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日本中学記録(JR)                42.77 白河二               福  島  白河二           2004/08/25  
（金内　平良・田嶋　和也・梶　将徳・深谷　幸亮）

大会記録(GR)                    42.77 白河第二             福  島  白河第二         2004        
（金内　平良・田嶋　和也・梶　将徳・深谷　幸亮）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 大阪花園  2703 鍋谷 庸介(3)     43.01 Q  1   7 大野原  3607 小出 健太(2)     42.91 Q

ｵｵｻｶﾊﾅｿﾞﾉ ﾅﾍﾞﾀﾆ ﾖｳｽｹ ｵｵﾉﾊﾗ ｺｲﾃﾞ  ｹﾝﾀ
大  阪  2701 坂東 日向(3) 香  川  3608 芟藪 広基(3)

ﾊﾞﾝﾄﾞｳﾋｭｳｶﾞ ｶﾘﾔﾌﾞ  ﾋﾛｷ
 2702 坂本 俊介(3)  3610 石川 天斗(3)

ｻｶﾓﾄ  ｼｭﾝｽｹ ｲｼｶﾜ  ﾀｶﾄ
 2704 竹下 敦也(3)  3609 柴坂 磨拓(3)

ﾀｹｼﾀ ｱﾂﾔ ｼﾊﾞｻｶ  ﾏﾋﾛ
 2   9 東深井  1244 片倉 琉偉(3)     43.26 Q  2   5 宮前平  1452 林 佳輝(3)     43.02 Q

ﾋｶﾞｼﾌｶｲ ｶﾀｸﾗ  ﾙｲ ﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾗ ﾊﾔｼ  ﾖｼｷ
千  葉  1242 中村 優輝(3) 神奈川  1450 安藤 慶祐(3)

ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳｷ ｱﾝﾄﾞｳ  ｹｲｽｹ
 1245 菅原 響喜(3)  1451 元木 辰之丞(3)

ｽｶﾞﾜﾗ  ﾋﾋﾞｷ ﾓﾄｷ  ｼﾝﾉｽｹ
 1241 吉田 有佑(3)  1449 矢崎 稜典(3)

ﾖｼﾀﾞ  ﾕｳｽｹ ﾔｻﾞｷ  ﾘｮｳｽｹ
 3   5 上滝  1807 加藤 悠人(2)     43.27 q  3   4 長良  2239 林 貴翔(3)     43.26 q

ｶﾐﾀﾞｷ ｶﾄｳ  ﾕｳﾄ ﾅｶﾞﾗ ﾊﾔｼ  ﾀｶﾄ
富  山  1801 池渕 秀(3) 愛  知  2237 戸谷 壮宏(3)

ｲｹﾌﾁ  ﾋﾃﾞ ﾄﾀﾆ  ﾏｻﾋﾛ
 1802 荒井 郁人(3)  2238 加藤 久騎(3)

ｱﾗｲ  ｲｸﾄ ｶﾄｳ  ﾋｻｷ
 1803 宮本 光(3)  2236 神谷 翔矢(3)

ﾐﾔﾓﾄ  ﾋｶﾙ ｶﾐﾔ  ｼｮｳﾔ
 4   7 けやき台  2840 山本 宙(3)     43.39  4   8 植田   717 正岡 大空(3)     43.37 

ｹﾔｷﾀﾞｲ ﾔﾏﾓﾄ  ｿﾗ ｳｴﾀﾞ ﾏｻｵｶ  ｿﾗ
兵  庫  2838 谷 純太朗(3) 福  島   718 澤田 樹(3)

ﾀﾆ  ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ ｻﾜﾀﾞ  ｲﾂｷ
 2839 藤田 勇輝(3)   719 山際 一颯(2)

ﾌｼﾞﾀ  ﾕｳｷ ﾔﾏｷﾞﾜ  ｲｯｻ
 2837 岡本 直也(3)   720 小野 滉太(3)

ｵｶﾓﾄ  ﾅｵﾔ ｵﾉ  ｺｳﾀ
 5   8 鶴岡第三   608 伊藤 北斗(3)     43.97  5   6 福米  3103 林 凌生(3)     43.71 

ﾂﾙｵｶﾀﾞｲｻﾝ ｲﾄｳ  ﾎｸﾄ ﾌｸﾖﾈ ﾊﾔｼ  ﾘｮｳｾｲ
山  形   610 鈴木 翔斗(3) 鳥  取  3102 廣瀬 歩真(3)

ｽｽﾞｷ  ｼｮｳﾄ ﾋﾛｾ  ｱﾕﾏ
  609 小林 拓斗(3)  3106 下村 聖也(2)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾄ ｼﾓﾑﾗ  ｾｲﾔ
  607 渡部 輝(3)  3101 下村 翔太(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋｶﾙ ｼﾓﾑﾗ  ｼｮｳﾀ
 6   2 宮崎本郷  4509 長井 航希(3)     43.99  6   2 新潟新井  1625 吉尾 鼓太郎(3)     43.84 

ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳ ﾅｶﾞｲ  ｺｳｷ ﾆｲｶﾞﾀｱﾗｲ ﾖｼｵ  ｺﾀﾛｳ
宮  崎  4507 大﨑 進太郎(3) 新  潟  1624 間島 楓(3)

ｵｵｻｷ  ｼﾝﾀﾛｳ ﾏｼﾞﾏ  ｶｴﾃﾞ
 4506 川越 響気(3)  1627 渡邉 悠希(2)

ｶﾜｺﾞｴ  ﾋﾋﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾕｳｷ
 4508 松本 幸心(3)  1605 吉川 渓(3)

ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳｼﾝ ﾖｼｶﾜ  ｹｲ
 7   3 吉備  3311 小野 稜汰(2)     44.57  7   1 五橋   405 藤田 想(3)     44.26 

ｷﾋﾞ ｵﾉ  ﾘｮｳﾀ ｲﾂﾂﾊﾞｼ ﾌｼﾞﾀ  ｿｳ
岡  山  3310 末友 晴基(2) 宮  城   401 佐々木 暁吾(3)

ｽｴﾄﾓ  ﾊﾙｷ ｻｻｷ  ｷｮｳｺﾞ
 3309 沼隈 聖輝(3)   403 阿部 剛大(3)

ﾇﾏｸﾏ  ｾｲｷ ｱﾍﾞ  ﾀｹﾋﾛ
 3308 中山 悠馬(3)   402 渡部 日向(3)

ﾅｶﾔﾏ  ﾕｳﾏ ﾜﾀﾉﾍﾞ  ﾋｭｳｶﾞ
  6 芦原  1704 小林 涼真(3)  8   3 小山城南   901 藤間 裕史(3)     44.37 

ｱｼﾊﾗ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾏ 失格 ｵﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾌｼﾞﾏ  ﾕｳｼﾞ
長  野  1703 柳澤 祐希(3) R1(3-4) 栃  木   902 岡島 浪漫(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾕｳｷ ｵｶｼﾞﾏ  ﾛﾏﾝ
 1706 原 泰三(3)   903 國井 真人(3)

ﾊﾗ  ﾀｲｿﾞｳ ｸﾆｲ  ﾏｻﾄ
 1705 藤村 知季(3)   904 垂石 悠吾(3)

ﾌｼﾞﾑﾗ  ﾄﾓｷ ﾀﾚｲｼ  ﾕｳｺﾞ
 9   9 東谷山  4606 羽生 樹哉(3)     44.42 

ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔﾏ ﾊﾌﾞ  ﾐｷﾔ
鹿児島  4607 髙松 史明(3)

ﾀｶﾏﾂ  ﾌﾐｱｷ
 4608 清野 瑛一朗(3)

ｷﾖﾉ  ｴｲｲﾁﾛｳ
 4609 立岡 翼(3)

ﾀﾁｵｶ  ﾂﾊﾞｻ

男子
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[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 福大大濠  4024 内田 俊輔(3)     43.03 Q

ﾌｸﾀﾞｲｵｵﾎﾘ ｳﾁﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ
福  岡  4003 今泉 堅貴(3)

ｲﾏｲｽﾞﾐ  ｹﾝｷ
 4025 今泉 智貴(3)

ｲﾏｲｽﾞﾐ  ｻﾄｷ
 4026 野田 雄也(3)

ﾉﾀﾞ  ﾕｳﾔ
 2   6 島  2413 村木 俊亮(3)     43.30 Q

ｼﾏ ﾑﾗｷ  ｼｭﾝｽｹ
岐  阜  2410 藤井 天佑(3)

ﾌｼﾞｲ  ﾃﾝﾕｳ
 2402 萩野 樹平(3)

ﾊｷﾞﾉ  ｷﾍｲ
 2409 木野 創介(3)

ｷﾉ  ｿｳｽｹ
 3   9 文岡  2306 濱岡 愛弥(3)     43.47 

ﾌﾐｵｶ ﾊﾏｵｶ  ﾏﾅﾔ
三  重  2307 奥野 哉汰(3)

ｵｸﾉ  ｶﾅﾀ
 2308 小﨑 慎平(3)

ｺｻｷ  ｼﾝﾍﾟｲ
 2305 濱口 虎汰郎(3)

ﾊﾏｸﾞﾁ  ｺﾀﾛｳ
 4   2 川本  1112 黒澤 希偉人(3)     43.55 

ｶﾜﾓﾄ ｸﾛｻﾜ  ｷｲﾄ
埼  玉  1111 戸澤 宏太(3)

ﾄｻﾞﾜ  ｺｳﾀ
 1110 倉林 雄大(3)

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ
 1113 小野寺 潤(3)

ｵﾉﾃﾞﾗ  ｼﾞｭﾝ
 5   4 泉   508 小原 優佑(3)     43.59 

ｲｽﾞﾐ ｵﾊﾞﾗ  ﾕｳｽｹ
秋  田   509 熊田 凌平(3)

ｸﾏﾀﾞ  ﾘｮｳﾍｲ
  510 小林 優仁(3)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏｻﾋﾄ
  507 加藤 伊織(3)

ｶﾄｳ  ｲｵﾘ
 6   7 双葉  2510 髙倉 勇人(3)     43.96 

ｿｳﾖｳ ﾀｶｸﾗ  ﾕｳﾄ
滋  賀  2511 須戸 遼(2)

ｽﾄﾞ  ﾘｮｳ
 2513 西野 開(2)

ﾆｼﾉ  ﾋﾗｷ
 2509 河内 颯太(3)

ｶﾜｳﾁ  ｿｳﾀ
 7   8 清水第二  2113 大畑 賢祐(3)     44.11 

ｼﾐｽﾞﾀﾞｲﾆ ｵｵﾊﾀ  ｹﾝｽｹ
静  岡  2110 田中 健太(3)

ﾀﾅｶ  ｹﾝﾀ
 2112 末永 真成(3)

ｽｴﾅｶﾞ  ﾏｻﾅﾘ
 2111 松井 駿弥(3)

ﾏﾂｲ  ｼｭﾝﾔ
 8   3 浪打   210 横山 幹真(2)     44.72 

ﾅﾐｳﾁ ﾖｺﾔﾏ  ﾄﾓﾁｶ
青  森   207 泉田 虎男(3)

ｲｽﾞﾐﾀﾞ  ｺﾅﾝ
  208 向井 海翔(3)

ﾑｶｲ  ｶｲﾄ
  209 栃木 瑞生(3)

ﾄﾁｷﾞ  ﾐｽﾞｷ
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