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日本中学記録(JR)                 4.92 笹瀬　弘樹           静  岡  新居             2004/10/17  
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4m70
古澤 一生(2) 群  馬 - xo - - o - xxx
ﾌﾙｻﾜ  ｶｽﾞｷ 新町
山本 竜也(3) 群  馬 o - xo xo o - xxx
ﾔﾏﾓﾄ  ﾀﾂﾔ 中之条
松本 英紳(3) 静  岡 o o xo - xxx
ﾏﾂﾓﾄ  ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 三島南
白井 颯斗(3) 三  重 o o xo xxx
ｼﾗｲ  ｿｳﾄ 玉城
直井 綾汰(3) 茨  城 o o xxo xxx
ﾅｵｲ  ﾘｮｳﾀ 総和南
中村 徳寿(3) 香  川 - o xxx
ﾅｶﾑﾗ  ﾄｸﾋｻ 木太
佐藤 恭平(3) 新  潟 xo o xxx
ｻﾄｳ  ｷｮｳﾍｲ 十日町
安部 公士郎(3) 長  野 o xxo xxx
ｱﾍﾞ  ｺｳｼﾛｳ 原
森本 竜二(3) 千  葉 o xxo xxx
ﾓﾘﾓﾄ  ﾘｭｳｼﾞ 君津
石塚 隼斗(3) 栃  木 xo xxx
ｲｼﾂｶ  ﾊﾔﾄ 上三川
市川 歩(3) 静  岡 xo xxx
ｲﾁｶﾜ  ｱﾕﾑ 浜松春野
井辺 敬太(3) 和歌山 xo xxx
ｲﾝﾍﾞ  ｹｲﾀ 近大和歌山
吉田 肖聡(3) 兵  庫 xxo xxx
ﾖｼﾀﾞ  ｱﾕﾄ 氷丘
石川 天斗(3) 香  川 xxx 記録なし
ｲｼｶﾜ  ﾀｶﾄ 大野原
杉浦 陽悠(3) 愛  知 xxx 記録なし
ｽｷﾞｳﾗ  ﾋﾕｳ 鶴城
岩上 桂樹(3) 茨  城 xxx 記録なし
ｲﾜｶﾐ  ｹｲｼﾞｭ 総和南
千葉 星那(3) 宮  城 xxx 記録なし
ﾁﾊﾞ  ｾﾅ 米山
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