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県中学記録(KJ)               42.84     水谷　大川　山田　広瀬(三雲)          2018
大会記録(GR)                 45.64     加藤　坂倉　上野　今村(内部)          2012 10月18日 15:05 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 山手中 1083 井山　幹大(2) ｲﾔﾏ ｶﾝﾀﾞｲ 48.85 1 7 楠中 2067 坂倉　悠斗(2) ｻｶｸﾗ ﾕｳﾄ 50.21
1091 服部　優樹(2) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ 2068 菅原　雅晴(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾊﾙ
1094 松岡　　晴(2) ﾏﾂｵｶ ﾊﾙ 2064 石田　大翔(2) ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ
1092 原　　柊翔(2) ﾊﾗ ｼｭｳﾄ 2065 来馬　光希(2) ｸﾙﾏ ｺｳｷ

2 4 八風中 2039 野村　龍我(2) ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ 49.38 2 6 朝日中 2109 水谷　勇仁(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 50.97
2043 山根　稜平(2) ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 2107 冨谷　勇太(2) ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ
2040 則武　昌季(2) ﾉﾘﾀｹ ﾏｻｷ 2101 佐々木裕斗(2) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ
2033 伊藤　　颯(2) ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 2110 森本　成亮(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

3 7 菰野中 1236 市川凌久也(2) ｲﾁｶﾜ ﾘｸﾔ 49.89 3 5 富田中 1971 山口　寛喜(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 52.00
1247 中田　翔己(2) ﾅｶﾀ ｼｮｳｷ 3631 服部　孝星(1) ﾊｯﾄﾘ ｺｳｾｲ
1248 生川　奏斗(2) ﾅﾙｶﾜ ｶﾅﾄ 1968 萩野　　匠(2) ﾊｷﾞﾉ ﾀｸﾐ
1234 アベ木瑛斗(2) ｱﾍﾞｷ ｴｲﾄ 1969 林　　士恩(2) ﾊﾔｼ ｼｵﾝ

4 3 常磐中 2004 小野田結斗(2) 51.01 4 4 内部中 1181 井高　陽斗(2) ｲﾀｶ ﾊﾙﾄ 52.13
2009 高田　知哉(2) 1182 岩田　悠志(2) ｲﾜﾀ ﾕｳｼ
2017 森　　悠輔(2) 1183 西尾　　碧(2) ﾆｼｵ ｱｵｲ
2006 加納　優輝(2) 1180 赤倉　元心(2) ｱｶｸﾗ ﾕｷﾓﾄ

6 四日市南中 1136 藤原　壱成(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｯｾｲ DSQ,R2

1129 杉谷　泰成(2) ｽｷﾞﾀﾆ ﾀｲｾｲ
1132 中村　柊也(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾔ
1130 田中　大馳(2) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 山手中 501 井山　幹大(2) ｲﾔﾏ ｶﾝﾀﾞｲ 48.85
服部　優樹(2) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ
松岡　　晴(2) ﾏﾂｵｶ ﾊﾙ
原　　柊翔(2) ﾊﾗ ｼｭｳﾄ

2 八風中 506 野村　龍我(2) ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ 49.38
山根　稜平(2) ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ
則武　昌季(2) ﾉﾘﾀｹ ﾏｻｷ
伊藤　　颯(2) ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ

3 菰野中 500 市川凌久也(2) ｲﾁｶﾜ ﾘｸﾔ 49.89
中田　翔己(2) ﾅｶﾀ ｼｮｳｷ
生川　奏斗(2) ﾅﾙｶﾜ ｶﾅﾄ
アベ木瑛斗(2) ｱﾍﾞｷ ｴｲﾄ

4 楠中 505 坂倉　悠斗(2) ｻｶｸﾗ ﾕｳﾄ 50.21
菅原　雅晴(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾊﾙ
石田　大翔(2) ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ
来馬　光希(2) ｸﾙﾏ ｺｳｷ

5 朝日中 503 水谷　勇仁(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 50.97
冨谷　勇太(2) ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ
佐々木裕斗(2) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ
森本　成亮(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

6 常磐中 528 小野田結斗(2) 51.01
高田　知哉(2)
森　　悠輔(2)
加納　優輝(2)

7 富田中 507 山口　寛喜(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 52.00
服部　孝星(1) ﾊｯﾄﾘ ｺｳｾｲ
萩野　　匠(2) ﾊｷﾞﾉ ﾀｸﾐ
林　　士恩(2) ﾊﾔｼ ｼｵﾝ

8 内部中 504 井高　陽斗(2) ｲﾀｶ ﾊﾙﾄ 52.13
岩田　悠志(2) ｲﾜﾀ ﾕｳｼ
西尾　　碧(2) ﾆｼｵ ｱｵｲ
赤倉　元心(2) ｱｶｸﾗ ﾕｷﾓﾄ

凡例  DSQ:失格 R2:オーバーゾーン ２→３


