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県中学記録(KJ)          45.72     亀井・濱口・小崎・西田(文岡)          2014
大会記録(GR)            47.90     東川・堀田・西・中川(内部)            2016 7月28日 12:10 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 6 川越中 1649 井本　涼太(2) ｲﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 51.51 1 5 四日市南中 1329 太田　伊織(2) ｵｵﾀ ｲｵﾘ 50.13
(三重) 3449 杉本　優太(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ (三重) 2948 田中　大馳(1) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ

3447 安達　瑛士(1) ｱﾀﾞﾁ ｴｲﾄ 2947 杉谷　泰成(1) ｽｷﾞﾀﾆ ﾀｲｾｲ
1658 山下　哲誠(2) ﾔﾏｼﾀ ﾃｯｾｲ 1338 古川　　直(2) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ

2 8 朝日中 1615 伊藤　万葉(2) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ 51.71 2 7 八風中 954 西岡　　楓(2) ﾆｼｵｶ ｶｴﾃﾞ 51.25
(三重) 3817 冨谷　勇太(1) ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ (三重) 389 山根　稜平(1) ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ

3806 伊藤　匠海(1) ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 379 伊藤　　颯(1) ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ
1613 橋本　　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 956 森　　優太(2) ﾓﾘ ﾕｳﾀ

3 5 常磐中 1386 石塚　大成(2) ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲｾｲ 51.79 3 6 菰野中 1514 久保寺祐斗(2) ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 51.32
(三重) 3743 高田　知哉(1) ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ (三重) 2631 中田　翔己(1) ﾅｶﾀ ｼｮｳｷ

3751 森　　悠輔(1) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 2610 生川　奏斗(1) ﾅﾙｶﾜ ｶﾅﾄ
1393 伊達　風斗(2) ﾀﾞﾃ ﾌｳﾄ 1501 水谷　伊吹(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ

4 7 内部中 1441 服部　哉音(2) ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ 53.39 4 8 楠中 3023 朝井　颯大(2) ｱｻｲ ｿｳﾀ 52.68
(三重) 3427 赤倉　元心(1) ｱｶｸﾗ ﾕｷﾓﾄ (三重) 3025 来馬　光希(1) ｸﾙﾏ ｺｳｷ

3428 井高　陽斗(1) ｲﾀｶ  ﾊﾙﾄ 3024 石田　大翔(1) ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ
1436 稲垣　敬太(2) ｲﾅｶﾞｷ ｹｲﾀ 1563 河原崎湧太(2) ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾜｸﾀ

5 4 三浜ＡＣ 5793 奥山　奏佑(J2) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ 55.57
(三重) 5795 伊藤　翔大(J1) ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾞｲ

5796 伊藤　稜空(J1) ｲﾄｳ ﾘｸ
5794 城戸　晴喜(J2) ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ

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 50.13

2 51.25

3 51.32

4 51.51

5 51.71

6 51.79

7 52.68

8 53.39

四日市南中(三重) 太田　伊織(2) / 田中　大馳(1) / 杉谷　泰成(1) / 古川　　直(2)

八風中(三重) 西岡　　楓(2) / 山根　稜平(1) / 伊藤　　颯(1) / 森　　優太(2)

菰野中(三重) 久保寺祐斗(2) / 中田　翔己(1) / 生川　奏斗(1) / 水谷　伊吹(2)

楠中(三重) 朝井　颯大(2) / 来馬　光希(1) / 石田　大翔(1) / 河原崎湧太(2)

内部中(三重) 服部　哉音(2) / 赤倉　元心(1) / 井高　陽斗(1) / 稲垣　敬太(2)

川越中(三重) 井本　涼太(2) / 杉本　優太(1) / 安達　瑛士(1) / 山下　哲誠(2)

朝日中(三重) 伊藤　万葉(2) / 冨谷　勇太(1) / 伊藤　匠海(1) / 橋本　　蓮(2)

常磐中(三重) 石塚　大成(2) / 高田　知哉(1) / 森　　悠輔(1) / 伊達　風斗(2)


