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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 通過ﾀｲﾑ ｺﾒﾝﾄ
1 4087 中西　航軌(2) ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ 三重 伊賀白鳳高 31:59
2 4020 栗本　寛士(2) ｸﾘﾓﾄ ｶﾝｼ 三重 四日市工高 32:01
3 4091 外岡　拓磨(1) ﾄﾉｵｶ ﾀｸﾏ 三重 伊賀白鳳高 32:17
4 4027 中井　大貴(1) ﾅｶｲ ﾋﾛｷ 三重 四日市工高 32:18
5 4068 梶野　達矢(1) ｶｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ 三重 宇治山田商高 32:19
6 4065 北川　雄亮(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 三重 宇治山田商高 32:31
7 4081 平野　芙馬(3) ﾋﾗﾉ ﾌｳﾏ 三重 伊賀白鳳高 32:47
8 4095 山本　昂央(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｵ 三重 伊賀白鳳高 32:50
9 4093 外山　翔太(1) ﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀ 三重 伊賀白鳳高 32:57
10 4088 糸見　涼介(1) ｲﾄﾐ ﾘｮｳｽｹ 三重 伊賀白鳳高 33:06
11 4090 北村　　祥(1) ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ 三重 伊賀白鳳高 33:10
12 4038 宇治　拓海(1) ｳｼﾞ ﾀｸﾐ 三重 四日市工高 33:17
13 4017 杉山　陽太(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳﾀ 三重 いなべ総合高 33:19
14 4012 岡田　健太(3) ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 三重 桑名工高 33:21
15 4025 上村　一真(1) ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 三重 四日市工高 33:21
16 4077 中村　　翔(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 三重 稲生高 33:25
17 4089 中西　涼汰(1) ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 三重 伊賀白鳳高 33:27
18 4075 白濵　克弥(3) ｼﾗﾊﾏ ｶﾂﾔ 三重 稲生高 33:58
19 4003 柏井真太郎(2) ｶｼｲ ｼﾝﾀﾛｳ 三重 桑名高 33:58
20 4082 石野　翔大(2) ｲｼﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 三重 伊賀白鳳高 34:04
21 4021 竹ノ上　賢(2) ﾀｹﾉｳｴ ｻﾄｼ 三重 四日市工高 34:06
22 4024 杉田　　衛(1) ｽｷﾞﾀ ﾏﾓﾙ 三重 四日市工高 34:06
23 4047 新堂航太郎(2) ｼﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 三重 津東高 34:08
24 4086 尾潟　久志(2) ｵｶﾞﾀ ﾋｻｼ 三重 伊賀白鳳高 34:13
25 4057 中西　　陸(3) ﾅｶﾆｼ ﾘｸ 三重 伊勢工高 34:15
26 4035 深川　和輝(1) ﾌｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三重 四日市工高 34:17
27 4028 佐藤　　駿(1) ｻﾄｳ ｼｭﾝ 三重 四日市工高 34:21
28 4094 下地悠大朗(1) ｼﾓｼﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 三重 伊賀白鳳高 34:36
29 4076 松永　　徹(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂ 三重 稲生高 34:38
30 4049 太市　裕也(1) ｵｵｲﾁ ﾕｳﾔ 三重 津東高 34:39
31 4010 松島　和志(1) ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞｼ 三重 桑名高 34:40
32 4078 磯貝　壽希(1) ｲｿｶﾞｲ ﾄｼｷ 三重 稲生高 34:43
33 4043 杉浦　宏紀(2) ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｷ 三重 神戸高 34:49
34 4069 坪井　諒友(1) ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 三重 宇治山田商高 34:50
35 4002 志摩　亮彦(2) ｼﾏ ｱｷﾋｺ 三重 桑名高 34:53
36 4016 髙木　寛斗(1) ﾀｶｷ ﾋﾛﾄ 三重 桑名工高 34:54
37 4034 伊藤　大佳(1) ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 三重 四日市工高 35:01
38 4062 山本　魁音(1) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 三重 伊勢工高 35:14
39 4036 阪田　昌樹(1) ｻｶﾀ ﾏｻｷ 三重 四日市工高 35:17
40 4029 北川　　佑(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｽｸ 三重 四日市工高 35:20
41 4070 古尾　勇太(1) ﾌﾙｵ ﾕｳﾀ 三重 宇治山田商高 35:27
42 4061 加田平巧夢(1) ｶﾀﾋﾗ ﾀｸﾑ 三重 伊勢工高 35:29
43 4022 田中　瑛太(2) ﾀﾅｶ ｴｲﾀ 三重 四日市工高 35:34
44 4073 岩田　　淳(3) ｲﾜﾀ ｼﾞｭﾝ 三重 稲生高 35:37
45 4019 北川晋太郎(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 三重 四日市工高 35:41
46 4007 隅田　竜徳(1) ｽﾐﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 三重 桑名高 35:46
47 4026 山田　侑生(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 三重 四日市工高 35:48
48 4030 後藤樹一郎(1) ｺﾞﾄｳ ｷｲﾁﾛｳ 三重 四日市工高 35:48

審 判 長：和田　靖

記録主任：山本　勇人
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49 4079 青木　　翼(2) ｱｵｷ ﾂﾊﾞｻ 三重 大橋学園高 35:48
50 4074 岡田　裕貴(3) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 三重 稲生高 35:48
51 4085 山邊　頼秀(2) ﾔﾏﾍﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 三重 伊賀白鳳高 35:51
52 4009 佐藤　優輝(1) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 三重 桑名高 35:55
53 4042 岡本　浩平(1) ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 三重 四中工高 35:56
54 4013 加藤徹三郎(3) ｶﾄｳ ﾃﾂｻﾌﾞﾛｳ 三重 桑名工高 35:56
55 4045 鷲田　雄平(2) ﾜｼﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 三重 神戸高 36:01
56 4058 山村　雄輝(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 三重 伊勢工高 36:11
57 4001 野中　崇仁(2) ﾉﾅｶ ﾀｶﾋﾄ 三重 桑名高 36:15
58 4037 伊藤　健人(1) ｲﾄｳ ｹﾝﾄ 三重 四日市工高 36:21
59 4023 中西　雄飛(2) ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾋ 三重 四日市工高 36:28
60 4004 樋渡　雄登(2) ﾋﾜﾀﾘ ﾕｳﾄ 三重 桑名高 36:35
61 4033 山下　幹矢(1) ﾔﾏｼﾀ ﾐｷﾔ 三重 四日市工高 36:38
62 4080 北川　誠士(3) ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｼ 三重 伊賀白鳳高 36:49
63 4041 瀬戸　正幸(1) ｾﾄ ﾏｻﾕｷ 三重 四中工高 36:53
64 4048 三上　貴也(2) ﾐｶﾐ ﾀｶﾔ 三重 津東高 36:58
65 4052 土井　勇人(1) ﾄﾞｲ ﾊﾔﾄ 三重 津東高 36:58
66 4063 中西　勇樹(1) ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ 三重 伊勢工高 37:00
67 4014 森本　雄磨(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾏ 三重 桑名工高 37:02
68 4044 髙崎　康陽(2) ﾀｶｻｷ ｺｳﾖｳ 三重 神戸高 37:08
69 4067 井之坂光輝(1) ｲﾉｻｶ ｺｳｷ 三重 宇治山田商高 37:09
70 4066 辻　　雄汰(2) ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ 三重 宇治山田商高 37:12
71 4060 佐々木友哉(1) ｻｻｷ ﾄﾓﾔ 三重 伊勢工高 37:15
72 4032 安田　雄真(1) ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾏ 三重 四日市工高 37:42
73 4039 板倉　史弥(2) ｲﾀｸﾗ ﾌﾐﾔ 三重 四中工高 37:58
74 4054 中村　　誉(2) ﾅｶﾑﾗ ﾎﾏﾚ 三重 宇治山田高 37:58
75 4064 小林　春紀(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 三重 伊勢工高 38:00
76 4018 川瀬　　樹(2) ｶﾜｾ ﾀﾂｷ 三重 いなべ総合高 38:09
77 4071 城山　凌也(1) ｼﾛﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 三重 志摩高 38:41
78 4072 石橋　達也(1) ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ 三重 志摩高 38:46
79 4008 平塚　悠斗(1) ﾋﾗﾂｶ ﾕｳﾄ 三重 桑名高 38:48
80 4055 中村　拓海(1) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 三重 宇治山田高 38:53
81 4046 今井　裕二(2) ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 三重 津東高 38:56
82 4092 岡嶋　一蔵(1) ｵｶｼﾞﾏ ｲﾁｿﾞｳ 三重 伊賀白鳳高 39:19
83 4011 光谷　和剛(1) ﾐﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾀｶ 三重 桑名高 39:27
84 4059 折戸　涼介(1) ｵﾘﾄ ﾘｮｳｽｹ 三重 伊勢工高 39:41
85 4006 瀬木　健太(1) ｾｷﾞ ｹﾝﾀ 三重 桑名高 40:13
86 4050 酒井　　駿(1) ｻｶｲ ｼｭﾝ 三重 津東高 40:34
87 4051 下井　皓介(1) ｼﾓｲ ｺｳｽｹ 三重 津東高 42:32
88 4084 堀田　翔平(2) ﾎｯﾀ ｼｮｳﾍｲ 三重 伊賀白鳳高 46:13
89 4083 伊藤　　心(2) ｲﾄｳ ｼﾝ 三重 伊賀白鳳高 56:05

4005 飯田　康平(1) ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ 三重 桑名高 DNS
4015 村上　智哉(1) ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 三重 桑名工高 DNS
4031 合田　和生(1) ｱｲﾀﾞ ｶﾂｷ 三重 四日市工高 DNS
4040 相馬　秀揮(1) ｿｳﾏ ﾋﾃﾞｷ 三重 四中工高 DNS
4053 西井　將人(3) ﾆｼｲ ﾏｻﾄ 三重 宇治山田高 DNS
4056 三浦　悠生(1) ﾐｳﾗ ﾕｳｾｲ 三重 宇治山田高 DNS
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