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県中学記録(KJ)          45.72     文岡(亀井・濱口・小崎・西田)          2014 9月9日 16:55 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 嬉野中－A 2235 中川　裕渡(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 49.01 1 7 嬉野中－B 2239 松本　凌典(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 50.82
3500 大森　滉士(1) ｵｵﾓﾘ ｺｳﾄ 3499 竹内　謙真(1) ﾀｹｳﾁ ｹﾝｼﾝ
3508 海住　航守(1) ｶｲｼﾞｭｳ ｺｳﾏ 3503 小林　海翔(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ
2236 長谷川魁里(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲﾘ 2241 森下　雅矢(2) ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾔ

2 6 菰野中 1438 山本　拓実(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 49.24 2 3 鼓ヶ浦中 1829 浅川　怜央(2) ｱｻｶﾜ ﾚｵ 50.95
2499 打田　快生(1) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ 1848 渡辺　悠斗(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ
2489 水谷　伊吹(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ 1860 秋田　琉希(1) ｱｷﾀ ﾘｭｳｷ
1446 山口　凌央(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 1836 和田　空也(2) ﾜﾀﾞ ｿﾗﾔ

3 4 亀山中 1922 中崎　政伸(2) ﾅｶｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 51.31 3 8 内部中－B 1364 堀田　滉生(2) ﾎｯﾀ ｺｳｷ 51.03
3128 田上　奏真(1) ﾀﾉｳｴ ｿｳﾏ 2784 服部　哉音(1) ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ
3122 吉井　一真(1) ﾖｼｲ ｶｽﾞﾏ 2781 植田　有澄(1) ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ
1923 福井　洸樹(2) ﾌｸｲ ｺｳｷ 1359 西　　功暉(2) ﾆｼ ｺｳｷ

4 7 四日市南中 1339 中井慎太朗(2) ﾅｶｲ ｼﾝﾀﾛｳ 51.82 4 4 山手中 1298 伊坂　　蓮(2) ｲｻｶ ﾚﾝ 52.11
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
3050 太田　伊織(1) ｵｵﾀ ｲｵﾘ 2948 金丸　優希(1) ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｷ
1344 吉山　幸汰(2) ﾖｼﾔﾏ ｺｳﾀ 1305 須藤　　陸(2) ｽﾄﾞｳ ﾘｸ

5 2 内部中－A 1360 橋本　太一(2) ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 53.03 5 6 常磐中－A 2445 冨永　隆汰(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ 53.76
2779 稲垣　敬太(1) ｲﾅｶﾞｷ ｹｲﾀ 3386 伊達　風斗(1) ﾀﾞﾃ ﾌｳﾄ
2782 久保　夏稀(1) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 3391 渡辺　瑛大(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ
1358 佐伯　拓海(2) ｻｴｷ ﾀｸﾐ 2442 川村　隆成(2) ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

6 1 常磐中－B 2446 中西　颯良(2) ﾅｶﾆｼ ｿﾗ 54.24 6 5 八風中 1488 近澤　勇斗(2) ﾁｶｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 54.29
3380 稲垣　　翔(1) ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳ 3553 西岡　　楓(1) ﾆｼｵｶ ｶｴﾃﾞ
3379 石塚　大成(1) ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲｾｲ 3552 伊藤　匡佑(1) ｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ
2439 石野　竜彗(2) ｲｼﾉ ﾘｭｳｾｲ 1487 小林　　巧(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ

3 千代崎中 DNS 7 2 常磐中－C 2443 川村　怜央(2) ｶﾜﾑﾗ ﾚｵ 58.37
3387 ﾄﾝﾀｯﾄ　ﾃｨｴﾝｱﾝ(1) ﾄﾝﾀｯﾄ ﾃｨｴﾝｱﾝ
3388 藤田　大輝(1) ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ
2444 菊地　涼介(2) ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ

8 大木中 DNS

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 49.01

2 49.24

3 50.82

4 50.95

5 51.03

6 51.31

7 51.82

8 52.11

嬉野中－A 中川　裕渡(2) / 大森　滉士(1) / 海住　航守(1) / 長谷川魁里(2)

菰野中 山本　拓実(2) / 打田　快生(1) / 水谷　伊吹(1) / 山口　凌央(2)

嬉野中－B 松本　凌典(2) / 竹内　謙真(1) / 小林　海翔(1) / 森下　雅矢(2)

四日市南中 中井慎太朗(2) / 古川　　直(1) / 太田　伊織(1) / 吉山　幸汰(2)

山手中 伊坂　　蓮(2) / 中溝　裕貴(1) / 金丸　優希(1) / 須藤　　陸(2)

鼓ヶ浦中 浅川　怜央(2) / 渡辺　悠斗(1) / 秋田　琉希(1) / 和田　空也(2)

内部中－B 堀田　滉生(2) / 服部　哉音(1) / 植田　有澄(1) / 西　　功暉(2)

亀山中 中崎　政伸(2) / 田上　奏真(1) / 吉井　一真(1) / 福井　洸樹(2)

凡例  DNS:欠場


