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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)            50.09     赤木　大竹　平瀬　山本(菰野)          2015 10月20日 15:30 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 四日市南中 3052 小林　赳翔(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｷｭｳﾄ 51.78 1 6 山手中 2947 伊藤　空吾(1) ｲﾄｳ ｸｳｺﾞ 52.88
3060 古川　　直(1) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ 2951 中溝　裕貴(1) ﾅｶﾐｿﾞ ﾕｳｷ
3056 戸谷　蓮樹(1) ﾄﾔ ﾚﾝｼﾞｭ 2948 金丸　優希(1) ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｷ
3050 太田　伊織(1) ｵｵﾀ ｲｵﾘ 2949 駒田　眞士(1) ｺﾏﾀﾞ ﾏｵ

2 3 菰野中 3883 久保寺祐斗(1) ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 51.97 2 3 八風中 3552 伊藤　匡佑(1) ｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 57.14
2489 水谷　伊吹(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ 3553 西岡　　楓(1) ﾆｼｵｶ ｶｴﾃﾞ
2488 山田　泰聖(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｾｲ 3556 森　　優太(1) ﾓﾘ ﾕｳﾀ
2499 打田　快生(1) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ 3554 増田　　虹(1) ﾏｽﾀﾞ ｺｳ

3 2 内部中 2782 久保　夏稀(1) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 53.97 3 5 楠中 3112 棚田　徹志(1) ﾀﾅﾀﾞ ﾃﾂｼ 57.81
2781 植田　有澄(1) ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 3109 大家　銀仁(1) ｵｵﾔ ｷﾞﾝｼﾞ
2784 服部　哉音(1) ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ 3111 河原崎湧太(1) ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾜｸﾀ
2779 稲垣　敬太(1) ｲﾅｶﾞｷ ｹｲﾀ 3113 服部　天斗(1) ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾄ

4 5 常磐中 3380 稲垣　　翔(1) ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳ 54.60 4 保々中 DNS
3386 伊達　風斗(1) ﾀﾞﾃ ﾌｳﾄ
3379 石塚　大成(1) ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲｾｲ
3385 鈴木　成夢(1) ｽｽﾞｷ ｾｲﾑ

5 6 塩浜中 1283 城戸　晴喜(1) ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ 55.68
1282 奥山　奏佑(1) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ
1281 青木　春馬(1) ｱｵｷ ﾊﾙﾏ
1284 森　　一真(1) ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ

6 7 朝日中 3355 森下　開登(1) ﾓﾘｼﾀ ｶｲﾄ 56.74
3356 伊藤　万葉(1) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ
3354 橋本　　蓮(1) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ
3358 小田原聖弥(1) ｵﾀﾞﾊﾗ ｾｲﾔ

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 51.78

2 51.97

3 52.88

4 53.97

5 54.60

6 55.68

7 56.74

8 57.14

四日市南中 小林　赳翔(1) / 古川　　直(1) / 戸谷　蓮樹(1) / 太田　伊織(1)

菰野中 久保寺祐斗(1) / 水谷　伊吹(1) / 山田　泰聖(1) / 打田　快生(1)

山手中 伊藤　空吾(1) / 中溝　裕貴(1) / 金丸　優希(1) / 駒田　眞士(1)

朝日中 森下　開登(1) / 伊藤　万葉(1) / 橋本　　蓮(1) / 小田原聖弥(1)

八風中 伊藤　匡佑(1) / 西岡　　楓(1) / 森　　優太(1) / 増田　　虹(1)

内部中 久保　夏稀(1) / 植田　有澄(1) / 服部　哉音(1) / 稲垣　敬太(1)

常磐中 稲垣　　翔(1) / 伊達　風斗(1) / 石塚　大成(1) / 鈴木　成夢(1)

塩浜中 城戸　晴喜(1) / 奥山　奏佑(1) / 青木　春馬(1) / 森　　一真(1)

凡例  DNS:欠場


