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Bピット

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾀｸﾐ × 4m71 4m66 4m71 8 4m72 4m65 4m88 4m88

1 35 222 佐藤　卓海 (6) 保々ＲＣ +1.2 +0.3 +1.2 0.0 +0.7 +1.1 +1.1

ｶｼﾀﾆ ﾋﾛｼ 4m40 4m52 4m59 4m59 7 4m59 × 4m72 4m72

2 27 683 樫谷　　大 (6) 美杉陸上ク +1.9 +0.7 +0.9 +0.9 +0.2 +0.1 +0.1

ﾎｻｶ ｼｮｳﾔ 4m01 4m23 4m09 4m23 5 4m36 4m58 4m43 4m58

3 37 3220 保坂　翔也 (6) 名張クラブ +2.2 +0.6 +0.7 +0.6 +0.3 -0.5 -1.4 -0.5

ﾑﾗｵｶﾀﾂｷ 3m83 4m16 4m18 4m18 2 4m26 4m41 4m51 4m51

4 39 1922 村岡　　樹 (6) 長岡ｸﾗﾌﾞ +2.4 +0.3 +0.7 +0.7 -0.1 +1.6 +0.6 +0.6

ｼﾛﾀ ﾕｳｽｹ 4m36 4m31 4m45 4m45 6 × 4m36 × 4m45

5 31 291 城田　悠佑 (6) 楠陸上Jｒ +1.4 +0.9 +0.7 +0.7 +0.2 +0.7

ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 4m09 4m19 4m19 4m19 3 3m80 4m07 4m33 4m33

6 2 1135 中川　航貴 (6) 玉城陸上ク +0.9 +0.9 +0.6 +0.6 -0.2 +0.5 +0.8 +0.8

ﾊﾏｸﾞﾁｽｸﾞﾙ 4m12 4m02 4m21 4m21 4 3m85 × 4m21 4m21

7 6 1867 浜口　英流 (6) 越　賀 +0.4 +0.9 +1.1 +1.1 -0.7 -2.4 -2.4

ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 4m12 3m86 4m17 4m17 1 3m92 × 4m03 4m17

8 38 292 杉村　拓哉 (6) 楠陸上Jｒ +1.6 +0.3 +0.3 +0.3 -1.7 +1.0 +0.3

ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ 3m80 3m84 4m14 4m14 4m14

9 16 1079 山下　翔汰 (6) 内城田ＳＣ +0.8 +1.4 +0.6 +0.6 +0.6

ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ × × 4m14 4m14 4m14

10 5 223 佐藤　瑞起 (6) 保々ＲＣ +1.0 +1.0 +1.0

ﾓﾘｻｷ ﾕｳﾔ 3m44 3m97 4m10 4m10 4m10

11 22 3604 森﨑　有哉 (6) 上野西 +1.6 +1.2 +1.7 +1.7 +1.7

ﾓﾘﾉ ﾕｳｷ 4m09 3m89 4m00 4m09 4m09

12 17 2360 森野　侑樹 (6) 松　尾 +1.0 +1.1 +0.2 +1.0 +1.0

ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 4m05 4m06 3m93 4m06 4m06

13 7 220 斉藤　佑樹 (6) 保々ＲＣ +0.6 +1.1 +1.5 +1.1 +1.1

ﾅｶｲ ｹﾝﾄ × 4m02 4m04 4m04 4m04

15 3 4171 中井　健登 (6) ゆめが丘RC +1.4 +1.1 +1.1 +1.1

ﾐﾔﾔﾏｹｲｽｹ × 3m91 4m03 4m03 4m03

16 8 830 宮山　恵介 (6) 南勢陸上ク +1.9 +1.2 +1.2 +1.2

ﾔｸﾞﾁ ｹﾝｾｲ × 3m99 4m02 4m02 4m02

17 1 1366 矢口　兼聖 (6) 尾鷲陸上ク +1.1 +1.5 +1.5 +1.5

ﾐﾔｹｺｳﾖｳ 3m81 × 4m00 4m00 4m00

18 24 2033 三宅　晃楊 (5) 片　田 +1.0 +1.1 +1.1 +1.1

ｶﾜｲ ﾘｮｳﾍｲ 3m95 3m98 3m98 3m98 3m98

19 33 2218 川合　凌平 (6) 徳　和 +1.2 +0.7 +0.6 +0.6 +0.6

ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 3m95 × 3m91 3m95 3m95

20 15 299 山口　恭平 (5) 楠陸上Jｒ +1.4 +0.4 +1.4 +1.4

ｱﾍﾞ ｷﾜﾑ 3m64 3m95 3m86 3m95 3m95

21 9 1915 阿部　　究 (6) 浜　島 +1.9 +1.5 +1.0 +1.5 +1.5

ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｾｲ × 3m91 × 3m91 3m91

23 23 1848 松村　光聖 (6) 菅　島 +1.8 +1.8 +1.8

ｷｼ ﾘｮｳﾄ 3m69 3m86 3m76 3m86 3m86

26 11 4175 岸　　涼斗 (6) ゆめが丘RC +1.7 +1.4 +0.7 +1.4 +1.4

ﾋﾔ ｶｽﾞｷ 3m85 3m79 3m81 3m85 3m85

27 29 2361 飛矢　和輝 (6) 松　尾 +1.3 +1.0 +1.1 +1.3 +1.3

ﾊﾏﾀﾞｼﾝｼﾞ 3m65 × 3m80 3m80 3m80

29 21 825 濱田　慎史 (6) 南勢陸上ク +1.4 +1.5 +1.5 +1.5

ｲﾄｳ ﾘｸ 3m52 × 3m80 3m80 3m80

30 26 283 伊藤　　陸 (6) 楠陸上Jｒ +0.4 +0.8 +0.8 +0.8

ｾｺｼｮｳﾀ × 3m78 × 3m78 3m78

31 36 821 世古　晶大 (6) 南勢陸上ク +0.2 +0.2 +0.2

ﾅﾙｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 3m78 × × 3m78 3m78

31 30 406 生川雄太郎 (6) 川越陸上少 +1.3 +1.3 +1.3

ｵﾘﾄ ﾘｮｳｽｹ 3m55 3m77 × 3m77 3m77

33 28 3322 折戸　涼介 (6) 南島西 +0.7 +0.8 +0.8 +0.8

ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 3m72 × 3m76 3m76 3m76

35 20 2367 松下　翔伍 (6) 松　尾 +1.9 +0.8 +0.8 +0.8

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 3m53 3m76 × 3m76 3m76

36 34 3342 山本　雄大 (6) 南島東 +2.1 +1.2 +1.2 +1.2

ﾏﾂｲｹﾝﾄｸ 3m76 × × 3m76 3m76

38 13 1869 松井　謙篤 (6) 越　賀 +1.2 +1.2 +1.2

ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾐ 3m74 × × 3m74 3m74

39 10 2371 下村　拓巳 (5) 松　尾 +1.5 +1.5 +1.5

ｳﾁﾀﾞ ﾀｲﾍｲ 3m68 × 3m73 3m73 3m73

40 18 1691 内田　大平 (6) ＪＡＣ亀山 +0.7 +0.8 +0.8 +0.8
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ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 3m65 × × 3m65 3m65

45 32 1961 中村　凌祐 (6) 答　志 +1.7 +1.7 +1.7

ﾉﾑﾗｼｭﾝｽｹ 3m62 × × 3m62 3m62

47 4 823 野村　駿介 (6) 南勢陸上ク +1.2 +1.2 +1.2

ｲｼｸﾗ ﾋｻﾉﾌﾞ 3m50 × × 3m50 3m50

50 12 1962 石倉　久伸 (6) 答　志 +1.1 +1.1 +1.1

ｸﾛﾌｫｰﾄﾞｺﾞﾄｳ ﾘｷ 3m50 × × 3m50 3m50

50 25 373 ｸﾛﾌｫｰﾄﾞ後藤 (6) 朝日陸上少 +1.2 +1.2 +1.2

ｵｸﾞﾗ ｼｮｳﾀ 3m27 × × 3m27 3m27

63 14 3417 小椋　祥太 (5) 有　緝 +1.2 +1.2 +1.2

ｲﾜｷ ﾄﾓﾉﾘ × × ×

19 4069 岩城　智識 (6) 和　具 NM

凡例    NM：記録なし
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Aピット

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾑﾗ ﾚﾝ 3m85 4m03 4m05 4m05 4m05

14 16 3300 奥村　　廉 (6) 穂　原 +1.0 +0.6 +1.3 +1.3 +1.3

ﾖｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 3m41 × 3m93 3m93 3m93

22 33 2370 吉本　隼人 (5) 松　尾 +1.3 +0.8 +0.8 +0.8

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 3m71 × 3m88 3m88 3m88

24 40 2826 小林　祐也 (6) 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ +2.8 +1.2 +1.2 +1.2

ﾀｷ ﾏｺﾄ × 3m87 3m78 3m87 3m87

25 12 3301 滝　　　誠 (6) 穂　原 +1.4 +0.6 +1.4 +1.4

ｶﾜｾ ﾕｳﾀﾞｲ × × 3m84 3m84 3m84

28 36 130 川瀬　雄大 (6) 藤原陸上ク +0.4 +0.4 +0.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ × × 3m77 3m77 3m77

34 38 132 渡邊　智史 (6) 藤原陸上ク +1.9 +1.9 +1.9

ﾐﾄﾞｳﾋﾛｻﾄ 3m45 × 3m76 3m76 3m76

37 21 875 御堂　天慧 (5) 南勢陸上ク +2.2 +1.4 +1.4 +1.4

ｺﾃﾞﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 3m71 × × 3m71 3m71

41 30 133 小寺健太郎 (6) 藤原陸上ク +1.8 +1.8 +1.8

ｻﾝｼﾞｷ ﾕｳｻｸ 3m71 × × 3m71 3m71

41 7 134 桟敷　宥作 (5) 藤原陸上ク +1.1 +1.1 +1.1

ﾅｶｷﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 3m71 × × 3m71 3m71

41 11 3649 中北　順也 (5) 神　戸 +1.4 +1.4 +1.4

ﾊﾗﾀﾞｻﾄｼ 3m36 3m70 × 3m70 3m70

44 37 1582 原田　　怜 (6) 三浜複合 +1.6 +0.4 +0.4 +0.4

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｷ 3m65 × × 3m65 3m65

45 5 1214 山本　竜輝 (6) 志摩陸上ク +0.5 +0.5 +0.5

ｳｼﾏﾙ ﾕｳﾀ 3m52 × × 3m52 3m52

48 32 1502 牛丸　雄太 (6) 一志Beast +1.2 +1.2 +1.2

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾔ 3m51 × × 3m51 3m51

49 3 1685 村田　智哉 (6) ＪＡＣ亀山 +1.0 +1.0 +1.0

ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾏ 3m47 × × 3m47 3m47

52 9 1846 木下　拓真 (6) 菅　島 +2.4 +2.4 +2.4

ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔﾄ 3m46 × × 3m46 3m46

53 4 1829 藤原　颯人 (6) 神　島 +0.9 +0.9 +0.9

ｽｽﾞｷ ﾌｳﾀ 3m46 × × 3m46 3m46

53 39 2363 鈴木　楓大 (6) 松　尾 +1.1 +1.1 +1.1

ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ × 3m44 × 3m44 3m44

55 18 1076 中村　　蓮 (6) 内城田ＳＣ +0.5 +0.5 +0.5

ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 3m42 × × 3m42 3m42

56 19 652 北川　将伍 (6) 津陸上ク +1.6 +1.6 +1.6

ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ 3m40 × × 3m40 3m40

57 20 3400 田邉　龍司 (6) 進　修 +2.1 +2.1 +2.1

ﾂｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ 3m39 × × 3m39 3m39

58 27 1413 逵井　辰伍 (5) ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ +0.5 +0.5 +0.5

ｺﾆｼ ﾕﾋﾛ 3m32 × × 3m32 3m32

59 24 4073 小西　優洋 (6) 和　具 +0.9 +0.9 +0.9

ｶﾄｳ ﾚｵ 3m32 × × 3m32 3m32

59 28 38 加藤　礼大 (5) いなべTFC +0.7 +0.7 +0.7

ﾀｶｸﾗ ｹｲﾄ × 3m31 × 3m31 3m31

61 22 1748 高倉　慧人 (6) 橋南スポク +1.2 +1.2 +1.2

ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 3m30 × × 3m30 3m30

62 31 556 加藤健太郎 (6) ASSA-TC +1.9 +1.9 +1.9

ﾉﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 3m26 × × 3m26 3m26

64 26 1083 野村　太雅 (5) 内城田ＳＣ +1.0 +1.0 +1.0

ﾀｺﾞ　ﾊﾔﾄ × × 3m25 3m25 3m25

65 17 866 多郷　隼人 (5) 南勢陸上ク +1.3 +1.3 +1.3

ｱｷﾊﾞ ﾀﾛｳ 3m19 × × 3m19 3m19

66 8 3676 秋馬　太郎 (5) 新　居 +1.9 +1.9 +1.9

ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｷ 3m17 × × 3m17 3m17

67 10 529 樋口　正樹 (5) 鈴鹿ＡＣ +1.5 +1.5 +1.5

ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳ 3m12 × × 3m12 3m12

68 15 43 冨永　　昻 (5) いなべTFC +1.4 +1.4 +1.4

ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 3m08 × × 3m08 3m08

69 13 74 池田　佑太 (5) 笹尾ＡＣ +1.2 +1.2 +1.2

凡例    NM：記録なし
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ｶｷﾓﾄ ﾕｳｷ 3m05 × × 3m05 3m05

70 2 3677 垣本　祐葵 (5) 新　居 +0.2 +0.2 +0.2

ｷﾝｼﾞｮｳ ｿｳｷ × 3m02 × 3m02 3m02

71 25 664 金城　壮輝 (5) 橋南スポク +0.7 +0.7 +0.7

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ × 3m02 × 3m02 3m02

71 1 1511 谷口　史弥 (5) 一志Beast +1.5 +1.5 +1.5

ｶﾈｳﾗ ｼｭｳﾔ 2m99 × × 2m99 2m99

73 14 540 兼浦　柊哉 (5) 鈴鹿ＡＣ +1.2 +1.2 +1.2

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ × 2m95 × 2m95 2m95

74 29 3650 森田　　遼 (5) 神　戸 +1.2 +1.2 +1.2

ﾆｲ ﾄｵﾙ 2m85 × × 2m85 2m85

75 6 32 二井　　徹 (6) いなべTFC +0.5 +0.5 +0.5

ｳﾀﾞ ﾕｳｲﾁ × 2m85 × 2m85 2m85

75 35 4003 宇田　雄一 (5) 花之木 +0.8 +0.8 +0.8

ｻﾄﾅｶｺｳｽｹ 2m77 × × 2m77 2m77

77 34 2069 里中　公裕 (5) 鏡　浦 +0.6 +0.6 +0.6

ﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 2m49 × × 2m49 2m49

78 23 561 野田　拓臣 (6) ASSA-TC +1.6 +1.6 +1.6

凡例    NM：記録なし


