
高校男子10km

大会記録(GR)            31:13     神森　正輝(伊賀白鳳高)                2011

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)
所属地
所　属

ｺﾞｰﾙ記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 三重 31:33
1 4011 小森　稜太(2) いなべ総合高

ｶｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ 三重 31:36
2 4107 梶野　達矢(3) 宇治山田商高

ﾆｲﾐ ｹﾝ 三重 31:38
3 4134 新美　　健(2) 伊賀白鳳高

ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 三重 31:51
4 4130 中西　涼太(3) 伊賀白鳳高

ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 三重 32:01
5 4033 上村　一真(3) 四日市工高

ｺﾀﾞﾏ ｶﾝﾀ 三重 32:06
6 4037 児玉　勘太(2) 四日市工高

ｶﾐﾑﾗ ﾅｵﾔ 三重 32:07
7 4050 上村　直也(1) 四日市工高

ｻﾄｳ ｼｭﾝ 三重 32:12
8 4034 佐藤　　駿(3) 四日市工高

ﾄｸﾋﾗ ﾕｳﾄ 三重 32:30
9 4012 徳平　悠斗(2) いなべ総合高

ｳｻﾐ ﾀｶﾗ 三重 32:34
10 4022 宇佐美岳良(2) 四日市高

ｻﾉ ｼｮｳﾀ 三重 32:35
11 4044 佐野　祥太(1) 四日市工高

ﾐﾔｹ ﾀﾞｲ 三重 32:36
12 4100 三宅　　大(2) 伊勢工高

ﾓﾘｼﾀ ｺｳﾍｲ 三重 32:39
13 4043 森下　滉平(2) 四日市工高

ﾊﾀ ｼｭﾝｽｹ 三重 32:44
14 4051 秦　　駿介(1) 四日市工高

ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ 三重 32:47
15 4087 武藤　広樹(2) 津東高

ﾔﾏﾓﾄ ｺｵ 三重 32:50
16 4131 山本　昂央(3) 伊賀白鳳高

ｼﾓｼﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 三重 32:50
17 4128 下地悠大朗(3) 伊賀白鳳高

ｳｴﾉ ﾀﾞｲｽｹ 三重 33:05
18 4053 上野　大輔(1) 四日市工高

ｵｸﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 三重 33:11
19 4090 奥山　大河(2) 宇治山田高

ﾆｼｲ ｼｮｳﾏ 三重 33:12
20 4143 西井　翔馬(1) 伊賀白鳳高

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｼ 三重 33:16
21 4146 富永　祐史(1) 伊賀白鳳高

ﾔﾉ ﾘｭｳｽｹ 三重 33:17
22 4013 矢野　竜佑(2) いなべ総合高

ﾌｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三重 33:18
23 4035 深川　和輝(3) 四日市工高

ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 三重 33:26
24 4032 和田慎太郎(1) 四日市高

ﾂｼﾞｻﾜ ﾖｼﾔ 三重 33:31
25 4133 辻澤　由也(2) 伊賀白鳳高

ﾋﾗﾀ ﾀｶﾄ 三重 33:32
26 4042 平田　崇人(2) 四日市工高

ﾓﾘ ﾕｳﾀ 三重 33:35
27 4047 森　　祐太(1) 四日市工高

ｸﾜﾔﾏ ﾌｳﾔ 三重 33:41
28 4019 桑山　楓矢(1) いなべ総合高

ﾅｶﾞﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 三重 33:50
29 4068 永戸悠太郎(1) 神戸高

ｻｶｸﾞﾁ ﾄｳｶ 三重 34:00
30 4144 坂口　登河(1) 伊賀白鳳高

ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ 三重 34:04
31 4094 石井　大智(1) 宇治山田高

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾓﾝ 三重 34:16
32 4125 杉本　多聞(3) 久居高

ｻﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ 三重 34:16
33 4017 佐脇　雄大(1) いなべ総合高

審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

12月7日 09:35 決勝
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ｱﾏﾉ ﾂﾖｼ 三重 34:21
34 4036 天野　剛志(2) 四日市工高

ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾋﾛ 三重 34:25
35 4010 南部　幸裕(3) いなべ総合高

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 三重 34:26
36 4045 中村　　優(1) 四日市工高

ｶﾈｺ ﾏｻﾔ 三重 34:27
37 4150 金子　将也(1) 伊賀白鳳高
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ﾅﾝﾌﾞ ｼﾝ 三重 34:32
38 4026 南部　　慎(2) 四日市高

ﾏｴｼﾊﾞ ﾕｳﾔ 三重 34:32
39 4112 前芝　佑哉(1) 宇治山田商高

ﾃﾞｼﾞﾏ ﾃﾝﾄ 三重 34:33
40 4003 出島　典斗(1) 桑名高

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋｻ 三重 34:36
41 4009 山本　星久(1) 桑名工高

ｲﾏｲ ﾀﾂｷ 三重 34:36
42 4078 今井　達樹(1) 津西高

ﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀ 三重 34:36
43 4129 外山　翔太(3) 伊賀白鳳高

ﾀﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 三重 34:37
44 4039 多田淳一郎(2) 四日市工高

ｲﾉｷ ｶｲﾄ 三重 34:41
45 4109 猪木　海音(2) 宇治山田商高

ﾂﾀﾞ ﾗｲ 三重 34:42
46 4048 津田　羅偉(1) 四日市工高

ﾏﾂｲｼ ﾅｵｷ 三重 34:44
47 4089 松石　直樹(1) 津東高

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 三重 34:44
48 4142 山本　悠斗(1) 伊賀白鳳高

ﾅﾜ ﾀｹｼ 三重 34:45
49 4025 名和　武志(2) 四日市高

ﾀｶﾂﾙ ﾘｸﾄ 三重 34:50
50 4132 高鶴　陸人(2) 伊賀白鳳高

ｻｲｷ ﾘｮｳ 三重 34:56
51 4086 齋木　　涼(2) 津東高

ｼﾓｶﾜ ｼﾞｭﾝｷ 三重 34:59
52 4098 下川　純輝(2) 伊勢工高

ﾅﾙｵｶ ﾀｲｷ 三重 35:13
53 4141 成岡　大輝(1) 伊賀白鳳高

ｷﾉｼﾀ ｺｳﾔ 三重 35:14
54 4095 木下　航弥(1) 宇治山田高

ﾆｼ ｼﾞｮｳ 三重 35:29
55 4054 西　　　丈(1) 四日市工高

ﾀｶﾔﾏ ﾖｼｷ 三重 35:29
56 4024 髙山　良基(2) 四日市高

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三重 35:32
57 4083 長谷川和紀(1) 津西高

ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾖｼ 三重 35:32
58 4139 山崎　剛史(1) 伊賀白鳳高

ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｷ 三重 35:33
59 4149 山本　成輝(1) 伊賀白鳳高

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾔ 三重 35:36
60 4059 小林　篤弥(2) 神戸高

ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 三重 35:38
61 4016 清水　将大(1) いなべ総合高

ｳｻﾐ ﾘｮｳﾍｲ 三重 35:39
62 4119 宇佐美涼平(2) 稲生高

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 三重 35:41
63 4147 山本　直哉(1) 伊賀白鳳高

ｽｷﾞﾉ ﾌﾐﾔ 三重 35:43
64 4038 杉野　史弥(2) 四日市工高

ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ 三重 35:45
65 4015 岡本　将司(1) いなべ総合高

ﾎﾏﾝ ﾂｶｻ 三重 36:01
66 4088 穂満　　司(1) 津東高

ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ 三重 36:10
67 4135 和田　卓也(2) 伊賀白鳳高

ﾅｶｾﾞｺ ﾕｳｷ 三重 36:18
68 4110 中世古優樹(2) 宇治山田商高

ﾆｼﾑﾗ ﾌﾞﾝﾀ 三重 36:21
69 4093 西村　文太(2) 宇治山田高

ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ 三重 36:22
70 4138 坂本　航希(1) 伊賀白鳳高
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ﾂﾂｲ ﾀｲｶﾞ 三重 36:30
71 4007 筒井　太賀(1) 桑名工高

ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 三重 36:43
72 4040 谷川原　涼(2) 四日市工高

ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 三重 36:46
73 4023 鈴木　康平(2) 四日市高

ｾﾝﾀﾞ ｺｳﾔ 三重 36:48
74 4046 千田　晃矢(1) 四日市工高
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ﾏｴﾅｶ ｼﾝｺﾞ 三重 36:49
75 4136 前中　伸悟(1) 伊賀白鳳高

ｲｹﾉﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 三重 36:54
76 4097 池之山政大(2) 伊勢工高

ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀ 三重 36:55
77 4062 藤田　翔大(2) 神戸高

ﾉﾑﾗ ｼﾝﾔ 三重 36:56
78 4099 野村　真哉(2) 伊勢工高

ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 三重 36:56
79 4091 田邉　拓海(2) 宇治山田高

ｲﾄｳ ｶﾅﾀ 三重 36:58
80 4020 伊藤可捺汰(2) 四日市高

ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ 三重 37:17
81 4001 後藤　颯太(2) 桑名高

ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ 三重 37:21
82 4111 森本　竜也(2) 宇治山田商高

ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 三重 37:24
83 4041 西田　一輝(2) 四日市工高

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 三重 37:24
84 4070 長谷川眞也(2) 津高

ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ 三重 37:36
85 4113 石橋　達也(3) 志摩高

ﾅｽ ﾕｳｷ 三重 37:37
86 4123 奈須　勇気(2) 稲生高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 三重 37:43
87 4105 小林　拓実(1) 伊勢工高

ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 三重 37:44
88 4117 山下　　凌(2) 志摩高

ｲﾅｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 三重 37:55
89 4021 稲垣　龍誠(2) 四日市高

ｻｶｻﾞｷ ｼｮｳ 三重 37:59
90 4151 坂﨑　　翔(1) 伊賀白鳳高

ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾄ 三重 38:01
91 4004 森川　友仁(2) 桑名工高

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 三重 38:07
92 4082 田中　翔也(1) 津西高

ﾏｴﾀﾞ ﾀｹﾙ 三重 38:29
93 4073 前田　健瑠(1) 津高

ｲﾁｵ ｶｲﾄ 三重 38:33
94 4057 一尾　魁人(2) 神戸高

ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 三重 38:36
95 4104 前田　智也(1) 伊勢工高

ﾋｸﾞﾁ ｴｲｽｹ 三重 38:52
96 4030 樋口　瑛介(1) 四日市高

ﾃﾗﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 三重 38:53
97 4140 寺畑　泰弘(1) 伊賀白鳳高

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾋﾞｷ 三重 38:54
98 4008 水谷　　響(1) 桑名工高

ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 三重 38:54
99 4029 菅原　巧人(1) 四日市高

ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 三重 38:56
100 4148 樋口　大介(1) 伊賀白鳳高

ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ 三重 38:58
101 4085 川崎　裕貴(2) 津東高

ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 三重 39:01
102 4027 石原　勇輝(1) 四日市高

ｵｵﾓﾘ ﾕﾒﾋﾛ 三重 39:08
103 4069 大森　夢拓(2) 津高

ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 三重 39:13
104 4102 北村　勇人(1) 伊勢工高

ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂﾔ 三重 39:32
105 4002 杉山　哲也(1) 桑名高

ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 三重 39:42
106 4072 中川　　望(1) 津高

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ 三重 39:44
107 4006 高橋　侑大(1) 桑名工高
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ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｶｽﾞ 三重 39:45
108 4096 片山　範和(1) 宇治山田高

ﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 三重 39:53
109 4074 見永　大輔(1) 津高

ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 三重 40:06
110 4101 田中　　仁(1) 伊勢工高

ｱｲﾐﾔ ﾀｹﾄ 三重 40:07
111 4056 相宮　健人(2) 神戸高
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ｼﾛﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 三重 40:07
112 4114 城山　凌也(3) 志摩高

ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 三重 40:20
113 4115 中田真呼人(3) 志摩高

ﾉﾍﾞ ﾅｵｷ 三重 40:20
114 4061 野辺　尚暉(2) 神戸高

ﾏﾄﾊﾞ ﾀｲｾｲ 三重 40:24
115 4063 的羽　泰世(2) 神戸高

ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾋﾃﾞ 三重 40:27
116 4067 森川　裕英(1) 神戸高

ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 三重 40:29
117 4116 北村　一希(2) 志摩高

ｸｽﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 三重 40:34
118 4121 楠見　哲平(2) 稲生高

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 三重 40:40
119 4060 鈴木　渉平(2) 神戸高

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳﾔ 三重 41:11
120 4076 山﨑　龍弥(1) 津高

ｵｷﾞﾀ ﾀﾂﾋｺ 三重 41:15
121 4103 荻田　達彦(1) 伊勢工高

ﾀｹｲ ﾕｳｶﾞ 三重 41:21
122 4066 武居　優冴(1) 神戸高

ﾓﾘ ｾｲﾔ 三重 41:40
123 4064 森　　聖弥(2) 神戸高

ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｷ 三重 41:45
124 4071 池田　光希(1) 津高

ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 三重 41:46
125 4031 村山　大輔(1) 四日市高

ｲｹｼﾀ ｱｷﾄ 三重 41:49
126 4124 池下　陽登(1) 稲生高

ｵｶｼﾞﾏ ｲﾁｿﾞｳ 三重 42:13
127 4127 岡嶋　一蔵(3) 伊賀白鳳高

ｲﾄｳ ｿｳ 三重 42:17
128 4065 伊藤　　蒼(1) 神戸高

ｵｵﾔﾏ ｱｷﾄ 三重 42:26
129 4028 大山　彰斗(1) 四日市高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ 三重 43:05
130 4080 小林　　響(1) 津西高

ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 三重 43:06
131 4081 田中　　芳(1) 津西高

ﾖｺﾞ ﾘｮｳｽｹ 三重 43:20
132 4018 余語　凌甫(1) いなべ総合高

ﾑｶｲ ﾕｳｷ 三重 43:21
133 4106 向井　優貴(1) 伊勢工高

ｱｻｵｶ ﾋﾛｷ 三重 51:48
134 4077 淺岡　宏紀(1) 津西高

ﾖｼｶﾜ ﾀｸﾐ 三重 51:48
135 4084 吉川　拓実(1) 津西高

ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｷ 三重 51:48
136 4079 大西　一輝(1) 津西高

ﾀｶｷﾞｼ ｶｲﾄ 三重 DNS
4005 髙岸　海翔(1) 桑名工高

ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼ 三重 DNS
4014 山崎　倖司(2) いなべ総合高

ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 三重 DNS
4049 寺田　和広(1) 四日市工高

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 三重 DNS
4052 水谷　優介(1) 四日市工高

ｸﾏﾔ ﾀｸﾐ 三重 DNS
4055 熊屋　拓海(3) 神戸高

ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 三重 DNS
4058 川口　雄大(2) 神戸高

ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾄ 三重 DNS
4075 山川　真登(1) 津高

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼ 三重 DNS
4092 中村　有志(2) 宇治山田高
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ﾀｶﾔｽ ｲｯｾｲ 三重 DNS
4108 高安　一誠(3) 宇治山田商高

ｲｿｶﾞｲ ﾄｼｷ 三重 DNS
4118 磯貝　壽希(3) 稲生高

ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞｷ 三重 DNS
4120 笠原　一樹(2) 稲生高

ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 三重 DNS
4122 杉本　一八(2) 稲生高
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ｲﾄﾐ ﾘｮｳｽｹ 三重 DNS
4126 糸見　涼介(3) 伊賀白鳳高

ﾔｷﾞｭｳ ｼｮｳ 三重 DNS
4137 柳生　渚生(1) 伊賀白鳳高

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 三重 DNS
4145 田辺　佑典(1) 伊賀白鳳高

ﾜｹ ｺｳｾｲ 三重 DNS
4152 和氣　幸城(1) 伊賀白鳳高
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