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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 柘植中 2403 丸本　　翔(3) ﾏﾙﾓﾄ ｼｮｳ 48.68 1 8 菰野中A 1514 久保寺祐斗(3) ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 46.95
(三重) 2399 堀井　奎理(3) ﾎﾘｲ ｹｲｽｹ (三重) 1511 打田　快生(3) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ

2402 冨田　陽誠(3) ﾄﾐﾀ ﾖｳｾｲ 1501 水谷　伊吹(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ
2401 中村　祐貴(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 1502 米村　幸大(3) ﾖﾈﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

2 5 川越中 1649 井本　涼太(3) ｲﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 48.94 2 4 名張北中 673 布村　宏季(3) ﾇﾉﾑﾗ ﾋﾛｷ 48.82
(三重) 3449 杉本　優太(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ (三重) 674 竹原　光凜(3) ﾀｹﾊﾗ ｺｳﾘﾝ

3447 安達　瑛士(2) ｱﾀﾞﾁ ｴｲﾄ 675 倉石　樹生(3) ｸﾗｲｼ ｼﾞｭｷ
1658 山下　哲誠(3) ﾔﾏｼﾀ ﾃｯｾｲ 677 田畑　白翔(3) ﾀﾊﾞﾀ ﾊｸﾄ

3 3 明和中 707 堀口　幾史(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ｲｸｼ 50.38 3 5 四日市南中 1332 田中　晴斗(3) ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 49.81
(三重) 709 丸山　宙輝(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ (三重) 1329 太田　伊織(3) ｵｵﾀ ｲｵﾘ

708 丸山　航輝(3) ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 1333 田邊　大悟(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ
706 濵口　蒼生(3) ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 2948 田中　大馳(2) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ

4 6 久保中 2560 八重口　友太郎(3) ﾔｴｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 51.75 4 7 菰野中B 2610 生川　奏斗(2) ﾅﾙｶﾜ ｶﾅﾄ 50.50
(三重) 2553 奥野　楓斗(3) ｵｸﾉ ﾌｳﾄ (三重) 2631 中田　翔己(2) ﾅｶﾀ ｼｮｳｷ

2557 林　　和磨(3) ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 2622 市川凌久也(2) ｲﾁｶﾜ ﾘｸﾔ
2554 川上　友椰(3) ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ 2623 河野　留依(2) ｶﾜﾉ ﾙｲ

5 8 三浜ＡＣ 5792 青木　春馬(J3) ｱｵｷ ﾊﾙﾏ 52.59 5 6 光風中 3653 佐藤　　秀(2) ｻﾄｳ ｼｭｳ 52.44
(三重) 5793 奥山　奏佑(J3) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ (三重) 3650 井出　晶策(2) ｲﾃﾞ ｼｮｳｻｸ

5794 城戸　晴喜(J3) ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ 3657 服部　海音(2) ﾊｯﾄﾘ ｶｲﾄ
5796 伊藤　稜空(J2) ｲﾄｳ ﾘｸ 3656 寺尾　耕己(2) ﾃﾗｵ ｺｳｷ

6 7 朝日中 3819 水谷　勇仁(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 52.64
(三重) 3814 中岡　侑大(2) ﾅｶｵｶ ﾕｳﾀﾞｲ

3811 佐々木裕斗(2) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ
3820 森本　成亮(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

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 46.95

2 48.68

3 48.82

4 48.94

5 49.81

6 50.38

7 50.50

8 51.75

菰野中B(三重) 生川　奏斗(2) / 中田　翔己(2) / 市川凌久也(2) / 河野　留依(2)

久保中(三重) 八重口　友太郎(3) / 奥野　楓斗(3) / 林　　和磨(3) / 川上　友椰(3)

川越中(三重) 井本　涼太(3) / 杉本　優太(2) / 安達　瑛士(2) / 山下　哲誠(3)

四日市南中(三重) 田中　晴斗(3) / 太田　伊織(3) / 田邊　大悟(3) / 田中　大馳(2)

明和中(三重) 堀口　幾史(3) / 丸山　宙輝(3) / 丸山　航輝(3) / 濵口　蒼生(3)

菰野中A(三重) 久保寺祐斗(3) / 打田　快生(3) / 水谷　伊吹(3) / 米村　幸大(3)

柘植中(三重) 丸本　　翔(3) / 堀井　奎理(3) / 冨田　陽誠(3) / 中村　祐貴(3)

名張北中(三重) 布村　宏季(3) / 竹原　光凜(3) / 倉石　樹生(3) / 田畑　白翔(3)


