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県中学記録(KJ)          43.11     山下　吉田　齊木　中村　(文岡)        2012
大会記録(GR)            45.64     加藤　坂倉　上野　今村(内部)          2012 10月20日 15:40 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 4 菰野中 1438 山本　拓実(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 47.44 1 6 山手中 1298 伊坂　　蓮(2) ｲｻｶ ﾚﾝ 49.21
1454 中瀬　陽斗(2) ﾅｶｾ ｱｷﾄ 1303 下岡　隼也(2) ｼﾓｵｶ ｼｭﾝﾔ
1457 中村　秋火(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｶﾞ 1306 原岡　一郎(2) ﾊﾗｵｶ ｲﾁﾛｳ
1446 山口　凌央(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 1307 銘苅　祥一(2) ﾒｶﾙ ｼｮｳｲﾁ

2 5 内部中 1360 橋本　太一(2) ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 48.03 2 5 常磐中 2445 冨永　隆汰(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ 49.59
1364 堀田　滉生(2) ﾎｯﾀ ｺｳｷ 2442 川村　隆成(2) ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
1359 西　　功暉(2) ﾆｼ ｺｳｷ 2439 石野　竜彗(2) ｲｼﾉ ﾘｭｳｾｲ
1358 佐伯　拓海(2) ｻｴｷ ﾀｸﾐ 2449 山本　柊慈(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

3 6 朝日中 1520 岩田　愛翔(2) ｲﾜﾀ ﾏﾅﾄ 49.15 3 3 保々中 2350 大塚　斗偉(2) ｵｵﾂｶ ﾄｳｲ 50.02
1527 榊原　駿太(2) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾀ 2351 齋藤　伶也(2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ
1529 釋迦堂友也(2) ｼｬｶﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 3619 山野　裕大(1) ﾔﾏﾉ ﾕｳﾀ
1547 吉澤　伸彦(2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ 2353 山川　響大(2) ﾔﾏｶﾜ ｷｮｳﾀ

4 3 楠中 3077 新井　航平(2) ｱﾗｲ ｺｳﾍｲ 49.76 4 4 八風中 1487 小林　　巧(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 53.34
3091 長谷川峻大(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 1485 桂山　　剛(2) ｶﾂﾗﾔﾏ ｺﾞｳ
3092 長谷川真大(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 1486 北元　早矢(2) ｷﾀﾓﾄ ﾊﾔ
3090 野村　侑永(2) ﾉﾑﾗ ﾕｳﾄ 1488 近澤　勇斗(2) ﾁｶｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

5 7 四日市南中 1339 中井慎太朗(2) ﾅｶｲ ｼﾝﾀﾛｳ 49.96
1340 萩　　貴哉(2) ﾊｷﾞ ﾀｶﾔ
1344 吉山　幸汰(2) ﾖｼﾔﾏ ｺｳﾀ
1341 堀江　伶哉(2) ﾎﾘｴ ﾚｲﾔ

6 2 暁中 1387 清水　栄汰(2) ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 50.47
1393 樋口　裕大(2) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀ
1388 杉本　諒和(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶ
1394 松田良玖斗(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾗｸﾄ

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 47.44

2 48.03

3 49.15

4 49.21

5 49.59

6 49.76

7 49.96

8 50.02

菰野中 山本　拓実(2) / 中瀬　陽斗(2) / 中村　秋火(2) / 山口　凌央(2)

内部中 橋本　太一(2) / 堀田　滉生(2) / 西　　功暉(2) / 佐伯　拓海(2)

朝日中 岩田　愛翔(2) / 榊原　駿太(2) / 釋迦堂友也(2) / 吉澤　伸彦(2)

四日市南中 中井慎太朗(2) / 萩　　貴哉(2) / 吉山　幸汰(2) / 堀江　伶哉(2)

保々中 大塚　斗偉(2) / 齋藤　伶也(2) / 山野　裕大(1) / 山川　響大(2)

山手中 伊坂　　蓮(2) / 下岡　隼也(2) / 原岡　一郎(2) / 銘苅　祥一(2)

常磐中 冨永　隆汰(2) / 川村　隆成(2) / 石野　竜彗(2) / 山本　柊慈(2)

楠中 新井　航平(2) / 長谷川峻大(2) / 長谷川真大(2) / 野村　侑永(2)


