
5・6年男子4×100mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上ク(伊勢市・林・笠井・熊野・森下)2004 10月14日 09:50 予　選
大会記録(GR)            51.57     南勢陸上ク(伊勢市・野村・曽根・中西・大仲)2005(第13回) 10月14日 16:55 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 ばりっこＣ 3038 松山　優太(6) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ 55.50 1 6 ゆめが丘RC-B 1504 真藤　飛翔(6) ｼﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 55.52
1679 大村　緒允(6) ｵｵﾑﾗ ｼｮｲﾝ q 1496 中森　大智(6) ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ q
3037 松山　唯人(6) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 1501 太田　彩人(6) ｵｵﾀ ｱﾔﾄ
3039 竹下　　諒(5) ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 1502 長谷川俊介(6) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

2 7 JAC EAST-A 1963 榮倉　悠都(5) ｴｲｸﾗ ﾕｳﾄ 56.68 2 5 一志Beast-A 556 森　　舞人(6) ﾓﾘ ﾏｲﾄ 56.69
1926 橋本　早右(6) ﾊｼﾓﾄ ｿｳｽｹ q 550 木村　心童(6) ｷﾑﾗ ｼﾄﾞｳ
1924 奥野　泰希(6) ｵｸﾉ ﾀｲｷ 553 寺嶋　千隼(6) ﾃﾗｼﾏ ﾁﾊﾔ
1932 中村　玲音(5) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾝ 552 田中　遼生(6) ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ

3 5 ゆめが丘RC-D 1517 髙島　　誉(5) ﾀｶｼﾏ ﾎﾏﾚ 58.47 3 4 保々ＲＣ 235 萩原　翠月(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾂﾞｷ 57.66
1515 矢口　雄登(5) ﾔｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 237 稲田　想大(5) ｲﾅﾀﾞ ｿｳﾀ
1510 稲増　鉄章(5) ｲﾅﾏｽ ﾃｯｼｮｳ 236 稲岡　岳洋(5) ｲﾅｵｶ ﾀｶﾋﾛ
1513 森川瑛士郎(5) ﾓﾘｶﾜ ｴｲｼﾞﾛｳ 234 萩原　皐陽(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾖｳ

4 6 北浜陸上ク-A 770 河北　　蓮(6) ｶﾜｷﾀ ﾚﾝ 59.01 4 7 ＵＲＣ 1637 上山　士童(5) ｳｴﾔﾏ ｼﾄﾞｳ 59.30
772 中西　世羅(6) ﾅｶﾆｼ ｾﾗ 1631 川島　晄樹(6) ｶﾜｼﾏ ｺｳｼﾞｭ
774 西村　空菜(5) ﾆｼﾑﾗ ｿﾅ 1635 松本　　澪(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲ
776 安井　琉真(5) ﾔｽｲ ﾘｭｳﾏ 1634 谷口　煌太(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ

5 9 松阪走塾-A 1694 阪井　奏太(6) ｻｶｲ ｿｳﾀ 1:00.48 5 8 藤原陸上ク 2065 岡　　楽大(6) ｵｶ ﾗｲﾀ 1:01.43

1696 向井　新汰(6) ﾑｶｲ ｼﾝﾀ 2070 古川　智龍(6) ﾌﾙｶﾜ ﾁﾘｭｳ
1731 河村　秋来(6) ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾗ 2069 藤原　蒼空(6) ﾌｼﾞﾜﾗ ｿﾗ
1695 杉本　憲亮(6) ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｽｹ 2066 奥村　　樹(6) ｵｸﾑﾗ ｲﾂｷ

6 3 志摩陸上ク-B 1286 中西　健太(5) ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾀ 1:03.20 6 2 志摩陸上ク-C 1289 中村　優斗(5) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 1:07.18

1282 奥村　　優(5) ｵｸﾑﾗ ﾕｳ 1276 出口　　晃(6) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋｶﾙ
1288 仲野　颯真(5) ﾅｶﾉ ｿｳﾏ 1279 渡辺　敦也(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ
1277 林　　誠人(6) ﾊﾔｼ ｾｲﾄ 1292 山本　紘大(5) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

7 2 北勢ＲＣ-B 122 石崎　悠仁(6) ｲｼｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 1:03.56 7 3 松阪走塾-C 1700 西垣　風翔(5) ﾆｼｶﾞｷ ﾌｳﾄ 1:09.59

172 瀬古　蓮人(5) ｾｺ ﾚﾝﾄ 1697 田中　逞真(5) ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ
135 樋口　聖真(5) ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 1701 向井　陽汰(5) ﾑｶｲ ﾋﾅﾀ
137 吉田　資英(5) ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 1735 中田　悠生(5) ﾅｶﾀ ﾕｳｾｲ

8 8 橋南スポーツ 3588 浅野　航志(6) ｱｻﾉ ｺｳｼ 1:06.21 9 第五小 3115 山田　響希(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ DQ,R2

674 中山　陽斗(6) ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾄ 3620 松葉　大河(6) ﾏﾂﾊﾞ ﾀｲｶﾞ
675 野田　和希(6) ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 3619 小山　　塁(6) ｺﾔﾏ ﾙｲ
677 岩城　信哉(5) ｲﾜｷ ｼﾝﾔ 3118 田川　颯都(6) ﾀｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 多気ＲＣ 737 粂井　孝介(6) ｸﾒｲ ｺｳｽｹ 55.06 1 5 ﾁｰﾑG松陸-A 3051 浦﨑　陽色(6) ｳﾗｻｷ ﾋｲﾛ 52.82
740 地主　怜央(6) ｼﾞﾇｼ ﾚｵ q 3052 小西世希翔(6) ｺﾆｼ ｾｷﾄ q
751 堀江　叶人(5) ﾎﾘｴ ｶﾅﾄ 3056 刀根　大和(6) ﾄﾈ ﾔﾏﾄ
736 村田　宇哉(6) ﾑﾗﾀ ﾉｷﾔ 3053 小林　義央(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ

2 5 ＳＭＡＣ 994 里中　優斗(6) ｻﾄﾅｶ ﾋﾛﾄ 57.67 2 4 YｳｴﾙﾈｽC 297 久保田夢生(6) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｾｲ 57.44
1009 濱口　亜維(5) ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｲ 2222 中田　奏志(6) ﾅｶﾀ ｿｳｼ
1015 寺田　龍司(5) ﾃﾗﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 269 植村　悠生(5) ｳｴﾑﾗ ﾕｳｾｲ
995 佐野　怜央(6) ｻﾉ ﾚｵ 265 寺尾　洋太(6) ﾃﾗｵ ﾖｳﾀ

3 6 石薬師ＲＣ 468 石井　琉稀(5) ｲｼｲ ﾘｭｳｷ 57.98 3 7 熊野ＲＣ 1625 藤森　良太(5) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 57.94
464 小川　碧斗(6) ｵｶﾞﾜ ﾘｸﾄ 1599 阪本　裕紀(6) ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ
467 山際隆之介(6) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 1598 伊永　蒼依(6) ｲﾅｶﾞ ｱｵｲ
465 児波　　賢(6) ｺﾅﾐ ｹﾝ 1600 藤原　健人(6) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ

4 4 内城田ＳＣ 1125 奥本　悠介(6) ｵｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 58.19 4 6 尾鷲スポ少 1573 二郷　隼輔(6) ﾆｺﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 58.85
1127 福井　晴渡(6) ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ 1575 源口　藍琉(6) ﾐﾅｸﾞﾁ ｱｲﾙ
1129 三浦　　響(5) ﾐｳﾗ ﾋﾋﾞｷ 1572 坪田啓太郎(6) ﾂﾎﾞﾀ ｹｲﾀﾛｳ
1126 津村　公翔(6) ﾂﾑﾗ ﾀｶﾄ 1570 川端　藍斗(6) ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｲﾄ

5 9 J＆E久居 1788 野呂　海綸(5) ﾉﾛ ｶｲﾘ 58.88 5 8 厚生ＡＣ-B 817 森下　陽太(5) ﾓﾘｼﾀ ﾖｳﾀ 1:00.87

1783 中西　輝貴(6) ﾅｶﾆｼ ﾃﾙｷ 803 井川　稜斗(6) ｲｶﾜ ﾘｸﾄ
1784 上田　涼平(5) ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 812 佐々木翔梧(5) ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ
1787 名草　　宙(5) ﾅｸﾞｻ ｿﾗ 810 上田凛太朗(5) ｳｴﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 8 一ノ宮 2337 橋倉　和輝(6) ﾊｼｸﾗ ｶｽﾞｷ 59.22 6 9 志摩陸上ク-A 1290 森口　凌寿(5) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾘｮｳｼﾞｭ 1:02.19

2342 南川　颯汰(5) ﾐﾅﾐｶﾜ ｿｳﾀ 1284 堂岡　誠馬(5) ﾄﾞｳｵｶ ｾｲﾏ
2334 林　龍都哉(6) ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 1278 山際　　陸(6) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘｸ
2336 宮﨑　楓真(6) ﾐﾔｻﾞｷ ﾌｳﾏ 1285 中川　優介(5) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ

7 3 松阪走塾-B 3760 梶間　鉄平(5) ｶｼﾞﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 1:01.41 3 JAC EAST-B 3392 種生　一斗(5) ﾀﾈｵ ﾋﾛﾄ DQ,R2

1699 中村　恒介(5) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 1935 村瀬　灯志(5) ﾑﾗｾ ﾄﾓｼ
1727 岡本　　拓(5) ｵｶﾓﾄ ﾀｸ 1934 松林　希竜(5) ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｷﾘｭｳ
1698 田中　優羽(5) ﾀﾅｶ ﾕｳ 1927 東　　琉空(5) ｱｽﾞﾏ ﾙｸ

8 2 ゆめが丘RC-E 1512 宮田　　天(5) ﾐﾔﾀ ﾃﾝ 1:04.44

1514 柴田　琉生(5) ｼﾊﾞﾀ ﾙｲ
1506 岩井　智寛(6) ｲﾜｲ ﾄﾓﾋﾛ
1507 嶋田　健志(6) ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ

凡例  DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4



5・6年男子4×100mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上ク(伊勢市・林・笠井・熊野・森下)2004 10月14日 09:50 予　選
大会記録(GR)            51.57     南勢陸上ク(伊勢市・野村・曽根・中西・大仲)2005(第13回) 10月14日 16:55 決　勝

予　選　7組0着＋8

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 南勢陸上ク 869 西山　空良(6) ﾆｼﾔﾏ ｿﾗ 53.54 1 6 ゆめが丘RC-A 1497 福井　涼晟(6) ﾌｸｲ ﾘｮｳｾｲ 52.10
866 北井　千景(6) ｷﾀｲ ﾁﾋﾛ q 1498 吉福　怜央(6) ﾖｼﾌｸ ﾚｵ q
865 垣内　太陽(6) ｶｷｳﾁ ﾀｲﾖｳ 1500 前川　真誉(6) ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ
872 村田　陽音(6) ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾄ 1499 門口　隼翔(6) ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ

2 7 こものＳＣ 424 若林　　吹(5) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 57.66 2 8 ﾁｰﾑG松陸-B 3061 中里　理琥(5) ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｸ 56.31
411 藤森　大晴(6) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｾｲ 3057 中西　政斗(6) ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ q
418 岡﨑　　葵(5) ｵｶｻﾞｷ ｱｵｲ 3055 瀬古　雄大(6) ｾｺ ﾕｳﾀﾞｲ
452 小野　透麻(6) ｵﾉ ﾄｳﾏ 3059 山本　啓太(6) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ

3 4 大山田ＡＣ-A 47 山本　蒼真(5) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 57.76 3 5 イムラＡＡ 1777 坂本　健輔(5) ｻｶﾓﾄｹﾝｽｹ 57.83
35 鈴木　大城(6) ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ 1776 加藤光一郎(5) ｶﾄｳｺｳｲﾁﾛｳ
49 和田　琉聖(5) ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 1782 大川　大和(6) ｵｵｶﾜﾔﾏﾄ
39 清原　　然(5) ｷﾖﾊﾗ ｾﾞﾝ 1774 松永　　誠(5) ﾏﾂﾅｶﾞﾏｺﾄ

4 9 大台陸上ク 1971 木下　創介(5) ｷﾉｼﾀ ｿｳｽｹ 58.09 4 4 楠陸上Jｒ 308 和田　真透(5) ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾄ 58.15
1972 猿木　　渉(5) ｻﾙｷ ｼｮｳ 304 菅原　隼翔(5) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾄ
1969 板羽恒史郎(5) ｲﾀﾊﾞ ｺｳｼﾛｳ 298 加藤　佑基(6) ｶﾄｳ ﾕｳｷ
1973 出口　来維(5) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾗｲ 300 渡辺　太喜(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

5 5 ゆめが丘RC-C 1505 乾　　光汰(6) ｲﾇｲ ｺｳﾀ 59.96 5 7 内部陸上少 221 前岨　大翔(5) ﾏｴｿﾊﾞ ﾋﾛﾄ 59.17
1508 谷口　瑛司(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 218 田中　翔也(5) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ
1509 門地　壱真(6) ﾓﾝﾁ ｶｽﾞﾏ 220 前岨　大輝(5) ﾏｴｿﾊﾞ ﾀﾞｲｷ
1503 西村　颯真(6) ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾏ 216 加藤　楓磨(5) ｶﾄｳ ﾌｳﾏ

6 3 宮川Jr陸上 929 高羽　　滉(6) ﾀｶﾊ ｺｳ 1:02.46 6 9 ASSA-TC 503 山路　陽彩(6) ﾔﾏｼﾞ ﾋｲﾛ 1:00.57

934 鈴木　耕平(5) ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 502 永濱　　准(6) ﾅｶﾞﾊﾏ ｼﾞｭﾝ
928 大川　倭生(6) ｵｵｶﾜ ﾏｻｷ 501 北村　　航(6) ｷﾀﾑﾗ ｺｳ
932 福井　幹久(6) ﾌｸｲ ﾐｷﾋｻ 505 鈴木　絢世(5) ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ

7 8 北浜陸上ク-B 775 森下　隼太(5) ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾀ 1:05.18 7 3 一志Beast-B 562 馬塲　颯星(5) ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ 1:02.12

773 北川　暖人(5) ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 548 植杉　颯太(6) ｳｴｽｷﾞ ｿｳﾀ
3753 泉　　翔太(5) ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 549 大川　歩汰(6) ｵｵｶﾜ ｱﾕﾀ
771 田中　暉人(6) ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 554 藤田　颯斗(6) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 厚生ＡＣ-A 811 小林　勇斗(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 57.79
806 砥板　凌都(6) ﾄｲﾀ ﾘｮｳﾄ
813 辻　　秀太(5) ﾂｼﾞ ｼｭｳﾀ
805 辻　　剣昇(6) ﾂｼﾞ ｹﾝｼｮｳ

2 5 ＪＡＣ亀山 2025 佐野　優斗(6) ｻﾉ ﾕｳﾄ 58.08
2023 田中　智稀(6) ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ
2026 馬場　悠太(6) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ
2030 木村　志音(5) ｷﾑﾗ ｼｵﾝ

3 6 いすずＵＫ 1861 上田　朝陽(5) ｳｴﾀﾞ ｱｻﾋ 58.21
1860 岩本　憲伸(5) ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾝ
1865 山辺　陽色(5) ﾔﾏﾍﾞ ﾋｲﾛ
1864 濱口恭大朗(5) ﾊﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ

4 4 北勢ＲＣ-A 134 西江　康晴(5) ﾆｼｴ ｺｳｾｲ 1:00.22

128 西江優太朗(6) ﾆｼｴ ﾕｳﾀﾛｳ
124 川瀬　淳煌(6) ｶﾜｾ ｱﾂｷ
131 山本　望翔(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

5 2 ﾁｰﾑG松陸-C 3582 野口　夏陽(5) ﾉｸﾞﾁ ﾅﾂﾋ 1:01.15

3054 塩崎　俊希(6) ｼｵｻﾞｷ ﾄｼｷ
3060 加藤　結羽(5) ｶﾄｳ ﾕｳ
3058 山村　総司(6) ﾔﾏﾑﾗ ｿｳｼﾞ

6 9 三浜陸上 192 竹林　恭耶(6) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ 1:01.72

190 岩崎　倖大(6) ｲﾜｻｷ ｺｳﾀ
193 谷　　翼沙(6) ﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ
189 今村　洸稀(6) ｲﾏﾑﾗ ｺｳｷ

7 3 大山田ＡＣ-B 36 潘　　裕秦(6) ﾊﾝ ﾕｼﾞﾝ 1:01.78

46 森　　健太(5) ﾓﾘ ｹﾝﾀ
48 吉川　直希(5) ﾖｼｶﾜ ﾅｵｷ
45 水谷　康志(5) ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｼ

8 明和陸上 3162 吉田　順平(5) ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ DQ,R3

3163 高森　悠吾(6) ﾀｶﾓﾘ ﾕｳｺﾞ
3160 岩名　貴幸(5) ｲﾜﾅ ﾀｶﾕｷ
3168 山下　輝隆(5) ﾔﾏｼﾀ ｷﾘｭｳ

凡例  DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4



5・6年男子4×100mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上ク(伊勢市・林・笠井・熊野・森下)2004 10月14日 09:50 予　選
大会記録(GR)            51.57     南勢陸上ク(伊勢市・野村・曽根・中西・大仲)2005(第13回) 10月14日 16:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 ゆめが丘RC-A 1497 福井　涼晟(6) ﾌｸｲ ﾘｮｳｾｲ 51.58
1498 吉福　怜央(6) ﾖｼﾌｸ ﾚｵ
1500 前川　真誉(6) ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ
1499 門口　隼翔(6) ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ

2 6 ﾁｰﾑG松陸-A 3051 浦﨑　陽色(6) ｳﾗｻｷ ﾋｲﾛ 52.77
3052 小西世希翔(6) ｺﾆｼ ｾｷﾄ
3056 刀根　大和(6) ﾄﾈ ﾔﾏﾄ
3053 小林　義央(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ

3 7 南勢陸上ク 869 西山　空良(6) ﾆｼﾔﾏ ｿﾗ 53.57
866 北井　千景(6) ｷﾀｲ ﾁﾋﾛ
865 垣内　太陽(6) ｶｷｳﾁ ﾀｲﾖｳ
872 村田　陽音(6) ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾄ

4 5 多気ＲＣ 737 粂井　孝介(6) ｸﾒｲ ｺｳｽｹ 54.14
740 地主　怜央(6) ｼﾞﾇｼ ﾚｵ
751 堀江　叶人(5) ﾎﾘｴ ｶﾅﾄ
736 村田　宇哉(6) ﾑﾗﾀ ﾉｷﾔ

5 8 ばりっこＣ 3038 松山　優太(6) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ 54.71
1679 大村　緒允(6) ｵｵﾑﾗ ｼｮｲﾝ
3037 松山　唯人(6) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ
3039 竹下　　諒(5) ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ

6 9 ゆめが丘RC-B 1504 真藤　飛翔(6) ｼﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 55.98
1496 中森　大智(6) ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ
1501 太田　彩人(6) ｵｵﾀ ｱﾔﾄ
1502 長谷川俊介(6) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

7 2 ﾁｰﾑG松陸-B 3061 中里　理琥(5) ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｸ 56.51
3057 中西　政斗(6) ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ
3055 瀬古　雄大(6) ｾｺ ﾕｳﾀﾞｲ
3059 山本　啓太(6) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ

8 3 JAC EAST-A 1963 榮倉　悠都(5) ｴｲｸﾗ ﾕｳﾄ 57.79
1926 橋本　早右(6) ﾊｼﾓﾄ ｿｳｽｹ
1924 奥野　泰希(6) ｵｸﾉ ﾀｲｷ
1932 中村　玲音(5) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾝ

凡例  DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4


