
男子　４×１００ｍＲ

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上ク・伊勢市(林・笠井・熊野・森下)2004

大会記録(GR)            51.32     南勢陸上ク・伊勢市(野村・曽根・中西・大仲)2005(第10回)

予選 6組0着＋8

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 7 佐八陸上ク-A 55.19 q 1 1071 川端　利紀 (6) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼｷ 佐八陸上ク

2 1081 村林　　上 (6) ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 佐八陸上ク

3 1083 山本　　龍 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 佐八陸上ク

4 1069 明比　　瞭 (6) ｱｹﾋ ﾘｮｳ 佐八陸上ク

2 6 ASSA-TC-A 56.22 1 517 加藤　優弥 (6) ｶﾄｳ ﾕｳﾔ ASSA-TC

2 522 永洞　郁也 (5) ﾅｶﾞﾎﾗ ﾌﾐﾔ ASSA-TC

3 513 杉谷　紘基 (6) ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ ASSA-TC

4 509 愛敬虎之介 (6) ｱｲｷｮｳ ﾄﾗﾉｽｹ ASSA-TC

3 9 一ノ宮 59.57 1 2325 林　龍一郎 (5) ﾊﾔｼ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 一ノ宮

2 2332 池下　陽登 (6) ｲｹｼﾀ ｱｷﾄ 一ノ宮

3 2331 津田　羅偉 (6) ﾂﾀﾞ ﾗｲ 一ノ宮

4 2323 横山　宇宙 (5) ﾖｺﾔﾏ ｿﾗ 一ノ宮

4 3 北勢RC-B 1:02.28 1 150 山下　遼真 (6) ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾏ 北勢ＲＣ

2 148 新貝　恭平 (6) ｼﾝｶﾞｲ ｷｮｳﾍｲ 北勢ＲＣ

3 152 東田　　遊 (6) ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾕｳ 北勢ＲＣ

4 155 中村　岳史 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 北勢ＲＣ

5 8 内城田SC-B 1:03.27 1 1148 久保　幸紀 (6) ｸﾎﾞ ｺｳｷ 内城田ＳＣ

2 1151 松田　卓也 (6) ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 内城田ＳＣ

3 1146 刀根　敬介 (6) ﾄﾈ ｹｲｽｹ 内城田ＳＣ

4 1149 山口　将輝 (6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 内城田ＳＣ

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 13:00 予選

10月16日 16:10 決勝

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:オーバーゾーン １→２ R3:オーバーゾーン ３→４
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審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 13:00 予選
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2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 4 松阪Jr陸上-A 54.26 q 1 786 田中　琢馬 (6) ﾀﾅｶﾀｸﾏ 松阪Jr陸上

2 784 竹内　秀成 (6) ﾀｹｳﾁﾋﾃﾞﾅﾘ 松阪Jr陸上

3 818 泉谷　充希 (6) ｲｽﾞﾐﾔﾐﾂｷ 松阪Jr陸上

4 785 竹内　啓人 (6) ﾀｹｳﾁﾋﾛﾄ 松阪Jr陸上

2 7 内城田SC-A 55.72 q 1 1147 山川　大輝 (6) ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ 内城田ＳＣ

2 1145 大北　知哉 (6) ｵｵｷﾀ ﾄﾓﾔ 内城田ＳＣ

3 1152 山下　和希 (6) ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｷ 内城田ＳＣ

4 1150 井戸本尚也 (6) ｲﾄﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ 内城田ＳＣ

3 9 南勢陸上ク-B 56.75 1 904 伊藤　　悠 (6) ｲﾄｳ ﾕｳ 南勢陸上ク

2 911 玉木　諒秀 (6) ﾀﾏｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 南勢陸上ク

3 919 山中　　匠 (6) ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾐ 南勢陸上ク

4 905 井本　暉也 (6) ｲﾓﾄ ﾃﾙﾔ 南勢陸上ク

4 6 一志Beast 57.40 1 650 加藤　大斗 (6) ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 一志Beast

2 652 草野　澪也 (6) ｸｻﾉ ﾚｲﾔ 一志Beast

3 671 浜地飛有哉 (5) ﾊﾏﾁ ﾋｭｳﾔ 一志Beast

4 654 西川　悠真 (6) ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾏ 一志Beast

5 5 JAC亀山 1:00.07 1 582 橋本　琉冬 (5) ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾄ ＪＡＣ亀山

2 573 金子　将也 (6) ｶﾈｺ ﾏｻﾔ ＪＡＣ亀山

3 579 石井　翔也 (5) ｲｼｲ ｼｮｳﾔ ＪＡＣ亀山

4 571 内田　大賀 (6) ｳﾁﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ＪＡＣ亀山

6 3 佐八陸上ク-B 1:01.72 1 1078 中西　巧馬 (6) ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾏ 佐八陸上ク

2 1070 石井　将志 (6) ｲｼｲ ﾏｻｼ 佐八陸上ク

3 1077 中西　俊介 (6) ﾅｶﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 佐八陸上ク

4 4736 柳生　渚生 (6) ﾔｷﾞｭｳ ｼｮｳ 佐八陸上ク

7 2 ゆめが丘RC-B 1:01.74 1 3303 澤井　啓耀 (5) ｻﾜｲ ﾋﾛｱｷ ゆめが丘RC

2 3321 菊山　幸裕 (5) ｷｸﾔﾏ ｺｳｽｹ ゆめが丘RC

3 3574 糀　　元成 (5) ｺｳｼﾞ ﾓﾄﾅﾘ ゆめが丘RC

4 3307 永井　寿樹 (5) ﾅｶﾞｲ ﾄｼｷ ゆめが丘RC

8 ASSA-TC-B DSQ,R1 1 510 小浦　貴弥 (6) ｺｳﾗ ﾀｶﾔ ASSA-TC

2 516 米川　晃平 (6) ﾖﾈｶﾜ ｺｳﾍｲ ASSA-TC

3 512 佐藤　諒芽 (6) ｻﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ ASSA-TC

4 511 佐藤　俊介 (6) ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ASSA-TC

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:オーバーゾーン １→２ R3:オーバーゾーン ３→４
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審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人
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3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 南勢陸上ク-A 54.40 q 1 907 植村五輪人 (6) ｳｴﾑﾗ ｻﾜﾄ 南勢陸上ク

2 908 加藤　昂星 (6) ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 南勢陸上ク

3 916 箕成　　響 (6) ﾐﾅﾘ ﾋﾋﾞｷ 南勢陸上ク

4 914 藤村　祥太 (6) ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳﾀ 南勢陸上ク

2 7 多気RC 54.46 q 1 844 逵　　彰太 (6) ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ 多気ＲＣ

2 841 亀田　智大 (6) ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 多気ＲＣ

3 845 中村　拓真 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 多気ＲＣ

4 843 小林　俊介 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 多気ＲＣ

3 4 楠陸上Jr-A 57.06 1 289 杉本　弦太 (6) ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 楠陸上Jｒ

2 288 佐藤　壮汰 (6) ｻﾄｳ ｿｳﾀ 楠陸上Jｒ

3 280 今村　裕一 (6) ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 楠陸上Jｒ

4 292 松原　大河 (6) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲｶﾞ 楠陸上Jｒ

4 8 SMAC陸上ク 57.79 1 4346 中尾　友紀 (6) ﾅｶｵ ﾄﾓｷ SMAC陸上ク

2 4349 矢口　太一 (6) ﾔｸﾞﾁ ﾀｲﾁ SMAC陸上ク

3 4348 野口　就平 (6) ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ SMAC陸上ク

4 4347 刀根　歩夢 (6) ﾄﾈ ｱﾕﾑ SMAC陸上ク

5 3 保々RC-A 58.89 1 223 早田　圭佑 (5) ｿｳﾀﾞ ｹｲｽｹ 保々ＲＣ

2 220 飯田　幹大 (5) ｲｲﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ 保々ＲＣ

3 221 稲垣　佐京 (5) ｲﾅｶﾞｷ ｻｷｮｳ 保々ＲＣ

4 219 和氣　幸城 (6) ﾜｹ ｺｳｾｲ 保々ＲＣ

6 9 国府スポ少-B 1:02.41 1 1404 廣岡　秀将 (5) ﾋﾛｵｶ ﾋﾃﾞﾏｻ 国府スポ少

2 1396 中林　良介 (6) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 国府スポ少

3 1397 山本　裕太 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 国府スポ少

4 1403 石神　慶隆 (5) ｲｼｶﾞﾐ ﾖｼﾀｶ 国府スポ少

6 笹尾AC DSQ,R3 1 59 蓑田　拓未 (5) ﾐﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 笹尾ＡＣ

2 56 片岡　寛登 (6) ｶﾀｵｶ ﾋﾛﾄ 笹尾ＡＣ

3 53 舘　　涼介 (6) ﾀﾁ ﾘｮｳｽｹ 笹尾ＡＣ

4 1660 福田　光祐 (5) ﾌｸﾀﾞ ｺｳｽｹ 笹尾ＡＣ

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:オーバーゾーン １→２ R3:オーバーゾーン ３→４
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審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人
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4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 大山田AC 58.55 1 1941 加藤　準也 (6) ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 大山田ＡＣ

2 1936 西尾　勇佑 (6) ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ 大山田ＡＣ

3 1937 塩澤　稀夕 (6) ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ 大山田ＡＣ

4 2021 瀬戸　拓海 (6) ｾﾄ ﾀｸﾐ 大山田ＡＣ

2 9 佐八陸上ク-D 59.06 1 1092 村上　元紀 (5) ﾑﾗｶﾐ ｹﾞﾝｷ 佐八陸上ク

2 1086 久保倉佳吾 (5) ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ 佐八陸上ク

3 1090 中山　浩斗 (5) ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ 佐八陸上ク

4 1094 山本　　敬 (5) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 佐八陸上ク

3 3 国府スポ少-A 1:00.14 1 1402 小椋　公皓 (5) ｵｸﾞﾗ ｷﾐﾃﾙ 国府スポ少

2 1395 濵口　礼至 (6) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｲｼﾞ 国府スポ少

3 1405 山際　陸人 (5) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘｸﾄ 国府スポ少

4 1398 西岡　僚太 (6) ﾆｼｵｶ ﾘｮｳﾀ 国府スポ少

4 4 上野AC 1:00.89 1 1455 今岡　佑斗 (5) ｲﾏｵｶ ﾕｳﾄ 上野ＡＣ

2 1453 舩見　穂貴 (5) ﾌﾅﾐ ﾎﾀﾞｶ 上野ＡＣ

3 1452 川波晋太朗 (5) ｶﾜﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 上野ＡＣ

4 1450 樋野　晃大 (6) ﾋﾉ ｺｳﾀ 上野ＡＣ

5 2 松阪Jr陸上-C 1:02.48 1 792 西村　勇紀 (5) ﾆｼﾑﾗﾕｳｷ 松阪Jr陸上

2 819 小濱　大和 (5) ｺﾊﾏﾋﾛｶｽﾞ 松阪Jr陸上

3 822 駒田　楓太 (5) ｺﾏﾀﾞﾌｳﾀ 松阪Jr陸上

4 1907 岡田　雅史 (5) ｵｶﾀﾞﾏｻｼ 松阪Jr陸上

6 6 橋南スポク-A 1:05.02 1 760 田中　翔也 (6) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 橋南スポク

2 754 山際聡一郎 (6) ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 橋南スポク

3 753 大河内胤門 (6) ｵｵｺｳﾁ ﾂｸﾞﾓ 橋南スポク

4 761 河合　浩平 (6) ｶﾜｲ ｺｳﾍｲ 橋南スポク

8 玉城陸上ク-B DSQ,R3 1 1252 増井　　結 (6) ﾏｽｲ ﾕｳ 玉城陸上ク

2 1295 松田　竜斗 (6) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 玉城陸上ク

3 1253 向井　優貴 (6) ﾑｶｲ ﾕｳｷ 玉城陸上ク

4 1245 湊川　　匠 (6) ﾐﾅﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 玉城陸上ク
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5組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 津陸上ク 56.06 q 1 737 横井　奎哉 (6) ﾖｺｲ ｹｲﾔ 津陸上ク

2 736 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾌｪﾋﾞｱｽ 津陸上ク

3 4012 片山　雄登 (6) ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 津陸上ク

4 741 大野　純一 (6) ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 津陸上ク

2 6 朝日陸上少 56.87 1 363 南　　瑛太 (6) ﾐﾅﾐ ｴｲﾀ 朝日陸上少

2 361 山本　有人 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 朝日陸上少

3 357 俵　　知輝 (6) ﾀﾜﾗ ﾄﾓｷ 朝日陸上少

4 359 伊藤 光司 (6) ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 朝日陸上少

3 7 楠陸上Jr-B 57.46 1 285 久保田大智 (6) ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 楠陸上Jｒ

2 279 伊藤　　直 (6) ｲﾄｳ ﾅｵ 楠陸上Jｒ

3 286 小池　雄斗 (6) ｺｲｹ ﾕｳﾄ 楠陸上Jｒ

4 291 濱本　　樹 (6) ﾊﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 楠陸上Jｒ

4 3 松阪Jr陸上-B 1:00.53 1 794 山本　大地 (5) ﾔﾏﾓﾄﾀﾞｲﾁ 松阪Jr陸上

2 788 伊藤　敏康 (5) ｲﾄｳﾄｼﾔｽ 松阪Jr陸上

3 823 山口翔太郎 (5) ﾔﾏｸﾞﾁｼｮｳﾀﾛｳ 松阪Jr陸上

4 795 中西　航輝 (5) ﾅｶﾆｼｺｳｷ 松阪Jr陸上

5 2 南勢陸上ク-C 1:01.28 1 917 森田　裕介 (6) ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ 南勢陸上ク

2 906 岩佐　澪音 (6) ｲﾜｻ ﾚｲｵﾝ 南勢陸上ク

3 915 松井　栄志 (6) ﾏﾂｲ ｴｲｼ 南勢陸上ク

4 912 浜口　海征 (6) ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 南勢陸上ク

6 8 北勢RC-C 1:01.92 1 163 稲垣　和希 (5) ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞｷ 北勢ＲＣ

2 161 伊藤　大登 (5) ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 北勢ＲＣ

3 158 松葉　大治 (5) ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 北勢ＲＣ

4 162 宮田　航希 (5) ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 北勢ＲＣ

7 4 内部陸上少 1:05.57 1 216 中島　弘貴 (6) ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｷ 内部陸上少

2 212 市川　昇悟 (6) ｲﾁｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 内部陸上少

3 213 奥村達太朗 (6) ｵｸﾑﾗ ﾐﾁﾀﾛｳ 内部陸上少

4 217 平山　貴大 (6) ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｵ 内部陸上少

8 9 橋南スポク-B 1:07.36 1 765 坂本　拓海 (5) ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 橋南スポク

2 2906 浜政　　実 (5) ﾊﾏｾ ﾐﾉﾙ 橋南スポク

3 764 橋本　涼太 (5) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 橋南スポク

4 762 脇上　聖都 (5) ﾜｷｶﾞﾐ ｱｷﾄ 橋南スポク
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男子　４×１００ｍＲ

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上ク・伊勢市(林・笠井・熊野・森下)2004

大会記録(GR)            51.32     南勢陸上ク・伊勢市(野村・曽根・中西・大仲)2005(第10回)

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 13:00 予選

10月16日 16:10 決勝

6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 4 川越陸上少 52.62 q 1 433 飯田　竜平 (5) ｲｲﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 川越陸上少

2 429 秦　　駿介 (6) ﾊﾀ ｼｭﾝｽｹ 川越陸上少

3 427 寺本　拓真 (6) ﾃﾗﾓﾄ ﾀｸﾏ 川越陸上少

4 432 八代　貢輝 (6) ﾔｼﾛ ｺｳｷ 川越陸上少

2 7 北勢RC-A 53.25 q 1 147 古田　雄也 (6) ﾌﾙﾀ ﾕｳﾔ 北勢ＲＣ

2 149 坂倉　大輝 (6) ｻｶｸﾗ ﾀﾞｲｷ 北勢ＲＣ

3 151 出口　史弥 (6) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 北勢ＲＣ

4 146 近藤光一郎 (6) ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 北勢ＲＣ

3 6 玉城陸上ク-A 58.74 1 1249 中西　海斗 (6) ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 玉城陸上ク

2 1243 阿部　圭吾 (6) ｱﾍﾞ ｹｲｺﾞ 玉城陸上ク

3 1242 松田　啓佑 (6) ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 玉城陸上ク

4 1250 中村　光希 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 玉城陸上ク

4 2 北浜陸上ク 59.13 1 976 中村　浩基 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ 北浜陸上ク

2 977 丸山　怜音 (6) ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵﾝ 北浜陸上ク

3 974 井坂　琉那 (6) ｲｻｶ ﾙﾅ 北浜陸上ク

4 4523 上野　航汰 (6) ｳｴﾉ ｺｳﾀ 北浜陸上ク

5 5 三浜陸上 59.96 1 195 佐藤　　匠 (6) ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 三浜陸上

2 194 佐々木陸斗 (6) ｻｻｷ ﾘｸﾄ 三浜陸上

3 198 久保　和輝 (5) ｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 三浜陸上

4 193 伊藤　　瑠 (6) ｲﾄｳﾙｲ 三浜陸上

6 9 松阪Jr陸上-D 1:00.44 1 793 山下　航輝 (5) ﾔﾏｼﾀｺｳｷ 松阪Jr陸上

2 782 宇野　耀介 (6) ｳﾉﾖｳｽｹ 松阪Jr陸上

3 783 大西　啓太 (6) ｵｵﾆｼｹｲﾀ 松阪Jr陸上

4 787 本居　祐麻 (6) ﾓﾄｵﾘﾕｳﾏ 松阪Jr陸上

7 3 佐八陸上ク-C 1:02.76 1 1089 鈴木　　超 (5) ｽｽﾞｷ ｽｸﾞﾙ 佐八陸上ク

2 1085 岡　　祥也 (5) ｵｶ ｼｮｳﾔ 佐八陸上ク

3 1087 坂本　亮貴 (5) ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｷ 佐八陸上ク

4 1084 宇田　宙生 (5) ｳﾀﾞ ﾋﾛｷ 佐八陸上ク

8 8 保々RC-B 1:05.01 1 241 寺田真佐実 (5) ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻﾐ 保々ＲＣ

2 1711 高濱　英也 (6) ﾀｶﾊﾏ ﾋﾃﾞﾔ 保々ＲＣ

3 224 西村　啓吾 (5) ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺﾞ 保々ＲＣ

4 218 谷山浩太郎 (6) ﾀﾆﾔﾏ ｺｳﾗﾛｳ 保々ＲＣ

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:オーバーゾーン １→２ R3:オーバーゾーン ３→４



男子　４×１００ｍＲ

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上ク・伊勢市(林・笠井・熊野・森下)2004

大会記録(GR)            51.32     南勢陸上ク・伊勢市(野村・曽根・中西・大仲)2005(第10回)

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 13:00 予選

10月16日 16:10 決勝

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 6 北勢RC-A 52.91 1 147 古田　雄也 (6) ﾌﾙﾀ ﾕｳﾔ 北勢ＲＣ

2 149 坂倉　大輝 (6) ｻｶｸﾗ ﾀﾞｲｷ 北勢ＲＣ

3 151 出口　史弥 (6) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 北勢ＲＣ

4 146 近藤光一郎 (6) ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 北勢ＲＣ

2 7 川越陸上少 53.21 1 433 飯田　竜平 (5) ｲｲﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 川越陸上少

2 429 秦　　駿介 (6) ﾊﾀ ｼｭﾝｽｹ 川越陸上少

3 427 寺本　拓真 (6) ﾃﾗﾓﾄ ﾀｸﾏ 川越陸上少

4 432 八代　貢輝 (6) ﾔｼﾛ ｺｳｷ 川越陸上少

3 8 多気RC 54.30 1 844 逵　　彰太 (6) ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ 多気ＲＣ

2 841 亀田　智大 (6) ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 多気ＲＣ

3 845 中村　拓真 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 多気ＲＣ

4 843 小林　俊介 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 多気ＲＣ

4 4 松阪Jr陸上-A 54.45 1 786 田中　琢馬 (6) ﾀﾅｶﾀｸﾏ 松阪Jr陸上

2 784 竹内　秀成 (6) ﾀｹｳﾁﾋﾃﾞﾅﾘ 松阪Jr陸上

3 818 泉谷　充希 (6) ｲｽﾞﾐﾔﾐﾂｷ 松阪Jr陸上

4 785 竹内　啓人 (6) ﾀｹｳﾁﾋﾛﾄ 松阪Jr陸上

5 9 佐八陸上ク-A 54.66 1 1071 川端　利紀 (6) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼｷ 佐八陸上ク

2 1081 村林　　上 (6) ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 佐八陸上ク

3 1083 山本　　龍 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 佐八陸上ク

4 1069 明比　　瞭 (6) ｱｹﾋ ﾘｮｳ 佐八陸上ク

6 2 津陸上ク 55.15 1 737 横井　奎哉 (6) ﾖｺｲ ｹｲﾔ 津陸上ク

2 736 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾌｪﾋﾞｱｽ 津陸上ク

3 4012 片山　雄登 (6) ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 津陸上ク

4 741 大野　純一 (6) ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 津陸上ク

7 3 内城田SC-A 55.16 1 1147 山川　大輝 (6) ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ 内城田ＳＣ

2 1145 大北　知哉 (6) ｵｵｷﾀ ﾄﾓﾔ 内城田ＳＣ

3 1152 山下　和希 (6) ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｷ 内城田ＳＣ

4 1150 井戸本尚也 (6) ｲﾄﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ 内城田ＳＣ

8 5 南勢陸上ク-A 58.78 1 907 植村五輪人 (6) ｳｴﾑﾗ ｻﾜﾄ 南勢陸上ク

2 908 加藤　昂星 (6) ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 南勢陸上ク

3 916 箕成　　響 (6) ﾐﾅﾘ ﾋﾋﾞｷ 南勢陸上ク

4 914 藤村　祥太 (6) ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳﾀ 南勢陸上ク

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:オーバーゾーン １→２ R3:オーバーゾーン ３→４


