
小学5.6年男子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県小学記録(KE)          49.93     林・笠井・熊野・森下(南勢陸上ク)      2004 9月9日 16:45 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 7 楠陸上Jｒ－A 239 粟野　耀太(6) ｱﾜﾉ ﾖｳﾀ 57.34 1 7 ゆめが丘陸上－B 1460 福井　涼晟(5) フクイ　リョウセイ 55.57
244 菅原　雅晴(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾊﾙ 1461 前川　真誉(5) マエガワ　マサタカ

240 石田　大翔(6) ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ 1457 中森　大智(5) ナカモリ　ダイチ

241 来馬　光希(6) ｸﾙﾏ ｺｳｷ 1463 吉福　怜央(5) ヨシフク　レオ

2 3 ﾁｰﾑG松陸－A 625 島谷　壮馬(6) ｼﾏﾀﾆ ｿｳﾏ 57.68 2 2 ゆめが丘陸上－C 1454 真藤　飛翔(5) シンドウ　ツバサ 1:00.19

631 浦﨑　陽色(5) ｳﾗｻｷ ﾋｲﾛ 1450 太田　彩人(5) オオタ　アヤト

637 刀根　大和(5) ﾄﾈ ﾔﾏﾄ 1459 長谷川  俊介(5) ハセガワ　シュンスケ

626 辻　　綺羅(6) ﾂｼﾞ ｷﾗ 1458 西村　颯真(5) ニシムラ　ソウマ

3 5 ゆめが丘陸上－A 1444 川口　大翔(6) カワグチ　ハルト 58.08 3 6 一志Beast－B 538 茂手木英人(5) ﾓﾃｷﾞ ｴｲﾄ 1:00.66

1447 福西　瑛伸(6) フクニシ　エイシン 536 寺嶋　千隼(5) ﾃﾗｼﾏ ﾁﾊﾔ
1446 野田　琉笙(6) ノダ　リュウセイ 535 田中　遼生(5) ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ
1443 髙島　　響(6) タカシマ　ヒビキ 533 木村　心童(5) ｷﾑﾗ ｼﾄﾞｳ

4 4 一志Beast－A 530 前田　大幸(6) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 59.75 4 4 保々ＲＣ 186 萩原　翠月(5) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾂﾞｷ 1:00.91

531 山本　昌宗(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾑﾈ 184 安田　俊太(6) ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
526 丹　慎之介(6) ﾀﾝ ｼﾝﾉｽｹ 182 伊藤　玄貴(6) ｲﾄｳ ｼｽﾞｷ
528 馬塲　優臣(6) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｼﾝ 183 近澤　海斗(6) ﾁｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ

5 8 朝日陸上少 288 市川　貴埜(5) ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾔ 1:01.00 5 3 楠陸上Jｒ－B 243 坂倉　悠斗(6) ｻｶｸﾗ ﾕｳﾄ 1:01.10

283 佐々木裕斗(6) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 249 森川　将伍(6) ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
291 服部　優太(5) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾀ 248 谷川　宙大(6) ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾄ
280 伊藤　匠海(6) ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 250 山口　陽士(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾄ

6 6 菰野ＳＣ－A 374 七里　悠斗(5) ｼﾁﾘ ﾕｳﾄ 1:03.34 6 8 ﾁｰﾑG松陸－B 638 中西　政斗(5) ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ 1:01.77

364 中田　翔己(6) ﾅｶﾀ ｼｮｳｷ 635 塩崎　俊希(5) ｼｵｻﾞｷ ﾄｼｷ
363 岡島　大正(6) ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼｮｳ 636 瀬古　雄大(5) ｾｺ ﾕｳﾀﾞｲ
362 森　　結誠(6) ﾓﾘ ﾕｳｾｲ 641 山村　総司(5) ﾔﾏﾑﾗ ｿｳｼﾞ

7 1 ゆめが丘陸上－D 1449 岩井　智寛(5) イワイ　トモヒロ 1:03.94 7 5 三浜陸上 149 岩崎　倖大(5) ｲﾜｻｷ ｺｳﾀ 1:01.85

1456 谷口　瑛司(5) タニグチ　エイジ 144 伊藤　翔大(6) ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾞｲ
1462 門地　壱真(5) モンチ　カズマ 145 伊藤　稜空(6) ｲﾄｳ ﾘｸ
1448 乾　　光汰(5) イヌイ　コウタ 152 谷　　翼沙(5) ﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ

8 2 楠陸上Jｒ－C 247 舘　　優希(6) ﾀﾁ ﾕｳｷ 1:06.24 8 1 菰野ＳＣ－B 370 伊藤　豪紀(5) ｲﾄｳ ｺﾞｳｷ 1:03.33

253 渡辺　太喜(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 367 山本　寛輝(5) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ
246 高岡　柚希(6) ﾀｶｵｶ ﾕｽﾞｷ 366 落合　慶樹(5) ｵﾁｱｲ ｹｲｷ
251 加藤　佑基(5) ｶﾄｳ ﾕｳｷ 372 田中　颯人(5) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ

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 55.57

2 57.34

3 57.68

4 58.08

5 59.75

6 1:00.19

7 1:00.66

8 1:00.91

ゆめが丘陸上－B 福井　涼晟(5) / 前川　真誉(5) / 中森　大智(5) / 吉福　怜央(5)

楠陸上Jｒ－A 粟野　耀太(6) / 菅原　雅晴(6) / 石田　大翔(6) / 来馬　光希(6)

ﾁｰﾑG松陸－A 島谷　壮馬(6) / 浦﨑　陽色(5) / 刀根　大和(5) / 辻　　綺羅(6)

一志Beast－B 茂手木英人(5) / 寺嶋　千隼(5) / 田中　遼生(5) / 木村　心童(5)

保々ＲＣ 萩原　翠月(5) / 安田　俊太(6) / 伊藤　玄貴(6) / 近澤　海斗(6)

ゆめが丘陸上－A 川口　大翔(6) / 福西　瑛伸(6) / 野田　琉笙(6) / 髙島　　響(6)

一志Beast－A 前田　大幸(6) / 山本　昌宗(6) / 丹　慎之介(6) / 馬塲　優臣(6)

ゆめが丘陸上－C 真藤　飛翔(5) / 太田　彩人(5) / 長谷川  俊介(5) / 西村　颯真(5)


