
高校男子10km

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

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

ｶﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ 三重 32:40
1 9217 加藤　元紀(3) 宇治山田商高

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 三重 33:02
2 9220 橋本　真宙(2) 宇治山田商高

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 三重 33:33
3 9201 松永　拓真(3) いなべ総合学園高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 三重 33:36
4 9205 渡辺　悠太(2) いなべ総合学園高

ｸﾜﾅ ｼｮｳﾔ 三重 33:46
5 9218 桑名　祥也(3) 宇治山田商高

ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 三重 33:59
6 9221 宮本　康希(2) 宇治山田商高

ｺﾌﾞﾁ ﾘｮｳ 三重 34:16
7 9237 小渕　稜央(1) 津高

ﾒﾃﾞｨﾅ ｻﾐﾙ 三重 34:33
8 9208 メディナ　サミルいなべ総合学園高

ﾅｶﾞﾐﾈ ｼﾝﾀ 三重 34:54
9 9207 長嶺　信太(1) いなべ総合学園高

ｺｸﾎﾞ ｹｲｺﾞ 三重 34:54
10 9213 小久保圭悟(1) 宇治山田高

ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 三重 35:03
11 9206 近藤　康介(1) いなべ総合学園高

ｳﾒﾑﾗ ﾘｭｳﾔ 三重 35:08
12 9203 梅村　龍哉(2) いなべ総合学園高

ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 三重 35:16
13 9228 後藤　大輝(2) 四中工高

ｶｷﾉ ｼﾞﾝ 三重 35:24
14 9225 垣野　　仁(2) 久居高

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ 三重 35:42
15 9214 小林真太朗(1) 宇治山田高

ﾔﾏｼﾀ ｷﾘｱ 三重 35:44
16 9240 山下熙莉杏(1) 津高

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾘｸ 三重 35:54
17 9252 藤谷　里玖(1) 津西高

ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 三重 36:02
18 9223 早川　恭平(1) 宇治山田商高

ﾂﾂｲ ﾕｳﾘ 三重 36:04
19 9226 筒井　侑里(2) 久居高

ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ 三重 36:10
20 9257 武藤　和樹(1) 津東高

ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 三重 36:22
21 9224 田中　麻詞(3) 久居高

ｻﾊﾞ ｺｳｼﾝ 三重 36:24
22 9210 佐波　航真(2) 宇治山田高

ﾑﾗｲ ｺｳﾖｳ 三重 36:31
23 9222 村井　洸陽(2) 宇治山田商高

ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 三重 36:39
24 9204 森本　貴大(2) いなべ総合学園高

ｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ 三重 36:40
25 9244 草川　啓夢(2) 津西高

ｶﾅﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 三重 36:43
26 9255 金山　航大(2) 津東高

ﾓﾘ ｼｮｳｾｲ 三重 36:49
27 9211 森　　壮生(2) 宇治山田高

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 三重 36:50
28 9232 山﨑　舜祐(2) 津高

ﾎﾘ ﾄｳﾏ 三重 36:53
29 9253 堀　　冬馬(1) 津西高

ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾋｺ 三重 36:58
30 9258 村田　晴彦(1) 津東高

ｵｸﾞﾗ ﾀｸ 三重 37:04
31 9235 小倉　　拓(1) 津高

ﾀﾅｶ ｶｲｼｭｳ 三重 37:18
32 9215 田中　快周(1) 宇治山田高

ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 三重 37:21
33 9251 斎藤　魁人(1) 津西高
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ｶﾜｲ ｹﾝﾄ 三重 37:40
34 9212 河井　健人(1) 宇治山田高

ﾄﾘｶｲ ﾏﾋﾛ 三重 37:48
35 9246 鳥飼　真宏(2) 津西高

ｲﾄｳ ｼｭﾝ 三重 37:51
36 9202 伊藤　　駿(2) いなべ総合学園高

ｲｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ 三重 38:06
37 9233 池内　一真(1) 津高

ﾐﾀﾆ ｿｳｷ 三重 38:30
38 9256 三谷　蒼輝(2) 津東高

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 三重 38:54
39 9254 松本　康佑(1) 津西高

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 三重 39:22
40 9241 山本　泰誠(1) 津高

ｳｽｲ ﾊﾔﾀ 三重 39:38
41 9230 碓井　逸太(2) 津高

ｵｵﾔﾌﾞ ﾘｭｳﾄ 三重 39:47
42 9219 大藪　竜斗(2) 宇治山田商高

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾏ 三重 39:51
43 9216 西村　雄将(1) 宇治山田高

ｲﾄｳ ﾁｶﾗ 三重 39:54
44 9209 伊藤　和良(2) 宇治山田高

ｲｹﾍﾞ ｼｮｳﾏ 三重 40:40
45 9234 池辺　翔真(1) 津高

ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾄ 三重 40:42
46 9236 木下　真杜(1) 津高

ﾐﾔﾊﾗ ﾀｸﾐ 三重 43:30
47 9248 宮原　巧岬(2) 津西高

ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 三重 43:58
48 9250 吉田　　航(2) 津西高

ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 三重 44:23
49 9242 伊藤　和磨(2) 津西高

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 三重 44:35
50 9227 小林　和希(1) 久居高

ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 三重 44:37
51 9243 伊藤　　翼(2) 津西高

ﾑｶｲ ﾋﾛﾔ 三重 45:33
52 9239 向井　裕哉(1) 津高

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 三重 46:17
53 9245 鈴木　涼太(2) 津西高

ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ 三重 48:57
54 9247 平松　友紀(2) 津西高

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 三重 49:37
55 9249 村田　航輝(2) 津西高

ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 三重
9229 出口　翔斗(1) 志摩TFC DNS

ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 三重
9231 森口　将伍(2) 津高 DNS

ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 三重
9238 鈴木孝太郎(1) 津高 DNS


