
中学男子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県中学記録(KJ)          43.11     文岡(山下・吉田・齊木・中村)          2012 9月8日 18:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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 4 一身田中 2813 中野　元稀(3) ﾅｶﾉ ﾓﾄｷ 45.51 1 7 陵成中 1164 大和　　宰(3) ﾔﾏﾄ ﾂｶｻ 45.89
(三重) 2823 林　　海翔(2) ﾊﾔｼ ｶｲﾄ (三重) 1150 大江　優月(3) ｵｵｴ ﾕﾂﾞｷ

2815 若林　颯真(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ 1163 谷田部智貴(3) ﾔﾀﾍﾞ ﾄﾓｷ
2814 橋本　　樹(3) ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ 1161 三輪凌太郎(3) ﾐﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ

2 3 千代崎中 1756 米倉　瑞稀(3) ﾖﾈｸﾗ ﾐｽﾞｷ 46.31 2 5 内部中 1438 植田　有澄(2) ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 47.81
(三重) 1753 ﾍﾙﾓｿ　彰真ｱﾚﾌ(3) ﾍﾙﾓｿ ｼｮｳﾏｱﾚﾌ (三重) 1433 堀田　滉生(3) ﾎｯﾀ ｺｳｷ

1754 宮内　　駿(3) ﾐﾔｳﾁ ｼｭﾝ 1428 佐伯　拓海(3) ｻｴｷ ﾀｸﾐ
1747 加藤　大政(3) ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 1429 西　　功暉(3) ﾆｼ ｺｳｷ

3 7 菰野中 1482 前田ユウ作(3) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｻｸ 48.56 3 8 大木中－B 2889 一尾　璃穏(1) ｲﾁｵ ﾘｵﾝ 52.64
(三重) 1498 田畑　音藍(3) ﾀﾊﾞﾀ ﾄｱ (三重) 2888 伊藤　奏都(1) ｲﾄｳ ｿｳﾄ

1492 清水　楓真(3) ｼﾐｽﾞ ﾌｳﾏ 2895 山中　拓大(1) ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾄ
1490 川高慎之輔(3) ｶﾜﾀｶ ｼﾝﾉｽｹ 2893 長谷川弘翔(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ

4 8 神戸中－B 2655 安部　　創(2) ｱﾍﾞ ｿｳ 54.48 4 3 陽和中 3120 水谷　杜泉(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄｲ 54.83
(三重) 2660 林　　拓夢(2) ﾊﾔｼ ﾀｸﾑ (三重) 3118 長谷川翔二(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ

2662 吉田　悠介(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 3121 水野　芳宣(1) ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ
2657 小林　洋音(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 3119 前橋　一輝(1) ﾏｴﾊﾞｼ ｲﾂｷ

5 神戸中－A DNS 4 尾鷲中－A DNS
(三重) (三重)

6 嬉野中 DNS 6 一志中 DNS
(三重) (三重)

3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

1 5 西郊中 1946 柿沼　颯希(3) ｶｷﾇﾏ ｻﾂｷ 46.45
(三重) 1956 吉田　　凌(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ

1955 村林陽呂斗(3) ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ
1951 西本　尋秋(3) ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

2 8 山手中 1268 伊坂　　蓮(3) ｲｻｶ ﾚﾝ 46.77
(三重) 3558 原　　柊翔(1) ﾊﾗ ｼｭｳﾄ

1282 中溝　裕貴(2) ﾅｶﾐｿﾞ ﾕｳｷ
1272 下岡　隼也(3) ｼﾓｵｶ ｼｭﾝﾔ

3 4 成徳中 1006 下田　拓実(2) ｼﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 51.23
(三重) 1008 平　春之介(2) ﾋﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ

1007 島田　大夢(2) ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ
1009 伊藤　舞紀(2) ｲﾄｳ ﾏｲｷ

4 7 大木中－A 1733 杉本　顕俊(2) ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾄｼ 52.21
(三重) 1731 淺野　　孔(2) ｱｻﾉ ｺｳ

1732 櫻井　陽斗(2) ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾄ
1735 陶山　和輝(2) ｽﾔﾏ ｶｽﾞｷ

6 尾鷲中－B DNS
(三重)
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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 45.51

2 45.89

3 46.31

4 46.45

5 46.77

6 47.81

7 48.56

8 51.23

一身田中(三重) 中野　元稀(3) / 林　　海翔(2) / 若林　颯真(3) / 橋本　　樹(3)

陵成中(三重) 大和　　宰(3) / 大江　優月(3) / 谷田部智貴(3) / 三輪凌太郎(3)

千代崎中(三重) 米倉　瑞稀(3) / ﾍﾙﾓｿ　彰真ｱﾚﾌ(3) / 宮内　　駿(3) / 加藤　大政(3)

菰野中(三重) 前田ユウ作(3) / 田畑　音藍(3) / 清水　楓真(3) / 川高慎之輔(3)

成徳中(三重) 下田　拓実(2) / 平　春之介(2) / 島田　大夢(2) / 伊藤　舞紀(2)

西郊中(三重) 柿沼　颯希(3) / 吉田　　凌(3) / 村林陽呂斗(3) / 西本　尋秋(3)

山手中(三重) 伊坂　　蓮(3) / 原　　柊翔(1) / 中溝　裕貴(2) / 下岡　隼也(3)

内部中(三重) 植田　有澄(2) / 堀田　滉生(3) / 佐伯　拓海(3) / 西　　功暉(3)
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