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ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 三重 15:58
1 9512 佐藤　榛紀(3) 正和中 GR

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 三重 16:21
2 9513 長谷川侑生(3) 光陵中

ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾄ 三重 16:32
3 9515 水谷　柊斗(2) 光陵中

ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 三重 16:34
4 9502 坂本　翔伍(3) YｳｴﾙﾈｽC

ｷｼﾉ ｿｳﾀ 三重 16:39
5 9597 岸野　壮汰(2) 一志中

ｲﾄｳ ﾙｲ 三重 16:49
6 9546 伊藤　瑠威(2) 白鳥中

ﾐｵｷ ﾚﾝﾄ 三重 16:51
7 9618 見置　蓮音(3) 厚生中

ｶﾅｵ ﾘｮｳﾀ 三重 16:56
8 9567 金尾　凌太(2) 亀山中部中

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 三重 17:04
9 9525 横山　雄也(2) 四日市南中

ｱﾒｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 三重 17:06
10 9506 雨澤　優太(1) YｳｴﾙﾈｽC

ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ 三重 17:11
11 9503 坂本　滉斗(2) YｳｴﾙﾈｽC

ｺﾔﾏ ｹﾝｼ 三重 17:18
12 9600 小山　拳志(3) 三雲中

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾞｸﾄ 三重 17:20
13 9695 小林　楽叶(2) 志摩中

ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾄ 三重 17:22
14 9632 髙橋　陸斗(3) 北浜中

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 三重 17:23
15 9532 金森　湧大(2) 内部中

ｶﾜｲ ﾀｸﾄ 三重 17:24
16 9625 川合　拓斗(2) 伊勢宮川中

ﾅｶｲ ﾊﾙﾄ 三重 17:27
17 9585 中井　遥斗(2) 南が丘中

ﾉﾀﾞ ﾚｵ 三重 17:28
18 9605 野田　怜臣(2) 三雲中

ｶﾉｳ ｱﾕｷ 三重 17:31
19 9633 加納　歩輝(3) 北浜中

ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 三重 17:35
20 9522 山本　　練(2) 多度中

ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾄﾓ 三重 17:37
21 9516 泉　　孝知(2) 多度中

ﾓﾘｼﾀ ｶｴﾃﾞ 三重 17:38
22 9626 森下　　楓(2) 伊勢宮川中

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅﾀ 三重 17:40
23 9629 立花　　陽(1) 伊勢宮川中

ｳｴﾑﾗ ｿｳﾏ 三重 17:45
24 9504 植村　壮馬(1) YｳｴﾙﾈｽC

ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｷ 三重 17:47
25 9606 橋本　淳希(2) 三雲中

ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 三重 17:47
26 9634 髙橋　颯太(2) 北浜中

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 三重 17:47
27 9589 中山　大地(1) 南が丘中

ｼﾏﾀﾞ ﾃﾙｷ 三重 17:47
28 9583 島田　晃希(2) 南が丘中

ｿﾒｲ ﾕｳｷ 三重 17:54
29 9531 染井　裕貴(3) 内部中

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 三重 17:55
30 9565 藤本　拓弥(3) 千代崎中

ｴｶﾞﾐ ﾄﾓｷ 三重 17:58
31 9608 江上　知輝(1) 三雲中

ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 三重 17:59
32 9505 中村　太智(1) YｳｴﾙﾈｽC

ﾅﾍﾞｼﾏ ﾄｷﾉﾌﾞ 三重 17:59
33 9552 鍋島　常喜(2) 白鳥中

審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

12月3日 09:00 決勝
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ｷﾀ ﾕｳﾏ 三重 18:03
34 9582 喜多　悠真(2) 南が丘中

ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 三重 18:09
35 9607 伊藤　遼貴(2) 三雲中

ﾋﾒｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 三重 18:12
36 9534 姫子松伶太(2) 内部中

ﾀｶﾏ ﾋｶﾙ 三重 18:13
37 9594 髙間　　光(3) 一志中

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾝ 三重 18:13
38 9559 村上　優心(2) 白鳥中

ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳﾄ 三重 18:13
39 9682 山崎　楓斗(2) 二見中

ｶﾂｲ ﾖｳﾀﾞｲ 三重 18:14
40 9592 勝井　陽大(1) 南が丘中

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 三重 18:15
41 9612 谷口　智哉(2) 倉田山中

ﾀｶﾞﾐ ｺｳﾍｲ 三重 18:16
42 9573 田上　航平(2) 一身田中

ﾔｽ ﾅﾂｷ 三重 18:16
43 9602 安　夏都起(3) 三雲中

ﾋﾛｾ ﾀｶﾔ 三重 18:18
44 9554 廣瀬　貴也(2) 白鳥中

ｻﾜｲ ﾀｲｷ 三重 18:18
45 9540 澤井　泰輝(3) 白鳥中

ｵﾉｳｴ ﾕｳｷ 三重 18:20
46 9611 尾上　裕喜(2) 倉田山中

ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳﾀ 三重 18:20
47 9551 徳永　皓太(2) 白鳥中

ﾊｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 三重 18:20
48 9553 萩　　大輔(2) 白鳥中

ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｷ 三重 18:22
49 9591 川又　悠生(1) 南が丘中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 三重 18:22
50 9509 渡邊　凱斗(2) 光風中

ﾔｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 三重 18:23
51 9501 矢島　　楓(1) 四日市TFC

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 三重 18:23
52 9510 渡邊　駿斗(2) 光風中

ｽｽﾞｷ ﾑﾈﾊﾙ 三重 18:25
53 9693 鈴木　宗治(1) 小俣中

ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ 三重 18:25
54 9601 中村　　蓮(3) 三雲中

ﾓﾐｷ ｹｲﾀ 三重 18:27
55 9596 籾木　敬多(3) 一志中

ﾍﾞｯﾌﾟ ｹﾝﾀﾛｳ 三重 18:31
56 9570 別府健太朗(1) 亀山中部中

ｸﾗｲ ﾗｸ 三重 18:34
57 9645 倉井　　楽(2) 城田中

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾔ 三重 18:45
58 9630 橘　　和哉(2) 豊浜中

ｵｶﾀﾞ ﾕｲﾄ 三重 18:46
59 9642 岡田　結翔(3) 城田中

ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 三重 18:47
60 9694 森田　隼矢(1) 小俣中

ﾀｹｶﾌﾞ ｾｲｼﾞ 三重 18:48
61 9619 竹株　征司(2) 厚生中

ｻﾉ ﾘｵﾝ 三重 18:49
62 9677 佐野　理恩(2) 五十鈴中

ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾝ 三重 18:52
63 9627 安藤　亜蘭(1) 伊勢宮川中

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 三重 18:55
64 9620 山田　亮太(2) 厚生中

ｵｵｶﾜ ﾖｼﾔ 三重 19:00
65 9628 大川　慶也(1) 伊勢宮川中

ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 三重 19:00
66 9508 岡本　怜士(2) 光風中
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ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 三重 19:07
67 9604 中村　　匠(2) 三雲中

ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 三重 19:08
68 9533 橋本　太一(2) 内部中

ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾀ 三重 19:12
69 9586 長谷川恵大(2) 南が丘中

ﾀｶｾ ﾘｮｳﾀ 三重 19:13
70 9588 高瀬　椋太(2) 南が丘中

ｶﾜﾃﾞ ｼｮｳ 三重 19:19
71 9568 川出　　翔(2) 亀山中部中

ﾀﾁ ﾘｭｳﾄ 三重 19:21
72 9550 舘　　隆翔(2) 白鳥中

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ 三重 19:23
73 9616 児玉　友輝(1) 倉田山中

ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙ 三重 19:27
74 9636 川邊　羽琉(1) 北浜中

ｱﾗｷ ﾕｳﾄ 三重 19:27
75 9624 荒木　優斗(2) 伊勢宮川中

ｵｵﾊﾞ ﾄｼｷ 三重 19:31
76 9564 大庭　季樹(3) 千代崎中

ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝﾔ 三重 19:31
77 9535 井上　純哉(3) 白鳥中

ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ 三重 19:31
78 9575 橋本　　樹(2) 一身田中

ｼﾊﾞﾀ ｿｳﾔ 三重 19:33
79 9637 柴田　颯也(1) 北浜中

ｽﾐ ﾄｼﾔ 三重 19:39
80 9584 鷲見　俊也(2) 南が丘中

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｾｲ 三重 19:39
81 9615 古川　航成(1) 倉田山中

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 三重 19:43
82 9517 小林　健真(2) 多度中

ﾌｼﾞｵ ｺﾞｳｷ 三重 19:44
83 9563 藤尾　豪紀(1) 白鳥中

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 三重 19:45
84 9507 鈴木　颯太(1) YｳｴﾙﾈｽC

ｵｸﾀﾞ ｺｳｾｲ 三重 19:45
85 9599 奥田　航成(3) 三雲中

ｲｴﾀﾞ ﾄｼｷ 三重 19:45
86 9673 家田　惇基(2) 五十鈴中

ｵｵｷﾞﾀﾞﾆ ｱﾕﾑ 三重 19:50
87 9536 扇谷　歩夢(3) 白鳥中

ｼﾏｺ ｺｳｽｹ 三重 19:53
88 9511 島子　公佑(1) 光風中

ｲﾜﾓﾄ ｺｳｷ 三重 19:54
89 9690 岩本　嵩己(1) 小俣中

ｲﾁﾑﾗ ｷﾝｼﾞ 三重 19:54
90 9578 一村　錦治(1) 一身田中

ﾖﾛｽﾞ ｶｲﾄ 三重 19:54
91 9672 萬　　海翔(1) 城田中

ｲｾ ﾄﾗﾉｽｹ 三重 19:54
92 9683 井瀬虎之介(1) 二見中

ﾄﾔ ﾚﾝｼﾞｭ 三重 19:56
93 9529 戸谷　蓮樹(1) 四日市南中

ｼﾁﾘ ｶｲｷ 三重 20:00
94 9518 七里　海希(2) 多度中

ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 三重 20:01
95 9520 東田　大聖(2) 多度中

ﾀﾅｶ ｿｳ 三重 20:08
96 9569 田中　　颯(1) 亀山中部中

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄｵﾙ 三重 20:08
97 9521 水谷　暢孝(2) 多度中

ｶｷｳﾁ ｱﾔﾄ 三重 20:16
98 9579 垣内　綾人(1) 一身田中

ﾅﾝﾌﾞ ｼｮｳ 三重 20:16
99 9542 南部　　翔(3) 白鳥中
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ﾓﾘｸﾞﾁ ﾊﾙ 三重 20:19
100 9670 森口　　暖(1) 城田中

ﾉﾑﾗ ﾀｲﾁﾛｳ 三重 20:21
101 9685 野村太一朗(2) 御薗中

ｸｽｲ ｼﾕﾝﾀ 三重 20:22
102 9593 楠井　竣太(3) 一志中

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ 三重 20:23
103 9598 田中　翔真(2) 一志中

ｶﾜｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 三重 20:33
104 9609 川合龍之介(1) 三雲中

ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 三重 20:36
105 9675 早川　大地(2) 五十鈴中

ﾏﾂﾔﾏ ｺｳﾍｲ 三重 20:44
106 9676 松山　昂平(2) 五十鈴中

ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳｷ 三重 20:44
107 9623 中西　琉貴(1) 厚生中

ｵｵﾉ ﾏｻﾄ 三重 20:44
108 9621 大野　雅翔(1) 厚生中

ｵｵﾀ ｲｵﾘ 三重 20:56
109 9527 太田　伊織(1) 四日市南中

ﾂﾈﾐﾂ ｱｷﾗ 三重 20:58
110 9635 常光　　暁(2) 北浜中

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 三重 20:59
111 9541 中村　湧大(3) 白鳥中

ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ 三重 20:59
112 9665 中西　洸太(1) 城田中

ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 三重 21:03
113 9684 下村　一文(2) 御薗中

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｳｲﾁ 三重 21:08
114 9555 別府　佑一(2) 白鳥中

ｲﾜｷ ﾅｵﾋｻ 三重 21:15
115 9696 岩城　尚寿(1) 志摩中

ﾊﾏﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 三重 21:18
116 9558 浜山　優一(2) 白鳥中

ﾐﾔﾑﾗ ｺｳｶﾞ 三重 21:21
117 9545 宮村　航河(3) 白鳥中

ﾏﾁﾉ ｶﾄﾞﾏ 三重 21:24
118 9571 町野加登真(1) 亀山中部中

ｵﾁｱｲ ｺｳｾｲ 三重 21:36
119 9590 落合　浩晴(1) 南が丘中

ﾅﾘﾀ ｱｵﾊﾞ 三重 21:37
120 9652 成田　蒼葉(2) 城田中

ﾐｵｷ ｿﾗ 三重 21:38
121 9622 見置　　空(1) 厚生中

ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾏｻ 三重 21:41
122 9519 中村　清正(2) 多度中

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ 三重 21:46
123 9576 若林　颯真(2) 一身田中

ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 三重 22:01
124 9691 岡田　龍斗(1) 小俣中

ｵｸﾀﾞ ｾｲﾔ 三重 22:03
125 9614 奥田　聖也(1) 倉田山中

ﾌｼﾞﾀ ﾘｸ 三重 22:17
126 9543 藤田　　陸(3) 白鳥中

ｶﾏｸﾗ ｱｽｶ 三重 22:18
127 9538 鎌倉　飛鳥(3) 白鳥中

ｵﾁｱｲ ｼｮｳ 三重 22:19
128 9537 落合　　翔(3) 白鳥中

ﾌｸﾀ ﾀｶﾄ 三重 22:20
129 9689 福田　　聖(2) 小俣中

ｵｸﾑﾗ ﾘｸﾄ 三重 22:20
130 9688 奥村　陸人(2) 小俣中

ｱﾗｷ ﾙｲ 三重 22:21
131 9686 荒木　　琉(2) 小俣中

ｳﾒﾓﾘ ｴﾂｼﾞ 三重 22:22
132 9687 梅森　悦慈(2) 小俣中
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ﾕｹﾞ ﾊﾔﾀ 三重 22:23
133 9566 弓削　隼大(3) 千代崎中

ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｼ 三重 22:26
134 9638 中川　陽司(1) 北浜中

ﾑﾄｳ ｼｭｳ 三重 22:27
135 9640 武藤　柊宇(1) 北浜中

ｶﾈﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 三重 22:31
136 9663 金田京示朗(1) 城田中

ﾅｶｴ ﾊﾙﾄ 三重 22:32
137 9561 中江　陽斗(1) 白鳥中

ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ 三重 22:32
138 9639 西村　大和(1) 北浜中

ﾜｶｼﾏ ｿｳ 三重 22:39
139 9526 若島　　颯(2) 四日市南中

ﾅｶﾉ ﾓﾄｷ 三重 22:41
140 9574 中野　元稀(2) 一身田中

ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 三重 22:42
141 9581 林　　海翔(1) 一身田中

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 三重 22:44
142 9572 小林　蒼空(2) 一身田中

ﾓﾘｻｷ ﾘｮｳ 三重 22:49
143 9556 森崎　　稜(2) 白鳥中

ｼﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 三重 22:58
144 9692 志田　龍斗(1) 小俣中

ｲｼﾀﾆ ｺｳﾀﾞｲ 三重 22:58
145 9577 石谷　航大(1) 一身田中

ﾔﾏﾅｶ ｹｲﾄ 三重 22:58
146 9657 山中　慶人(2) 城田中

ﾀｶﾉ ﾌｳﾏ 三重 23:01
147 9560 高野　颯天(1) 白鳥中

ﾏｴｶﾜ ﾀﾂﾞﾅ 三重 23:08
148 9587 前川　太綱(2) 南が丘中

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 三重 23:20
149 9549 齋藤　　翼(2) 白鳥中

ｻｶｲ ｼﾝ 三重 23:30
150 9539 酒井　　心(3) 白鳥中

ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳﾄ 三重 23:41
151 9681 山邉　悠斗(1) 五十鈴中

ﾅｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 三重 23:41
152 9679 中田健太郎(1) 五十鈴中

ｲｹﾔﾏ ﾋﾛﾔ 三重 23:44
153 9658 池山　紘哉(1) 城田中

ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾄ 三重 23:53
154 9523 山﨑　天翔(1) 多度中

ﾋﾙｶﾜ ｱｷﾄ 三重 23:53
155 9524 蛭川　暁斗(1) 多度中

ﾆｼｾﾞｺ ﾏｻｷ 三重 24:10
156 9680 西世古昌毅(1) 五十鈴中

ｵｵﾊﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 三重 24:11
157 9644 大畑　純平(2) 城田中

ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 三重 24:18
158 9678 泉　　雄太(1) 五十鈴中

ｵｶﾀﾞ ｿｳﾔ 三重 25:46
159 9662 岡田　蒼也(1) 城田中

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 三重 25:46
160 9671 山本　遼太(1) 城田中

ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 三重 25:52
161 9528 田邊　大悟(1) 四日市南中

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 三重 25:57
162 9666 中山　裕貴(1) 城田中

ｳｴﾔﾏ ｼｮｳｷ 三重 26:02
163 9661 上山　翔輝(1) 城田中

ﾔﾏｼﾀ ｾﾅ 三重 26:13
164 9656 山下　瀬那(2) 城田中

ｲﾜｵ ｿｳﾀﾛｳ 三重 26:48
165 9659 岩尾颯太郎(1) 城田中
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ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾃ 三重 27:14
166 9650 中川　　颯(2) 城田中

ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 三重 27:48
167 9580 橋本　　渉(1) 一身田中

ﾀｹｳﾁ ﾌｳﾏ 三重 28:08
168 9647 竹内　楓馬(2) 城田中

ﾌｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾅﾘ 三重 28:25
169 9667 深川　博成(1) 城田中

ﾏﾐﾔ ﾘｭｳﾄ 三重 28:34
170 9655 間宮　瑠音(2) 城田中

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 三重 28:36
171 9648 出口　大成(2) 城田中

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｸ 三重 29:08
172 9646 坂口　　陸(2) 城田中

ｼﾝﾔ ﾏｵ 三重 29:12
173 9664 新谷　真央(1) 城田中

ﾄｸﾀﾞ ﾘﾝ 三重 29:13
174 9649 德田　　凛(2) 城田中

ﾅｶﾔﾏ ｿｳ 三重 33:59
175 9651 中山　　聡(2) 城田中

ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 三重 34:05
176 9654 松村健太朗(2) 城田中

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾛｳ 三重
9514 山口　史朗(3) 光陵中 DNS

ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ 三重
9530 古川　　直(1) 四日市南中 DNS

ﾏﾕﾐ ﾘｮｳﾔ 三重
9544 眞弓　諒也(3) 白鳥中 DNS

ｲﾏﾀﾞﾃ ｱｻﾄ 三重
9547 今立　朝斗(2) 白鳥中 DNS

ｶﾐﾀﾅｶ ﾚｲｼﾞ 三重
9548 上田中玲治(2) 白鳥中 DNS

ｲﾄｳ ﾕｳﾗｲ 三重
9557 伊藤　裕来(3) 白鳥中 DNS

ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 三重
9562 馬場　光希(1) 白鳥中 DNS

ﾏﾂｳﾗ ﾘﾕｳｾｲ 三重
9595 松浦　隆晟(3) 一志中 DNS

ｾｺ ﾘｸﾄ 三重
9603 瀬古　陸斗(2) 三雲中 DNS

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾏ 三重
9610 中村　翔馬(3) 倉田山中 DNS

ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾝ 三重
9613 大西　健心(1) 倉田山中 DNS

ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 三重
9617 佐藤　一輝(3) 厚生中 DNS

ﾅｶｾﾞｺ ｼｮｳﾏ 三重
9631 中世古翔海(2) 豊浜中 DNS

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘﾝ 三重
9641 山口　真凜(1) 北浜中 DNS

ﾅｶｼﾞｮｳ ｼｮｳｷ 三重
9643 中條　翔貴(3) 城田中 DNS

ﾏｷﾄﾞ ﾕｳｷ 三重
9653 牧戸　悠生(2) 城田中 DNS

ｳｴﾓﾄ ﾚｲﾔ 三重
9660 上本　怜哉(1) 城田中 DNS

ﾎﾘｴ ﾋﾛﾄ 三重
9668 堀江　海翔(1) 城田中 DNS

ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 三重
9669 松本　和真(1) 城田中 DNS

ｺﾑﾗ ﾘﾂｷ 三重
9674 小村　陸月(2) 五十鈴中 DNS
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