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県中学記録(KJ)          49.02     西田亜・愛敬・西田佳・加藤(成徳)      2006
大会記録(GR)            51.46     疋田・小川・和田・早川(川越)          1999 7月30日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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 6 富田中 2579 伊藤　優希(2) ｲﾄｳ ﾕｷ 50.90 GR 1 6 常磐中 2461 松屋　優花(3) ﾏﾂﾔ ﾕｳｶ 53.59
2577 水谷　真苗(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾅｴ 2470 小池　亜凛(2) ｺｲｹ ｱﾘﾝ
2573 杉野　美月(3) ｽｷﾞﾉ ﾐﾂﾞｷ 2458 西　　唯伽(3) ﾆｼ ﾕｲｶ
2574 舘　奈々美(3) ﾀﾁ ﾅﾅﾐ 2451 安藤　　愛(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｱｲ

2 5 八風中 1479 菊本沙阿彌(3) ｷｸﾓﾄ ｻｱﾔ 53.49 2 7 山手中 1311 喜多　亜美(3) ｷﾀ ｱﾐ 54.08
1481 谷口きらら(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ｷﾗﾗ 1312 原口　未来(3) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾐｷ
1483 藤本　　直(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵ 1314 山本　樹奈(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾅ
1480 澤田光咲葵(3) ｻﾜﾀﾞ ﾐｻｷ 1313 三原　静香(3) ﾐﾊﾗ ｼｽﾞｶ

3 7 菰野中 1428 岡本　柚香(3) ｵｶﾓﾄ ﾕｽﾞｶ 54.65 3 8 朝日中 1559 松崎　来奈(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾗﾅ 54.80
1432 松岡　美里(3) ﾏﾂｵｶ ﾐｻﾄ 1551 中村　玲那(3) ﾅｶﾑﾗ ﾚﾅ
1433 毛利　美晴(3) ﾓｳﾘ ﾐﾊﾙ 1554 稲山　天音(2) ｲﾅﾔﾏ ｱﾏﾈ
1436 吉田　涼奈(3) ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾞﾅ 1552 冨谷　真理(3) ﾌｶﾔ ﾏﾘ

4 4 塩浜中 1274 伊藤　菜摘(3) ｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 54.66 4 4 保々中 2335 下野よつ葉(3) ｼﾓﾉ ﾖﾂﾊ 58.13
1276 奥田　涼泉(3) ｵｸﾀﾞ ｽｽﾞﾐ 2346 相馬　優芽(2) ｿｳﾏ ﾕﾒ
1278 小宮　あみ(3) ｺﾐﾔ ｱﾐ 2347 山川　美南(2) ﾔﾏｶﾜ ﾐﾅﾐ
1277 小林　沙綾(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔ 2333 鍛冶　侑果(3) ｶｼﾞ ﾕｳｶ

5 8 内部中 1369 立木　　凜(3) ﾂｲｷ ﾘﾝ 56.01 5 5 四日市南中 1332 伊藤　和香(3) ｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ 58.80
1373 山田　結梨(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘ 1347 村西　茜音(2) ﾑﾗﾆｼ ｱｶﾈ
1367 岡本眞鈴結(3) ｵｶﾓﾄ ｼｽﾞｸ 1336 渡部沙久来(3) ﾜﾀﾍﾞ ｻｸﾗ
1365 宇坂　美咲(3) ｳｻｶ ﾐｻｷ 1333 櫻田　菜月(3) ｻｸﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ

6 3 楠中 3108 森川　沙樹(2) ﾓﾘｶﾜ ｻｷ 58.16
3099 柴田　夢来(3) ｼﾊﾞﾀ ﾑｸ
3103 織田有莉杏(2) ｵﾀﾞ ﾕﾘｱ
3095 河合　怜亜(3) ｶﾜｲ ﾚｲｱ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 50.90 GR

2 53.49

3 53.59

4 54.08

5 54.65

6 54.66

7 54.80

8 56.01

富田中 伊藤　優希(2) / 水谷　真苗(3) / 杉野　美月(3) / 舘　奈々美(3)

八風中 菊本沙阿彌(3) / 谷口きらら(3) / 藤本　　直(3) / 澤田光咲葵(3)

常磐中 松屋　優花(3) / 小池　亜凛(2) / 西　　唯伽(3) / 安藤　　愛(3)

朝日中 松崎　来奈(2) / 中村　玲那(3) / 稲山　天音(2) / 冨谷　真理(3)

内部中 立木　　凜(3) / 山田　結梨(3) / 岡本眞鈴結(3) / 宇坂　美咲(3)

山手中 喜多　亜美(3) / 原口　未来(3) / 山本　樹奈(3) / 三原　静香(3)

菰野中 岡本　柚香(3) / 松岡　美里(3) / 毛利　美晴(3) / 吉田　涼奈(3)

塩浜中 伊藤　菜摘(3) / 奥田　涼泉(3) / 小宮　あみ(3) / 小林　沙綾(3)

凡例  GR:大会記録


