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２１．３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート　予選
上位１・２位は決勝へ、３・４位は３・４位決定戦へ　
５～８位はタイムにより順位を決定

順位 No. 　　選手氏名 学年 学校名 都道
府県

Finish
Time

2015/8/8 15:30
RESULT

km/h

東北 宮城1 37 沢田  桂太郎 / ｻﾜﾀﾞ  ｹｲﾀﾛｳ 3 3分29秒295 大会新51.6
橋本  陸 / ﾊｼﾓﾄ  ﾘｸ317 祐誠 福岡32 3分31秒764 51.0

150 永田  吏玖 / ﾅｶﾞﾀ  ﾘｸ 3 岐阜岐南工3 3分32秒004 50.9
3 榛生昇陽 奈良237 安川  義道 / ﾔｽｶﾜ  ﾖｼﾐﾁ4 3分33秒355 50.6

松本  京太 / ﾏﾂﾓﾄ  ｷｮｳﾀ 2 静岡1645 静岡北 3分35秒122 50.2
203 徳田  匠 / ﾄｸﾀﾞ  ﾀｸﾐ 3 北桑田6 京都 3分35秒287 50.2

3 昭和一学園124 中村  圭佑 / ﾅｶﾑﾗ  ｹｲｽｹ 東京7 3分37秒000 49.8
259 小野  舜介 / ｵﾉ  ｼｭﾝｽｹ 岡山8 3 興陽 3分37秒165 49.7

石川3 金沢187 小嶋  健太 / ｺｼﾞﾏ  ｹﾝﾀ9 3分37秒903 49.6
香川2 石田10 294 梅本  泰生 / ｳﾒﾓﾄ  ﾀｲｷ 3分38秒051 49.5

311 倉吉西 鳥取手嶋  豊 / ﾃｼﾏ  ﾕﾀｶ252 3分38秒542 49.4
212 中山  駿 / ﾅｶﾔﾏ  ﾊﾔｵ 大分日出総合347 3分38秒743 49.4

岐阜13 2 岐阜第一159 大屋  正聡 / ｵｵﾔ  ﾏｻﾄｼ 3分38秒798 49.4
岡山岡山工岡野  竜希 / ｵｶﾉ  ﾘｭｳｷ 326514 3分39秒418 49.2

田川  翔琉 / ﾀｶﾞﾜ  ｶｹﾙ 3 ルーテル34315 熊本 3分39秒820 49.1
3 学法石川 福島16 64 渡邉  歩 / ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｱﾕﾑ 3分40秒532 49.0

山梨清水  貴梨 / ｼﾐｽﾞ  ｷﾘ 2 甲府工17 147 3分41秒694 48.7
東京熊田  湧太 / ｸﾏﾀﾞ  ﾕｳﾀ 318 八王子桑志118 3分42秒113 48.6

19 60 鵜沼  利久 / ｳﾇﾏ  ﾘｸ 2 白河実業 福島 3分42秒121 48.6
保野  智也 / ﾔｽﾉ  ﾄﾓﾔ113 埼玉2 浦和工20 3分43秒314 48.4

取手一7021 3佐藤  彗斗 / ｻﾄｳ  ｹｲﾄ 茨城 3分44秒911 48.0
2 作新学院 栃木谷田貝  将弥 / ﾔﾀｶﾞｲ  ﾏｻﾋﾛ8122 3分45秒527 47.9

横浜 神奈川323 137 石上  優大 / ｲｼｶﾞﾐ  ﾏｻﾋﾛ 3分45秒635 47.9
春江工・坂井 福井324 197 上杉  嘉槻 / ｳｴｽｷﾞ  ﾖｼｷ 47.63分46秒909
古川工 宮城後藤  勝太 / ｺﾞﾄｳ  ｼｮｳﾀ 225 35 47.53分47秒566
叡明 埼玉10826 關根  論容 / ｾｷﾈ  ﾉﾘﾋﾛ 2 47.33分48秒310

27 215 大阪植益  和行 / ｳｴﾏｽ  ｶｽﾞﾕｷ 3 興國 47.23分48秒980


