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県小学記録(KE)          49.93     林・笠井・熊野・森下(南勢陸上ク)      2004 6月2日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 ゆめが丘陸上－A 1515 矢口　雄登(5) ﾔｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 54.04 1 6 ゆめが丘陸上－B 1505 乾　　光汰(6) ｲﾇｲ ｺｳﾀ 58.37
1498 吉福　怜央(6) ﾖｼﾌｸ ﾚｵ 1503 西村　颯真(6) ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾏ
1497 福井　涼晟(6) ﾌｸｲ ﾘｮｳｾｲ 1502 長谷川俊介(6) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ
1499 門口　隼翔(6) ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 1501 太田　彩人(6) ｵｵﾀ ｱﾔﾄ

2 8 JAC亀山 2026 馬場　悠太(6) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ 55.95 2 3 川越陸上少 370 杉中　　心(6) ｽｷﾞﾅｶ ｼﾝ 1:00.09

2023 田中　智稀(6) ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 371 松野　央典(6) ﾏﾂﾉ ｵｳｽｹ
2022 紀平　煌太(6) ｷﾋﾗ ｺｳﾀ 369 伊藤　遥飛(6) ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ
2024 木内　桜澄(6) ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 2206 野原　大誠(5) ﾉﾊﾗ ﾀｲｾｲ

3 2 一志Beast 556 森　　舞人(6) ﾓﾘ ﾏｲﾄ 57.92 3 4 朝日陸上少 328 伊藤　純輝(6) ｲﾄｳ ｱﾂｷ 1:00.11

550 木村　心童(6) ｷﾑﾗ ｼﾄﾞｳ 327 市川　貴埜(6) ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾔ
553 寺嶋　千隼(6) ﾃﾗｼﾏ ﾁﾊﾔ 329 白木　雄大(6) ｼﾗｷ ﾕｳﾀ
552 田中　遼生(6) ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 330 服部　優太(6) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾀ

4 4 菰野ＳＣ－A 418 岡﨑　　葵(5) ｵｶｻﾞｷ ｱｵｲ 59.79 4 2 内部陸上少 221 前岨　大翔(5) ﾏｴｿﾊﾞ ﾋﾛﾄ 1:02.26

411 藤森　大晴(6) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｾｲ 218 田中　翔也(5) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ
405 落合　慶樹(6) ｵﾁｱｲ ｹｲｷ 220 前岨　大輝(5) ﾏｴｿﾊﾞ ﾀﾞｲｷ
424 若林　　吹(5) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 216 加藤　楓磨(5) ｶﾄｳ ﾌｳﾏ

5 6 PBASE 2009 町浦　優衣(5) ﾏﾁｳﾗ ﾕｲ 1:03.13 5 7 保々ＲＣ 235 萩原　翠月(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾂﾞｷ 1:02.34

2007 南畑　祐心(5) ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾝ 241 渡部　一騎(5) ﾜﾀﾍﾞ ｲｯｷ
2008 金子　裕人(5) ｶﾈｺ ﾕｳﾄ 240 矢野　暢崇(5) ﾔﾉ ﾉﾌﾞﾀｶ
2006 西川　　彰(6) ﾆｼｶﾜ ｱｷﾗ 234 萩原　皐陽(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾖｳ

6 5 三浜陸上 192 竹林　恭耶(6) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ 1:03.22 6 8 菰野ＳＣ－B 404 伊藤　豪紀(6) ｲﾄｳ ｺﾞｳｷ 1:03.02

190 岩崎　倖大(6) ｲﾜｻｷ ｺｳﾀ 406 七里　悠斗(6) ｼﾁﾘ ﾕｳﾄ
193 谷　　翼沙(6) ﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 408 谷口　太良(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｲﾗ
191 奥山　　律(6) ｵｸﾔﾏ ﾘﾂ 409 辻　　佑生(6) ﾂｼﾞ ﾕｳｷ

7 1 ゆめが丘陸上－C 1509 門地　壱真(6) ﾓﾝﾁ ｶｽﾞﾏ 1:04.32 7 5 ＹウェルネスＣ 289 杉村　亮太(5) ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 1:04.00

1507 嶋田　健志(6) ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 266 馬庭　良太(6) ﾏﾆﾜ ﾘｮｳﾀ
1506 岩井　智寛(6) ｲﾜｲ ﾄﾓﾋﾛ 269 植村　悠生(5) ｳｴﾑﾗ ﾕｳｾｲ
1508 谷口　瑛司(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 267 水谷峻太朗(6) ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ

7 楠陸上Jｒ DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 54.04

2 55.95

3 57.92

4 58.37

5 59.79

6 1:00.09

7 1:00.11

8 1:02.26

ゆめが丘陸上－A 矢口　雄登(5) / 吉福　怜央(6) / 福井　涼晟(6) / 門口　隼翔(6)

JAC亀山 馬場　悠太(6) / 田中　智稀(6) / 紀平　煌太(6) / 木内　桜澄(6)

一志Beast 森　　舞人(6) / 木村　心童(6) / 寺嶋　千隼(6) / 田中　遼生(6)

朝日陸上少 伊藤　純輝(6) / 市川　貴埜(6) / 白木　雄大(6) / 服部　優太(6)

内部陸上少 前岨　大翔(5) / 田中　翔也(5) / 前岨　大輝(5) / 加藤　楓磨(5)

ゆめが丘陸上－B 乾　　光汰(6) / 西村　颯真(6) / 長谷川俊介(6) / 太田　彩人(6)

菰野ＳＣ－A 岡﨑　　葵(5) / 藤森　大晴(6) / 落合　慶樹(6) / 若林　　吹(5)

川越陸上少 杉中　　心(6) / 松野　央典(6) / 伊藤　遥飛(6) / 野原　大誠(5)

凡例  DNS:欠場


