
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
大会記録(GR)            44.39     内部中(加藤・阪倉・上野・今村)        2013 9月29日 15:45 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 5 千代崎中 1754 宮内　　駿(3) ﾐﾔｳﾁ ｼｭﾝ 46.12 1 7 常磐中 1384 藤田　大翔(3) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 48.56
(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) 1379 川村　怜央(3) ｶﾜﾑﾗ ﾚｵ

1747 加藤　大政(3) ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 1378 川村　隆成(3) ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
1761 山本　琉斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 1385 山本　柊慈(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

2 4 高田中 2006 多湖　友星(3) ﾀｺﾞ ﾕｳｾｲ 46.20 2 6 潮南中 2440 服部　大洋(3) ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾖｳ 48.88
(三重) 2019 水谷　玲仁(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚｲｼﾞ (三重) 2438 中本　裕崇(3) ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ

2012 髙橋　真央(2) ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 2437 谷口　航輔(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｽｹ
2014 西村　和将(2) ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 2439 野中　歩夢(3) ﾉﾅｶ ｱﾕﾑ

3 6 橋南中－A 1923 山口　怜音(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 46.65 3 5 橋南中－C 1924 奥　　貴弘(2) ｵｸ ﾀｶﾋﾛ 52.50
(三重) 1922 森　　裕真(3) ﾓﾘ ﾕｳﾏ (三重) 3054 松本龍之介(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

1918 松谷　紘児(3) ﾏﾂﾔ ｺｳｼﾞ 1925 木下　亮太(2) ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾀ
1915 中村　　陸(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 1927 白藤　　翔(2) ｼﾗﾌｼﾞ ｼｮｳ

4 3 橋南中－B 1919 三浪　寛道(3) ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾐﾁ 48.73 4 3 成徳中 1007 島田　大夢(2) ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ 55.24
(三重) 1911 小河　　彪(3) ｵｶﾞﾜ ﾋｮｳ (三重) 1008 平　春之介(2) ﾋﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ

1909 尾市　虎陽(3) ｵｲﾁ ｺﾊﾙ 996 片岡　澪音(1) ｶﾀｵｶ ﾚﾝ
1917 松前　　楽(3) ﾏﾂﾏｴ ｶﾞｸ 1009 伊藤　舞紀(2) ｲﾄｳ ﾏｲｷ

5 7 暁中 1467 清水　栄汰(3) ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 49.00 5 4 三浜AC 5792 青木　春馬(J2) ｱｵｷ ﾊﾙﾏ 56.10
(三重) 1469 鈴木　啓之(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ (三重) 5793 奥山　奏佑(J2) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ

1472 濱田　大輔(3) ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 5796 伊藤　稜空(J1) ｲﾄｳ ﾘｸ
1474 松田良玖斗(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾗｸﾄ 5794 城戸　晴喜(J2) ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ

2 一志中 DNS
(三重)

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 46.12

2 46.20

3 46.65

4 48.56

5 48.73

6 48.88

7 49.00

8 52.50

千代崎中(三重) 宮内　　駿(3) / ﾍﾙﾓｿ　彰真ｱﾚﾌ(3) / 加藤　大政(3) / 山本　琉斗(2)

高田中(三重) 多湖　友星(3) / 水谷　玲仁(2) / 髙橋　真央(2) / 西村　和将(2)

橋南中－A(三重) 山口　怜音(3) / 森　　裕真(3) / 松谷　紘児(3) / 中村　　陸(3)

暁中(三重) 清水　栄汰(3) / 鈴木　啓之(3) / 濱田　大輔(3) / 松田良玖斗(3)

橋南中－C(三重) 奥　　貴弘(2) / 松本龍之介(1) / 木下　亮太(2) / 白藤　　翔(2)

常磐中(三重) 藤田　大翔(3) / 川村　怜央(3) / 川村　隆成(3) / 山本　柊慈(3)

橋南中－B(三重) 三浪　寛道(3) / 小河　　彪(3) / 尾市　虎陽(3) / 松前　　楽(3)

潮南中(三重) 服部　大洋(3) / 中本　裕崇(3) / 谷口　航輔(3) / 野中　歩夢(3)

凡例  DNS:欠場


