
低学年男子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県中学記録(KJ)          45.72     文岡(亀井・濱口・小崎・西田)          2014 9月8日 17:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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 千代崎中 1761 山本　琉斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 48.43 1 3 常磐中 1386 石塚　大成(2) ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲｾｲ 51.23
(三重) 2860 東　蓮(1) ﾋｶﾞｼ ﾚﾝ (三重) 3743 高田　知哉(1) ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ

2862 山口　煌弥(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾔ 3751 森　　悠輔(1) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ
1757 梅脇旺太郎(2) ｳﾒﾜｷ ｵｳﾀﾛｳ 1393 伊達　風斗(2) ﾀﾞﾃ ﾌｳﾄ

2 4 四日市南中 1329 太田　伊織(2) ｵｵﾀ ｲｵﾘ 49.89 2 2 菰野中 1514 久保寺祐斗(2) ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 51.67
(三重) 2948 田中　大馳(1) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ (三重) 2631 中田　翔己(1) ﾅｶﾀ ｼｮｳｷ

2947 杉谷　泰成(1) ｽｷﾞﾀﾆ ﾀｲｾｲ 2610 生川　奏斗(1) ﾅﾙｶﾜ ｶﾅﾄ
1338 古川　　直(2) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ 1501 水谷　伊吹(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ

3 6 正和中－B 1104 江上　貴紀(2) ｴｶﾞﾐ ﾀｶﾉﾘ 51.16 3 5 神戸中 2659 杉﨑　悠大(2) ｽｷﾞｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 52.59
(三重) 3497 伊藤　元笑(1) ｲﾄｳ ｹﾞﾝｼｮｳ (三重) 2688 伊藤　愛斗(1) ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ

3499 伊藤　優佑(1) ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 2693 瀬尾　洋介(1) ｾｵ ﾖｳｽｹ
1118 矢野恭太郎(2) ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ 2663 ラレス研持(2) ﾗﾚｽ ｹﾝｼﾞ

4 3 正和中－A 1112 藤澤　祥悟(2) ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 51.81 4 8 明正中 1024 樋口　隼煕(2) ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｷ 55.33
(三重) 3493 松岡　佳和(1) ﾏﾂｵｶ ｹｲﾄ (三重) 3006 伊藤　定翔(1) ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾄ

3496 松田　颯樹(1) ﾏﾂﾀﾞ ｻﾂｷ 3011 原田　伊蔵(1) ﾊﾗﾀﾞ ｲｿﾞｳ
1105 大畑　竣也(2) ｵｵﾊﾀ ｼｭﾝﾔ 1029 山﨑　吏稀(2) ﾔﾏｻｷ ﾘｷ

5 7 八風中 954 西岡　　楓(2) ﾆｼｵｶ ｶｴﾃﾞ 51.84 5 6 三浜AC 5793 奥山　奏佑(J2) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ 56.18
(三重) 389 山根　稜平(1) ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ (三重) 5795 伊藤　翔大(J1) ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾞｲ

379 伊藤　　颯(1) ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 5796 伊藤　稜空(J1) ｲﾄｳ ﾘｸ
956 森　　優太(2) ﾓﾘ ﾕｳﾀ 5794 城戸　晴喜(J2) ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ

6 2 一身田中 2824 丸山　颯太(2) ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ 54.64 6 7 一志中 2126 永口悠一郎(2) ｴｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 57.03
(三重) 2836 芳山　芽生(1) ﾖｼﾔﾏ ﾒｲ (三重) 3835 丸山　樹大(1) ﾏﾙﾔﾏ ｷﾋﾛ

2837 伴　　優英(1) ﾊﾞﾝ ﾕｳｴｲ 3834 濱口　靖人(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾄ
2819 垣内　綾人(2) ｶｷｳﾁ ｱﾔﾄ 2127 土井　翔太(2) ﾄﾞｲ ｼｮｳﾀ

8 嬉野中－A DNS 4 嬉野中－B DNS
(三重) (三重)

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 4 陵成中 1170 宮本　一希(2) ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 48.45
(三重) 3086 青谷　拓実(1) ｱｵﾀﾆ ﾀｸﾐ

3094 和田　醒弥(1) ﾜﾀﾞ ｾｲﾔ
1166 杉本　治環(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾜ

2 7 内部中 1441 服部　哉音(2) ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ 54.14
(三重) 3427 赤倉　元心(1) ｱｶｸﾗ ﾕｷﾓﾄ

3428 井高　陽斗(1) ｲﾀｶ  ﾊﾙﾄ
1436 稲垣　敬太(2) ｲﾅｶﾞｷ ｹｲﾀ

3 5 富田中 1307 浜田　愛生(2) ﾊﾏﾀﾞ ｱｲｷ 54.20
(三重) 2807 萩野　　匠(1) ﾊｷﾞﾉ ﾀｸﾐ

2810 山口　寛喜(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
1309 森井　　耀(2) ﾓﾘｲ ﾖｳ

3 尾鷲中 DNS
(三重)

6 朝日中 DNS
(三重)

8 川越中 DNS
(三重)

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 48.43

2 48.45

3 49.89

4 51.16

5 51.23

6 51.67

7 51.81

8 51.84

千代崎中(三重) 山本　琉斗(2) / 東　蓮(1) / 山口　煌弥(1) / 梅脇旺太郎(2)

陵成中(三重) 宮本　一希(2) / 青谷　拓実(1) / 和田　醒弥(1) / 杉本　治環(2)

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)

正和中－A(三重) 藤澤　祥悟(2) / 松岡　佳和(1) / 松田　颯樹(1) / 大畑　竣也(2)

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

正和中－B(三重) 江上　貴紀(2) / 伊藤　元笑(1) / 伊藤　優佑(1) / 矢野恭太郎(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)

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)

凡例  DNS:欠場


