
中学男子5km

大会記録(GR)            16:07     茂山　蓮太(美杉中)                    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

ｻﾊﾞﾄ ｺｳﾀ 三重 16:27
1 6046 鯖戸　康太(3) 鼓ヶ浦中

ｻﾙﾜﾀﾘ ｼｮｳ 三重 16:29
2 6042 猿渡　　翔(3) 白子中

ｸｼﾏ ﾀｲｶﾞ 三重 16:46
3 6139 九嶋　大雅(2) 紀北中

ｼﾓﾂﾞ ﾘｮｳｱﾝ 三重 16:49
4 6058 下津　諒晏(3) 一身田中

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 三重 16:51
5 6043 鈴木　慎也(2) 白子中

ﾋｶﾞｼ ｶｲﾄ 三重 16:51
6 6141 東　　海斗(2) 紀北中

ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳﾔ 三重 17:02
7 6077 橋本　修弥(1) 三雲中

ﾀｵｶ ｷｮｳﾏ 三重 17:12
8 6089 田岡　享真(2) 厚生中

ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾏ 三重 17:24
9 6128 松本　宗真(3) 玉城中

ｵｵｸﾎﾞ ｼｭﾝｽｹ 三重 17:24
10 6022 大久保俊亮(2) 菰野中

ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ 三重 17:27
11 6059 武藤　和樹(1) 一身田中

ﾔﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 三重 17:38
12 6045 矢野　和宜(2) 白子中

ｶﾄｳ ｼｭﾝ 三重 17:38
13 6083 加藤　　舜(2) 倉田山中

ｻｴｷ ｹﾝﾀ 三重 17:42
14 6019 佐伯　健太(3) 内部中

ｶｷﾉ ｼﾞﾝ 三重 17:43
15 6069 垣野　　仁(2) 久居中

ﾊﾞﾝ ﾕｳﾄ 三重 17:44
16 6044 伴　　祐人(2) 白子中

ﾉﾀﾞ ﾘｵﾝ 三重 17:53
17 6075 野田　理温(2) 三雲中

ｺﾏﾀﾞ ﾌｳﾀ 三重 17:54
18 6073 駒田　楓太(3) 三雲中

ｷﾉｼﾀ ﾙｶ 三重 17:59
19 6021 木下　琉嘉(1) 内部中

ﾌｼﾞﾅﾐ ｹﾞﾝｺﾞ 三重 18:03
20 6091 藤浪　玄伍(2) 厚生中

ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 三重 18:04
21 6061 伊藤　　潤(2) 南が丘中

ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾏ 三重 18:10
22 6047 山中　秀真(1) 鼓ヶ浦中

ｲﾀﾞ ｱｷｵ 三重 18:12
23 6088 井田亜希央(3) 厚生中

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 三重 18:20
24 6012 坂東　駿哉(3) 内部中

ﾊﾞﾊﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀ 三重 18:23
25 6026 馬場本祥太(1) 菰野中

ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 三重 18:28
26 6131 中村　伊吹(2) 玉城中

ﾋﾒｺﾏﾂ ﾕｳﾄ 三重 18:31
27 6013 姫子松佑斗(3) 内部中

ﾊﾏｸﾞﾁ ｴｲﾀ 三重 18:34
28 6001 濱口　英太(2) ASSA-TC

ｶﾜｷﾀ ｹﾝﾄ 三重 18:36
29 6029 川北　健斗(1) 白鳥中

ﾜｷ ﾀﾂﾔ 三重 18:37
30 6136 脇　　龍也(2) 南勢中

ﾅﾑﾗ ﾊﾔﾄ 三重 18:40
31 6006 名村　迅人(2) 四日市南中

ﾓｳﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 三重 18:40
32 6024 毛利健太郎(2) 菰野中

ｸﾗｲ ﾕｳﾋ 三重 18:41
33 6097 倉井　勇飛(3) 城田中

審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

12月7日 10:40 決勝
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ﾌﾙｲﾁ ﾅｵ 三重 18:41
34 6032 古市　　尚(2) 千代崎中

ﾕｱｻ ﾐｷﾔ 三重 18:45
35 6008 湯淺　幹也(2) 四日市南中

ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 三重 18:46
36 6110 阪口　大河(3) 城田中

ｶﾜｼﾏ ｹﾝｲﾁ 三重 18:48
37 6068 川島　鎌一(2) 芸濃中
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ｲﾄｳ ｿｳﾀ 三重 18:49
38 6003 伊藤　壮太(2) 正和中

ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 三重 18:50
39 6071 斎藤　魁人(1) 久居中

ﾔｶﾞﾀ ﾊﾔﾄ 三重 18:50
40 6092 矢形　隼人(2) 厚生中

ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 三重 18:51
41 6090 林　　純平(2) 厚生中

ﾅﾑﾗ ﾀﾂﾔ 三重 18:51
42 6005 名村　樹哉(2) 四日市南中

ﾉﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 三重 18:52
43 6076 野畑　勇次(1) 三雲中

ｻﾊﾞ ｺｳｼﾝ 三重 18:52
44 6130 佐波　航真(2) 玉城中

ｷﾋﾗ ｱｷﾄ 三重 19:02
45 6054 紀平　陽登(1) 亀山中部中

ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 三重 19:04
46 6072 田口　晴澄(1) 久居中

ｶｲﾐ ｶｽﾞｷ 三重 19:04
47 6134 海見　一輝(2) 南勢中

ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾄ 三重 19:05
48 6057 髙松　海斗(1) 亀山中部中

ﾍﾞｯﾌﾟ ｿﾗ 三重 19:07
49 6050 別府　颯来(2) 亀山中部中

ﾐﾀﾏ ｼﾝ 三重 19:14
50 6135 三玉　　真(2) 南勢中

ｲｽﾞ ｷｮｳﾔ 三重 19:16
51 6117 伊豆　恭弥(1) 五十鈴中

ｲﾏﾑﾗ ｼﾞｭｷﾔ 三重 19:17
52 6025 今村寿輝也(1) 菰野中

ｵﾘ ｶｲﾄ 三重 19:18
53 6016 織　　海斗(2) 内部中

ﾅｶｾｺ ﾕｳｼﾞ 三重 19:19
54 6133 中世古雄次(1) 玉城中

ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾀ 三重 19:21
55 6070 村木　涼太(2) 久居中

ﾌｼﾞﾀ ﾅﾙ 三重 19:25
56 6018 藤田　　成(2) 内部中

ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞｷ 三重 19:25
57 6105 片岡　秀記(1) 城田中

ｻｶｸﾞﾁ ﾖｳ 三重 19:25
58 6098 坂口　　瑶(2) 城田中

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 三重 19:25
59 6010 伊藤亮太朗(3) 内部中

ｺﾝﾉ ｶﾅﾄ 三重 19:26
60 6030 紺野　叶登(2) 千代崎中

ﾐﾔﾜｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 三重 19:29
61 6095 宮脇　伸宙(1) 厚生中

ﾓﾘ ﾄｷﾔ 三重 19:32
62 6118 森　　瞬也(1) 五十鈴中

ﾓﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 三重 19:34
63 6040 森　麟太郎(1) 千代崎中

ﾅﾝﾌﾞ ｼｵﾝ 三重 19:37
64 6140 南部　紫苑(2) 紀北中

ｲﾀﾔ ｼﾝﾀﾛｳ 三重 19:40
65 6052 板谷真太郎(1) 亀山中部中

ﾀﾅｶ ｶｲｼｭｳ 三重 19:41
66 6138 田中　快周(1) 南勢中

ｸﾘﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 三重 19:42
67 6049 栗本　涼司(2) 亀山中部中

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 三重 19:44
68 6126 橋本　皓斗(2) 二見中

ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 三重 19:50
69 6055 中島　俊介(1) 亀山中部中

ｲﾄｳ ﾁｶﾗ 三重 19:58
70 6129 伊藤　和良(2) 玉城中
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ﾊｸﾏｲ ﾐﾂﾀ 三重 19:58
71 6086 白米　満太(1) 倉田山中

ﾊｷﾞ ﾓﾄｷ 三重 19:58
72 6023 萩　　元希(2) 菰野中

ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾀ 三重 19:59
73 6079 三宅　涼太(1) 三雲中

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 三重 20:01
74 6074 中村　健太(2) 三雲中
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ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 三重 20:02
75 6011 中村　優太(3) 内部中

ﾆｼｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 三重 20:08
76 6007 西川　暢亮(2) 四日市南中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 三重 20:10
77 6051 渡邉　竜馬(1) 亀山中部中

ｵｸﾀﾞ ｿﾗ 三重 20:11
78 6087 奥田　青空(1) 倉田山中

ﾄｸﾘｷ ｿｳｼﾞﾛｳ 三重 20:17
79 6104 徳力宗次郎(2) 城田中

ﾂｼﾞｲ ﾊﾙｷ 三重 20:18
80 6031 辻井　榛木(2) 千代崎中

ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳｷ 三重 20:22
81 6124 角田　宥輝(2) 二見中

ﾅﾂﾒ ｼﾓﾝ 三重 20:34
82 6017 夏目　師門(2) 内部中

ｵｵﾆｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ 三重 20:38
83 6082 大西健一朗(3) 倉田山中

ﾐﾔﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 三重 20:39
84 6080 宮本虎太郎(1) 三雲中

ﾀﾂﾉ ﾅｵﾂｸﾞ 三重 20:43
85 6112 立野　直嗣(2) 五十鈴中

ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾏ 三重 20:44
86 6109 山中　一馬(1) 城田中

ｷﾀｵｶ ﾀｲｶﾞ 三重 20:46
87 6108 北岡　大河(1) 城田中

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 三重 20:48
88 6056 松本　康佑(1) 亀山中部中

ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 三重 20:48
89 6106 德永光一郎(1) 城田中

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 三重 20:57
90 6116 山本　隆将(1) 五十鈴中

ﾌｸｲ ｶｽﾞﾏ 三重 20:59
91 6094 福井　一真(1) 厚生中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 三重 21:00
92 6093 渡辺　聖也(2) 厚生中

ｷｼ ﾕｳｷ 三重 21:03
93 6053 岸　　佑樹(1) 亀山中部中

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 三重 21:05
94 6137 山本　佑樹(1) 南勢中

ｳｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 三重 21:13
95 6122 請田　虹平(1) 五十鈴中

ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸｷ 三重 21:15
96 6101 長澤　拓輝(2) 城田中

ﾅｶｸﾗ ﾕｳﾏ 三重 21:22
97 6125 中倉　悠真(2) 二見中

ﾏﾂﾉ ﾊﾙﾔ 三重 21:26
98 6004 松野　美陽(1) 正和中

ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 三重 21:30
99 6127 東谷　和馬(2) 二見中

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ 三重 21:36
100 6063 杉本　健浩(2) 南が丘中

ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ 三重 21:39
101 6064 中野　智貴(2) 南が丘中

ﾎﾘ ﾄｳﾏ 三重 21:41
102 6066 堀　　冬馬(1) 南が丘中

ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾏ 三重 21:42
103 6084 西川　優真(2) 倉田山中

ﾉﾉｳｴ ｿｳﾏ 三重 21:53
104 6119 野々上颯馬(1) 五十鈴中

ｱｻﾐ ｼｮｳﾀ 三重 21:53
105 6113 浅見　昇汰(1) 五十鈴中

ｱﾐﾉ ﾀｶﾉﾘ 三重 21:56
106 6103 網野　天祝(2) 城田中

ﾂﾂﾐ ﾘｭｳｾｲ 三重 21:58
107 6028 堤　　龍聖(2) 白鳥中
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ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗﾁ 三重 22:01
108 6100 中川　空知(2) 城田中

ｼﾝﾊﾞﾗ ﾖｼｷ 三重 22:07
109 6027 新原　良基(2) 白鳥中

ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀﾞｲ 三重 22:10
110 6014 藤井　想大(3) 内部中

ｱｻﾋﾀﾞ ﾅｵｷ 三重 22:21
111 6060 旭田　直輝(2) 南が丘中
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ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 三重 22:23
112 6102 中西　海都(2) 城田中

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 三重 22:24
113 6062 小林　颯太(2) 南が丘中

ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 三重 22:29
114 6065 野澤　悠真(2) 南が丘中

ｶﾒｲ ｼｭﾝｽｹ 三重 22:34
115 6036 亀井　駿佑(1) 千代崎中

ｸﾗﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 三重 22:35
116 6067 倉田　慎平(1) 南が丘中

ﾀｹﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 三重 23:02
117 6123 竹中真一郎(1) 五十鈴中

ｲﾇｲ ﾀｲﾖｳ 三重 23:12
118 6107 乾　　太陽(1) 城田中

ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀﾞｲ 三重 23:25
119 6114 上田　寛大(1) 五十鈴中

ﾑｶｲﾃﾞ ｱｵｼ 三重 23:39
120 6037 向出　蒼士(1) 千代崎中

ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ 三重 23:39
121 6033 増田　陸人(2) 千代崎中

ﾑﾗｲ ｹｲﾄ 三重 23:48
122 6121 村井　奎斗(1) 五十鈴中

ｵｵﾉ ﾕｳｷ 三重 23:48
123 6115 大野　悠希(1) 五十鈴中

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 三重 24:26
124 6120 松本　　拓(1) 五十鈴中

ﾀﾏｷ ﾏｺﾄ 三重 24:41
125 6099 玉木　慎人(2) 城田中

ﾔﾏｼﾀ ｷﾖﾄ 三重 24:50
126 6034 山下　洋仁(2) 千代崎中

ｶﾅｲ ｱﾔﾄ 三重 24:50
127 6038 金井　綾斗(1) 千代崎中

ﾊｯﾀ ﾋﾛﾄ 三重 26:20
128 6035 八田　弘人(1) 千代崎中

ﾀｶﾔﾏ ｶｲ 三重 26:21
129 6039 高山　華伊(1) 千代崎中

ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｹｲ 三重 26:27
130 6041 石田　稜敬(1) 千代崎中

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻﾄｼ 三重 26:42
131 6015 水谷　匡寿(3) 内部中

ｲｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 三重 27:45
132 6009 井口　翔愛(3) 内部中

ｲﾄｳ ｼｭﾝ 三重 DNS
6002 伊藤　　駿(2) 正和中

ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ 三重 DNS
6020 河村　一輝(1) 内部中

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ 三重 DNS
6048 後藤　優也(3) 亀山中部中

ﾏｼﾞﾏ ﾀｲﾑ 三重 DNS
6078 眞嶋　大夢(1) 三雲中

ﾀｶｵ ﾕｳﾀ 三重 DNS
6081 髙尾　雄汰(3) 倉田山中

ﾌﾙｵ ｺｳｽｹ 三重 DNS
6085 古尾　洸介(1) 倉田山中

ｶﾄｳ ﾀｶｼ 三重 DNS
6096 加藤　貴史(3) 城田中

ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ 三重 DNS
6111 杉本　恵吾(3) 城田中

ﾂｼﾞｲ ﾋﾛｷ 三重 DNS
6132 辻井　宏樹(1) 玉城中

ﾀｹﾅｶ ﾀｲﾁ 三重 DNS
6142 竹中　太一(2) 上野ＡＣ

ｲﾏｵｶ ﾕｳﾄ 三重 DNS
6143 今岡　佑斗(3) 上野ＡＣ
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