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順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
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試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ × × 5m50 5m54 × 5m64 5m64
1 18 1338 古川　　直(2) 四日市南中 -1.8 -0.5 -0.6 -0.6

ｲﾄｳ ｸｳｺﾞ 5m06 5m01 × 3m35 × 5m16 5m16
2 15 1278 伊藤　空吾(2) 山手中 -2.9 -1.0 +0.2 -1.2 -1.2

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｾｲ 4m85 4m94 － 4m70 5m04 5m03 5m04
3 17 1500 山田　泰聖(2) 菰野中 -1.1 -2.1 +0.6 -1.6 -1.2 -1.6

ﾔﾏｼﾀ ﾃｯｾｲ 3m97 － 4m75 4m82 4m97 4m88 4m97
4 12 1658 山下　哲誠(2) 川越中 -0.5 -1.9 -0.8 -1.0 -2.0 -1.0

ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾜｸﾀ 4m64 4m79 4m69 4m72 4m64 4m89 4m89
5 16 1563 河原崎湧太(2) 楠中 -1.8 -1.2 -1.9 -0.8 -1.6 -2.5 -2.5 *F2

ﾓﾘｲ ﾖｳ × × 4m66 4m64 4m55 3m60 4m66
6 14 1309 森井　　耀(2) 富田中 -3.8 -0.7 -0.6 -0.1 -3.8 *F4

ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ × × 4m58 4m62 × × 4m62
7 13 793 城戸　晴喜(2) 塩浜中 -1.3 -0.5 -0.5

ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾎ 4m43 － － － － － 4m43
8 10 1512 辻　　一帆(2) 菰野中 -1.5 -1.5

ｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 4m06 － － 4m06
9 11 953 伊藤　匡佑(2) 八風中 -1.5 -1.5

ｱｵｷ ﾊﾙﾏ × × 3m94 3m94
10 8 791 青木　春馬(2) 塩浜中 -2.0 -2.0

ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 3m81 － － 3m81
11 3 1438 植田　有澄(2) 内部中 -1.6 -1.6

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｲﾄ 3m70 － － 3m70
12 5 3818 水谷　海翔(1) 朝日中 +0.5 +0.5

ﾏｽﾀﾞ ｺｳ 3m69 － － 3m69
13 9 955 増田　　虹(2) 八風中 -1.8 -1.8

ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾄ 3m43 × × 3m43
14 7 1565 服部　天斗(2) 楠中 -1.7 -1.7

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 3m26 － － 3m26
15 2 3813 田中　友貴(1) 朝日中 -2.1 -2.1

ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 3m00 － － 3m00
16 6 1499 中川　直哉(2) 菰野中 -1.0 -1.0

ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ 2m67 － － 2m67
17 1 1441 服部　哉音(2) 内部中 +0.4 +0.4

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾄ

4 1444 山口　颯斗(2) 内部中 DNS

凡例  DNS:欠場 *F2:２回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高


