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県記録(KR)                   39.06     梨本・諏訪・九鬼・東(NTN)             2017 9月10日 15:10 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 7 いなべ総合高 631 石原　愛翔(2) ｲｼﾊﾗ ｱｲﾄ 44.99 1 7 上野高 187 乾　光汰(1) ｲﾇｲ ｺｳﾀ 43.53
623 近藤　巧望(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 189 吉福　怜央(1) ﾖｼﾌｸ ﾚｵ
633 冨谷　勇太(2) ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ 182 長谷川　俊介(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ
624 大倉　優斗(2) ｵｵｸﾗ ﾕｳﾄ 174 永安　正弥(2) ﾅｶﾞﾔｽ ﾏｻﾔ

2 8 神戸高 931 中濵　友翔(2) ﾅｶﾊﾏ ﾕｳﾄ 45.05 2 5 四中工高 1466 繁田　陸生(1) ｼｹﾞﾀ ﾘｸｵ 45.84
934 塚原　達也(2) ﾂｶﾊﾗ ﾀﾂﾔ 1459 上田　龍汰(1) ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾀ
949 渡邊　恭祐(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ 1453 河野　留依(2) ｶﾜﾉ ﾙｲ
930 山川　雄大(2) ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀ 1468 渡邉　太喜(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

3 4 四日市南高 1534 川北　嶺煌(2) ｶﾜｷﾀ ﾚｸ 45.61 3 6 四日市西高 1480 津本　寿成(2) ﾂﾓﾄ ﾄｼﾅﾘ 46.29
1530 安達　瑛士(2) ｱﾀﾞﾁ ｴｲﾄ 1481 中田　翔己(2) ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳｷ
1533 森　悠輔(2) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 1488 境　隆佑(1) ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
1531 加納　優輝(2) ｶﾉｳ ﾕｳｷ 1494 稲垣　志優(2) ｲﾅｶﾞｷ ｼﾕｳ

5 亀山高 DNS 4 8 四日市農芸高 1507 村部　文慶(1) ﾑﾗﾍﾞ ﾌﾞﾝｹｲ 48.44
1511 加藤　爽太郞(3) ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ
1506 辻　泰聖(1) ﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ
1737 熊本　優音(1) ｸﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ

6 津西高 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 上野高 187 乾　光汰(1) ｲﾇｲ ｺｳﾀ 43.53
189 吉福　怜央(1) ﾖｼﾌｸ ﾚｵ
182 長谷川　俊介(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ
174 永安　正弥(2) ﾅｶﾞﾔｽ ﾏｻﾔ

2 いなべ総合高 631 石原　愛翔(2) ｲｼﾊﾗ ｱｲﾄ 44.99
623 近藤　巧望(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ
633 冨谷　勇太(2) ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ
624 大倉　優斗(2) ｵｵｸﾗ ﾕｳﾄ

3 神戸高 931 中濵　友翔(2) ﾅｶﾊﾏ ﾕｳﾄ 45.05
934 塚原　達也(2) ﾂｶﾊﾗ ﾀﾂﾔ
949 渡邊　恭祐(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ
930 山川　雄大(2) ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀ

4 四日市南高 1534 川北　嶺煌(2) ｶﾜｷﾀ ﾚｸ 45.61
1530 安達　瑛士(2) ｱﾀﾞﾁ ｴｲﾄ
1533 森　悠輔(2) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ
1531 加納　優輝(2) ｶﾉｳ ﾕｳｷ

5 四中工高 1466 繁田　陸生(1) ｼｹﾞﾀ ﾘｸｵ 45.84
1459 上田　龍汰(1) ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾀ
1453 河野　留依(2) ｶﾜﾉ ﾙｲ
1468 渡邉　太喜(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

6 四日市西高 1480 津本　寿成(2) ﾂﾓﾄ ﾄｼﾅﾘ 46.29
1481 中田　翔己(2) ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳｷ
1488 境　隆佑(1) ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
1494 稲垣　志優(2) ｲﾅｶﾞｷ ｼﾕｳ

7 四日市農芸高 1507 村部　文慶(1) ﾑﾗﾍﾞ ﾌﾞﾝｹｲ 48.44
1511 加藤　爽太郞(3) ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ
1506 辻　泰聖(1) ﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ
1737 熊本　優音(1) ｸﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ

凡例  DNS:欠場


