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県中学記録(KJ)          43.11     山下・吉田・齊木・中村(文岡中)        2012 6月10日 09:20 準決勝
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予　選　6組3着＋6

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 4 陵成中 1164 大和　　宰(3) ﾔﾏﾄ ﾂｶｻ 44.75 1 6 三雲中 2205 水谷　公己(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｷ 44.36
1150 大江　優月(3) ｵｵｴ ﾕﾂﾞｷ Q 2197 瀬古　陸斗(3) ｾｺ ﾘｸﾄ Q
1163 谷田部智貴(3) ﾔﾀﾍﾞ ﾄﾓｷ 2206 山田　真大(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
1149 石川　　陸(3) ｲｼｶﾜ ﾘｸ 2204 廣瀬　瑠星(3) ﾋﾛｾ ﾘｭｳｾｲ

2 5 大木中 1727 本岡　詞哉(3) ﾓﾄｵｶ ﾌﾐﾔ 46.94 2 2 西郊中 1946 柿沼　颯希(3) ｶｷﾇﾏ ｻﾂｷ 47.04
1726 三浦　魁翔(3) ﾐｳﾗ ｶｲﾄ Q 1956 吉田　　凌(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ Q
1725 萩原　拓海(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 1955 村林陽呂斗(3) ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ
1720 後藤　海斗(3) ｺﾞﾄｳ ﾐｸﾄ 1951 西本　尋秋(3) ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

3 3 嬉野中 2147 中川　裕渡(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 47.80 3 1 常磐中 1375 石野　竜彗(3) ｲｼﾉ ﾘｭｳｾｲ 47.36
2153 森下　雅矢(3) ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾔ Q 1378 川村　隆成(3) ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ Q
2145 鈴木　陸斗(3) ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 1381 冨永　隆汰(3) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ
2148 長谷川魁里(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲﾘ 1385 山本　柊慈(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

4 2 ばっりこＣ 5353 岡崎　　煌(J1) ｵｶｻﾞｷ ｺｳ 49.09 4 5 暁中 1467 清水　栄汰(3) ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 49.30
5351 永安　正弥(J1) ﾅｶﾞﾔｽ ﾏｻﾔ 1474 松田良玖斗(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾗｸﾄ
5350 樋口　颯大(J3) ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀﾞｲ 1472 濱田　大輔(3) ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
5928 大市　翔太(J3) ｵｵｲﾁ ｼｮｳﾀ 1469 鈴木　啓之(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

5 7 一志中 2124 茂手木来人(3) ﾓﾃｷﾞ ﾗｲﾄ 49.27 5 4 久保中 2545 宮原　佑輔(3) ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｽｹ 50.01
2125 森川　堅心(3) ﾓﾘｶﾜ ｹﾝｼﾝ 2537 伊藤　優斗(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ
2121 下村　愛斗(3) ｼﾓﾑﾗ ｱｲﾄ 2541 東　　空杜(3) ﾋｶﾞｼ ｸｳﾄ
2120 岸野　壮汰(3) ｷｼﾉ ｿｳﾀ 2547 森本貫多良(3) ﾓﾘﾓﾄ ｶﾝﾀﾛｳ

6 6 名張北中 669 西野　友翔(3) ﾆｼﾉ ﾕｳﾄ 49.72 6 7 久居中 2104 三井　大輝(3) ﾐﾂｲ ﾀﾞｲｷ 50.16
667 谷後　勝紀(3) ﾀﾆｺﾞ ｶｽﾞｷ 2099 金本　零生(3) ｶﾅﾓﾄ ﾚｲ
665 上田　結喜(3) ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ 2106 大倉　士季(2) ｵｵｸﾗ ｼｷ
672 房川　　瑶(3) ﾌｻｶﾞﾜ ﾖｳ 2105 山口　航舞(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ

7 8 成徳中 1006 下田　拓実(2) ｼﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 51.13 3 四日市南中 1324 堀江　伶哉(3) ﾎﾘｴ ﾚｲﾔ DQ,R3

1008 平　春之介(2) ﾋﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 1323 萩　　貴哉(3) ﾊｷﾞ ﾀｶﾔ
1007 島田　大夢(2) ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ 1326 吉山　幸汰(3) ﾖｼﾔﾏ ｺｳﾀ
1009 伊藤　舞紀(2) ｲﾄｳ ﾏｲｷ 1322 中井慎太朗(3) ﾅｶｲ ｼﾝﾀﾛｳ

1 朝日中 1580 岩田　愛翔(3) ｲﾜﾀ ﾏﾅﾄ DNS 8 南が丘中 DNS
1578 伊藤　拓哉(3) ｲﾄｳ ﾀｸﾔ
1594 夏目　　遼(3) ﾅﾂﾒ ﾘｮｳ
1589 釋迦堂友也(3) ｼｬｶﾄﾞｳ ﾕｳﾔ

3組 4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 5 亀山中部中 3309 原　　一貴(3) ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 45.14 1 6 文岡中 171 和田武佐士(3) ﾜﾀﾞ ﾑｻｼ 45.52
3315 中山　智貴(2) ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｷ Q 167 濱口　友輔(3) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ Q
3304 髙松　星斗(3) ﾀｶﾏﾂ ｾｲﾄ 166 仲野　麟杜(3) ﾅｶﾉ ﾘﾝﾄ
3306 豊田　陸翔(3) ﾄﾖﾀﾞ ﾘｸﾄ 169 山崎　敬翔(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾄ

2 3 緑ヶ丘中 2351 西川　勇誠(3) ﾆｼｶﾜ ｲｻﾐ 46.76 2 5 千代崎中 1754 宮内　　駿(3) ﾐﾔｳﾁ ｼｭﾝ 45.64
2350 川添　蒼慎(3) ｶﾜｿﾞｴ ｿｳﾏ Q 1753 ﾍﾙﾓｿ　彰真ｱﾚﾌ(3) ﾍﾙﾓｿ ｼｮｳﾏｱﾚﾌ Q
2354 中林　星也(2) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 1747 加藤　大政(3) ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ
2353 松岡　大夢(2) ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾑ 1761 山本　琉斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄ

3 2 内部中 1428 佐伯　拓海(3) ｻｴｷ ﾀｸﾐ 46.95 3 7 尾鷲中 2415 太田　彩暁(2) ｵｵﾀ ｻｱｷ 47.33
1433 堀田　滉生(3) ﾎｯﾀ ｺｳｷ Q 2416 佐々木　薫(2) ｻｻｷ ｶｵﾙ Q
1439 久保　夏稀(2) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 2409 岩﨑　　樹(3) ｲﾜｻｷ ﾀﾂｷ
1429 西　　功暉(3) ﾆｼ ｺｳｷ 2414 梅本　翔真(2) ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳﾏ

4 8 東員第二中 1247 田邉　聖蓮(3) ﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾚﾝ 50.24 4 1 明正中 1012 水谷　壮希(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳｷ 47.69
1249 本多　月穏(3) ﾎﾝﾀﾞ ｼｵﾝ 1015 鈴木　崇彰(3) ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ q
1246 河木　大地(3) ｶﾜｷ ﾀﾞｲﾁ 1014 近藤　晴矢(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ
1250 前川　遥杜(3) ﾏｴｶﾜ ﾊﾙﾄ 1011 加藤　怜我(3) ｶﾄｳ ﾚｲｶﾞ

5 4 豊里中 2062 三谷　晏士(3) ﾐﾀﾆ ｱﾝｼﾞ 50.71 5 8 明和中 702 市場　凪人(3) ｲﾁﾊﾞ ﾅｷﾞﾄ 47.90
2070 中川　陽喜(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 704 中川　椋翔(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾄ q
2060 小鷺　康誠(3) ｺｻｷﾞ ｺｳｾｲ 701 浅井　郁磨(3) ｱｻｲ ｲｸﾏ
2069 中村　快翔(2) ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 703 山本　大稀(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｷ

1 赤目中 DNS 6 4 松阪西中 2283 米満　陽人(2) ﾖﾈﾐﾂ ﾊﾙﾄ 48.45
2305 井上　善太(2) ｲﾉｳｴ ｾﾞﾝﾀ
2276 北村　朱琉(3) ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾘ
2286 和田　翔太(2) ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ

6 亀山中 2964 中崎　政伸(3) ﾅｶｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ DNS 7 2 陽和中 1060 清田　偉斗(3) ｷﾖﾀ ﾀｹﾄ 48.57
2962 酒井チュン(3) ｻｶｲ ﾁｭﾝ 1058 青井　悠眞(3) ｱｵｲ ﾕｳﾏ
2961 川添　葵吏(3) ｶﾜｿﾞｴ ｷﾘ 1064 安田　望叶(3) ﾔｽﾀﾞ ﾓｶ
2965 福井　洸樹(3) ﾌｸｲ ｺｳｷ 1063 田崎　智大(3) ﾀｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

7 創徳中 DNS 8 3 鈴峰中 1814 澤田　煌生(2) ｻﾜﾀﾞ ｺｳｷ 49.36
1800 福本　雅樹(3) ﾌｸﾓﾄ ﾏｻｷ
1801 古川　紘大(3) ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ
1810 福島　蓮也(2) ﾌｸｼﾏ ﾚﾝﾔ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 1→2 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4
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5組 6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 1 菰野中 1496 中村　秋火(3) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｶﾞ 44.70 1 4 白子中 901 飯田　智也(3) ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾔ 45.65
1486 山口　凌央(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ Q 915 水本　琢斗(3) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｸﾄ Q
1479 山本　拓実(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 905 佐藤　湧吾(3) ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ
1493 中瀬　陽斗(3) ﾅｶｾ ｱｷﾄ 914 藤田　琉聖(3) ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾄ

2 5 橋南中 1923 山口　怜音(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 45.96 2 3 高田中 2006 多湖　友星(3) ﾀｺﾞ ﾕｳｾｲ 46.69
1922 森　　裕真(3) ﾓﾘ ﾕｳﾏ Q 2019 水谷　玲仁(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚｲｼﾞ Q
1918 松谷　紘児(3) ﾏﾂﾔ ｺｳｼﾞ 2012 髙橋　真央(2) ﾀｶﾊｼ ﾏｵ
1915 中村　　陸(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 2014 西村　和将(2) ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ

3 6 神戸中 2648 杉浦　魅月(3) ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾂｷ 46.01 3 6 鼓ヶ浦中 1853 秋田　琉希(2) ｱｷﾀ ﾘｭｳｷ 47.20
2660 林　　拓夢(2) ﾊﾔｼ ﾀｸﾑ Q 1842 渡辺　悠斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ Q
2647 里中　洸亮(3) ｻﾄﾅｶ ｺｳｽｹ 1852 鈴木　亜成(2) ｽｽﾞｷ ｱｾｲ
2650 南川隼太郎(3) ﾐﾅﾐｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 1840 和田　空也(3) ﾜﾀﾞ ｿﾗﾔ

4 2 正和中 1095 鈴木凜太朗(3) ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 47.16 4 1 熊野RC 5422 岳野　迪也(J2) ﾀｹﾉ ﾐﾁﾔ 49.69
1094 斉藤　凱仁(3) ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋﾄ q 5429 福田　昂太(J2) ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ
1096 竹内　　悠(3) ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 5428 濵口　純明(J2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｽﾐｱｷ
1092 井出　祐矢(3) ｲﾃﾞ ﾕｳﾔ 5426 甲斐　龍人(J2) ｶｲ ﾘｭｳﾄ

5 8 潮南中 2440 服部　大洋(3) ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾖｳ 47.52 5 5 度会中 135 浦田隆之助(2) ｳﾗﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 50.22
2436 高山　友康(3) ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓﾔ q 130 福井　涼介(3) ﾌｸｲ ﾘｮｳｽｹ
2437 谷口　航輔(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 132 谷口　諒弥(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ
2439 野中　歩夢(3) ﾉﾅｶ ｱﾕﾑ 131 福井　彩斗(2) ﾌｸｲ ｱﾔﾄ

6 4 楠中 1544 新井　航平(3) ｱﾗｲ ｺｳﾍｲ 47.76 6 2 南勢中 2923 磯﨑　　宙(2) ｲｿｻﾞｷ ｿﾗ 51.48
1547 小林　亮太(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ q 2915 藤原　　楓(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ
1558 長谷川真大(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 2931 山本　海廉(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾚﾝ
1556 野村　侑永(3) ﾉﾑﾗ ﾕｳﾄ 2914 榊原　翔太(3) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ

7 3 久居西中 2077 高橋　佳生(3) ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 48.34 7 7 八風中 947 桂山　　剛(3) ｶﾂﾗﾔﾏ ｺﾞｳ 51.65
2076 鎌田　陸人(3) ｶﾏﾀﾞ ﾘｸﾄ q 950 近澤　勇斗(3) ﾁｶｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
2089 奥村　希恋(2) ｵｸﾑﾗ ｷﾚﾝ 948 北元　早矢(3) ｷﾀﾓﾄ ﾊﾔ
2082 竹内　洸貴(2) ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 951 塚原　陸渡(3) ﾂｶﾊﾗ ﾘｸﾄ

8 7 白鳥中 1691 浜山　優一(3) ﾊﾏﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 51.45 8 一身田中 2813 中野　元稀(3) ﾅｶﾉ ﾓﾄｷ DQ,R1

1689 別府　佑一(3) ﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｳｲﾁ 2823 林　　海翔(2) ﾊﾔｼ ｶｲﾄ
1690 森崎　　稜(3) ﾓﾘｻｷ ﾘｮｳ 2815 若林　颯真(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ
1683 齋藤　　翼(3) ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 2814 橋本　　樹(3) ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ
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