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ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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 陵成中 2684 大和　　宰(3) ﾔﾏﾄ ﾂｶｻ 47.01 1 8 山手中 1298 伊坂　　蓮(3) ｲｻｶ ﾚﾝ 48.41
2668 石川　　陸(3) ｲｼｶﾜ ﾘｸ 2951 中溝　裕貴(2) ﾅｶﾐｿﾞ ﾕｳｷ
2683 谷田部智貴(3) ﾔﾀﾍﾞ ﾄﾓｷ 1305 須藤　　陸(3) ｽﾄﾞｳ ﾘｸ
2669 大江　優月(3) ｵｵｴ ﾕﾂﾞｷ 1303 下岡　隼也(3) ｼﾓｵｶ ｼｭﾝﾔ

2 2 多気中－A 703 中野　翔琉(3) ﾅｶﾉ ｶｹﾙ 48.36 2 5 正和中－A 1142 鈴木凜太朗(3) ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 49.47
707 山岡　遥人(3) ﾔﾏｵｶ ﾊﾙﾄ 3878 松田　瑞樹(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾐｽﾞｷ
704 橋爪　蒼葉(3) ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｵﾊﾞ 1143 竹内　　悠(3) ﾀｹｳﾁ ﾕｳ
702 筒井　優太(3) ﾂﾂｲ ﾕｳﾀ 1138 井出　祐矢(3) ｲﾃﾞ ﾕｳﾔ

3 4 楠中 3077 新井　航平(3) ｱﾗｲ ｺｳﾍｲ 48.41 3 7 陽和中－A 3817 清田　偉斗(3) ｷﾖﾀ ﾀｹﾄ 50.75
3080 小林　亮太(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 1087 青井　悠眞(3) ｱｵｲ ﾕｳﾏ
3092 長谷川真大(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 1089 清水　勇登(3) ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ
3090 野村　侑永(3) ﾉﾑﾗ ﾕｳﾄ 1090 田崎　智大(3) ﾀｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

4 3 暁中 1387 清水　栄汰(3) ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 50.10 3 多気中－D DNS
1394 松田良玖斗(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾗｸﾄ
1392 濱田　大輔(3) ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
1389 鈴木　啓之(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

5 6 久保中 2609 澤村　輝志(3) ｻﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ 52.92 4 朝日中 1520 岩田　愛翔(3) ｲﾜﾀ ﾏﾅﾄ DNS
2605 雨宮　知輝(3) ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｷ 1527 榊原　駿太(3) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾀ
2607 伊藤　優斗(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 1529 釋迦堂友也(3) ｼｬｶﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
2615 宮原　佑輔(3) ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｽｹ 1518 伊藤　拓哉(3) ｲﾄｳ ﾀｸﾔ

6 8 光風中 1063 瀧川　隆太(3) ﾀｷｶﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 56.36 6 多度中－B DNS
2940 赤木小次郎(2) ｱｶｷﾞ ｺｼﾞﾛｳ
1055 杉山修太郎(1) ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭｳﾀﾛｳ
1064 服部　海音(1) ﾊｯﾄﾘ ｶｲﾄ

7 多度中－A DNS

3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

1 7 正和中－B 3229 藤澤　祥悟(2) ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 50.33
3222 大畑　竣也(2) ｵｵﾊﾀ ｼｭﾝﾔ
3221 江上　貴紀(2) ｴｶﾞﾐ ﾀｶﾉﾘ
3235 矢野恭太郎(2) ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ

2 3 柘植中 2414 大橋　陸人(3) ｵｵﾊｼ ﾘｸﾄ 51.10
3014 中村　裕貴(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
3012 堀井　奎理(2) ﾎﾘｲ ｹｲｽｹ
2417 辻本　凌太(3) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

3 5 成徳中 2481 下田　拓実(2) ｼﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 54.98
2483 平　春之介(2) ﾋﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ
1007 元榮　　翔(3) ﾓﾄｴ ｶｹﾙ
2484 伊藤　舞紀(2) ｲﾄｳ ﾏｲｷ

4 8 多気中－B 705 林田　渉希(3) ﾊﾔｼﾀﾞ ｱﾕｷ 55.01
3308 尾上　康生(2) ｵﾉｳｴ ｺｳｾｲ
3305 石上　友翔(2) ｲｼｶﾞﾐ ﾕｳﾄ
3309 大東　伊澄(2) ｵｵﾋｶﾞｼ ｲｽﾞﾐ

5 4 多気中－C 700 古根川波琉(3) ｺﾈｶﾞﾜ ﾊﾙ 56.10
701 筒井　穣亮(3) ﾂﾂｲ ｼﾞｮｳｽｹ
706 森川　達也(3) ﾓﾘｶﾜ ﾀﾂﾔ
3310 坂井　太陽(2) ｻｶｲ ﾀｲﾖｳ

6 6 陽和中－B 1088 岡田　航輝(3) ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 56.56
3820 船越　海里(2) ﾌﾅｺｼ ｶｲﾘ
3819 平井　一輝(2) ﾋﾗｲ ｶｽﾞｷ
7007 古波蔵　ビクトル(2) ｺﾊｸﾞﾗ ﾋﾞｸﾄﾙ

凡例  DNS:欠場
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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 47.01

2 48.36

3 48.41

4 48.41

5 49.47

6 50.10

7 50.33

8 50.75

陵成中 大和　　宰(3) / 石川　　陸(3) / 谷田部智貴(3) / 大江　優月(3)

多気中－A 中野　翔琉(3) / 山岡　遥人(3) / 橋爪　蒼葉(3) / 筒井　優太(3)

山手中 伊坂　　蓮(3) / 中溝　裕貴(2) / 須藤　　陸(3) / 下岡　隼也(3)

正和中－B 藤澤　祥悟(2) / 大畑　竣也(2) / 江上　貴紀(2) / 矢野恭太郎(2)

陽和中－A 清田　偉斗(3) / 青井　悠眞(3) / 清水　勇登(3) / 田崎　智大(3)

楠中 新井　航平(3) / 小林　亮太(3) / 長谷川真大(3) / 野村　侑永(3)

正和中－A 鈴木凜太朗(3) / 松田　瑞樹(3) / 竹内　　悠(3) / 井出　祐矢(3)

暁中 清水　栄汰(3) / 松田良玖斗(3) / 濱田　大輔(3) / 鈴木　啓之(3)

凡例  DNS:欠場


