
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 4月7日 15:50 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 ゆめが丘陸上－A 1461 前川　真誉(6) ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 53.52 1 4 ゆめが丘陸上－B 1454 真藤　飛翔(6) ｼﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 1:00.39

1463 吉福　怜央(6) ﾖｼﾌｸ ﾚｵ 1458 西村　颯真(6) ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾏ
1460 福井　涼晟(6) ﾌｸｲ ﾘｮｳｾｲ 1450 太田　彩人(6) ｵｵﾀ ｱﾔﾄ
1452 門口　隼翔(6) ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 1457 中森　大智(6) ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ

2 5 ﾁｰﾑG松陸－A 634 小林　義央(6) ｺﾊﾞﾔｼ  ﾖｼﾋﾛ 54.89 2 7 内部陸上少 2192 前岨　大翔(5) ﾏｴｿﾊﾞ ﾋﾛﾄ 1:04.75

631 浦﨑　陽色(6) ｳﾗｻｷ ﾋｲﾛ 170 田中　翔也(5) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ
637 刀根　大和(6) ﾄﾈ  ﾔﾏﾄ 168 今村　朔也(5) ｲﾏﾑﾗ ｻｸﾔ
633 小西世希翔(6) ｺﾆｼ ｾｷﾄ 169 加藤　楓磨(5) ｶﾄｳ ﾌｳﾏ

3 8 楠陸上Jｒ－A 2200 和田　真透(5) ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾄ 1:01.23 3 3 菰野ＳＣ－B 378 栁世　啓太(5) ﾔﾅｷﾞｾ ｹｲﾀ 1:05.54

253 渡辺　太喜(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 376 若林　　吹(5) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ
258 菅原　隼翔(5) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾄ 381 佐藤孝志郎(5) ｻﾄｳ ｺｳｼﾛｳ
251 加藤　佑基(6) ｶﾄｳ ﾕｳｷ 380 岡﨑　　葵(5) ｵｶｻﾞｷ ｱｵｲ

4 3 菰野ＳＣ－A 370 伊藤　豪紀(6) ｲﾄｳ ｺﾞｳｷ 1:02.13 4 5 楠陸上Jｒ－B 254 石田　大珠(5) ｲｼﾀﾞ ﾀｲｼﾞｭ 1:13.90

373 藤森　大晴(6) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｾｲ 257 柴田　一護(5) ｼﾊﾞﾀ ｲﾁｺﾞ
372 田中　颯人(6) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 259 塚原　大翔(5) ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛﾄ
366 落合　慶樹(6) ｵﾁｱｲ ｹｲｷ 256 櫻井　詣大(5) ｻｸﾗｲ ｹｲﾀ

5 6 保々ＲＣ 186 萩原　翠月(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾂﾞｷ 1:03.64 8 ﾁｰﾑG松陸－B 638 中西　政斗(6) ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ DQ,R2

194 渡部　一騎(5) ﾜﾀﾍﾞ ｲｯｷ 635 塩崎　俊希(6) ｼｵｻﾞｷ  ﾄｼｷ
193 矢野　暢崇(5) ﾔﾉ ﾉﾌﾞﾀｶ 636 瀬古　雄大(6) ｾｺ  ﾕﾀﾞｲ
187 萩原　皐陽(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾖｳ 642 山本　啓太(6) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ

6 7 三浜陸上 151 竹林　恭耶(6) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ 1:04.43 6 ゆめが丘陸上－C DNS
149 岩崎　倖大(6) ｲﾜｻｷ ｺｳﾀ
155 田中　禮貢(5) ﾀﾅｶ ﾚｸ
152 谷　　翼沙(6) ﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ

2 ＹウェルネスＣ 2230 森口　颯斗(5) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ DQ,R3

216 馬庭　良太(6) ﾏﾆﾜ ﾘｮｳﾀ
2213 森　　渉真(5) ﾓﾘ ｼｮｳﾏ
215 寺尾　洋太(6) ﾃﾗｵ ﾖｳﾀ

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 53.52

2 54.89

3 1:00.39

4 1:01.23

5 1:02.13

6 1:03.64

7 1:04.43

8 1:04.75

ゆめが丘陸上－A 前川　真誉(6) / 吉福　怜央(6) / 福井　涼晟(6) / 門口　隼翔(6)

ﾁｰﾑG松陸－A 小林　義央(6) / 浦﨑　陽色(6) / 刀根　大和(6) / 小西世希翔(6)

ゆめが丘陸上－B 真藤　飛翔(6) / 西村　颯真(6) / 太田　彩人(6) / 中森　大智(6)

三浜陸上 竹林　恭耶(6) / 岩崎　倖大(6) / 田中　禮貢(5) / 谷　　翼沙(6)

内部陸上少 前岨　大翔(5) / 田中　翔也(5) / 今村　朔也(5) / 加藤　楓磨(5)

楠陸上Jｒ－A 和田　真透(5) / 渡辺　太喜(6) / 菅原　隼翔(5) / 加藤　佑基(6)

菰野ＳＣ－A 伊藤　豪紀(6) / 藤森　大晴(6) / 田中　颯人(6) / 落合　慶樹(6)

保々ＲＣ 萩原　翠月(6) / 渡部　一騎(5) / 矢野　暢崇(5) / 萩原　皐陽(6)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4


