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県中学記録(KJ)          1:31.48   畑・北村・谷口・森見(倉田山)          1997 8月24日 13:30 予　選
大会記録(GR)            1:34.59   柄澤・種村・呉羽・黒田(八風)          2016 8月25日 15:05 決　勝

予　選　2組3着＋2

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 6 富田中 2567 伊藤　拓也(3) ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 1:36.47 1 4 菰野中 1413 島林　奈生(3) ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 1:35.99

2570 服部大二郎(3) ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ Q 1402 赤木　柊介(3) ｱｶｷﾞ ｼｭｳｽｹ Q
2566 荒木　星光(3) ｱﾗｷ ﾎｼﾐﾂ 1404 伊藤　　渉(3) ｲﾄｳ ｼｮｳ
2569 冨山　瑛斗(3) ﾄﾐﾔﾏ ｴｲﾄ 1407 大竹　優哉(3) ｵｵﾀｹ ﾕｳﾔ

2 4 朝日中 1507 佐々木勇斗(3) ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 1:39.15 2 2 山手中 1289 川口　晃矢(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾔ 1:36.49

1503 金森　　康(3) ｶﾅﾓﾘ ｺｳ Q 1303 下岡　隼也(2) ｼﾓｵｶ ｼｭﾝﾔ Q
1500 伊藤　優真(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 1295 松井　修平(3) ﾏﾂｲ ｼｭｳﾍｲ
1497 荒木　健吾(3) ｱﾗｷ ｹﾝｺﾞ 1286 臼杵　　希(3) ｳｽｷ ﾏﾚ

3 3 八風中 1473 舘　　駿介(3) ﾀﾁ ｼｭﾝｽｹ 1:40.41 3 1 常磐中 2434 小林　拓翔(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 1:37.58

1477 松本　嶺邑(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾕｳ Q 2442 川村　隆成(2) ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ Q
1475 知念　雄大(3) ﾁﾈﾝ ﾕｳﾀﾞｲ 2433 大島　隆星(3) ｵｵｼﾏ ﾘｭｳｾｲ
1474 種村　祐真(3) ﾀﾈﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 2436 仲代　壮良(3) ﾅｶｼﾛ ｿﾗ

4 2 四日市南中 1326 石﨑　陽向(3) ｲｼｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 1:41.24 4 5 楠中 3071 伊藤　　圭(3) ｲﾄｳ ｹｲ 1:37.88

1340 萩　　貴哉(2) ﾊｷﾞ ﾀｶﾔ 3080 小林　亮太(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ q
1331 山野　裕斗(3) ﾔﾏﾉ ﾕｳﾄ 3075 森下　陽斗(3) ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙﾄ
1330 山中　　皇(3) ﾔﾏﾅｶ ｱﾂｷ 3074 今村　俊章(3) ｲﾏﾑﾗ ﾄｼｱｷ

5 5 暁中 1387 清水　栄汰(2) ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 1:44.25 5 3 内部中 1356 水谷雄々我(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｵｵｶﾞ 1:38.04

1393 樋口　裕大(2) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 1359 西　　功暉(2) ﾆｼ ｺｳｷ q
1382 佐敷　　翼(3) ｻｼｷ ﾂﾊﾞｻ 1354 東川　直樹(3) ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾅｵｷ
1388 杉本　諒和(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶ 1364 堀田　滉生(2) ﾎｯﾀ ｺｳｷ

6 7 保々中 2348 竹口　　隼(3) ﾀｹｸﾞﾁ ｼｭﾝ 1:44.95 6 6 川越中 1571 前田　悠希(3) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 1:41.87

2328 安藤　涼真(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 1577 舘　　琉生(2) ﾀﾁ ﾘｭｳｾｲ
2330 水谷　是紀(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｷﾉﾘ 1562 今井　敏稀(3) ｲﾏｲ ﾄｼｷ
2351 齋藤　伶也(2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ 1569 寺本　優真(3) ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾏ

7 7 塩浜中 1282 奥山　奏佑(1) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ 1:56.02

3763 山中　時尚(3) ﾔﾏﾅｶ ﾄｷﾅｵ
1283 城戸　晴喜(1) ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ
1281 青木　春馬(1) ｱｵｷ ﾊﾙﾏ


