
中学女子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県中学記録(KJ)          49.02     成徳(西田亜・愛敬・西田佳・加藤)      2006 9月9日 17:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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 5 嬉野中 2243 淺野ななこ(3) ｱｻﾉ ﾅﾅｺ 52.04 1 7 菰野中 1433 毛利　美晴(3) ﾓｳﾘ ﾐﾊﾙ 54.37
2244 岡村　瑠夏(3) ｵｶﾑﾗ ﾙｶ 1429 奥平　桃子(3) ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾓﾓｺ
2250 吉村　優愛(3) ﾖｼﾑﾗ ﾕｱ 2521 水谷　心虹(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｺ
2249 横田　　萌(3) ﾖｺﾀ ﾓｴ 1434 山﨑そよか(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾖｶ

2 7 千代崎中 1774 小林　愛弓(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 53.64 2 4 神戸中－B 3588 山中　咲空(1) ﾔﾏﾅｶ ｻﾗ 55.87
1775 杉本　　琴(3) ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄ 3585 豊田　芽以(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ
1795 山口　來夢(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾗﾑ 3587 山路　彩乃(1) ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ
1780 渡邉　結月(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 3583 鈴木心々咲(1) ｽｽﾞｷ ｺｺｻ

3 4 神戸中－A 1699 永戸　紗更(2) ﾅｶﾞﾄ ｻｻﾗ 55.88 3 6 朝日中－A 1559 松崎　来奈(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾗﾅ 56.12
1701 濱口　菜月(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 1551 中村　玲那(3) ﾅｶﾑﾗ ﾚﾅ
1695 倉渕みなみ(2) ｸﾗﾌﾞﾁ ﾐﾅﾐ 1554 稲山　天音(2) ｲﾅﾔﾏ ｱﾏﾈ
1698 中川　瑞萌(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 1552 冨谷　真理(3) ﾌｶﾔ ﾏﾘ

4 3 紀北中 787 東　香菜子(3) ﾋｶﾞｼ ｶﾅｺ 55.96 4 5 鼓ヶ浦中 1841 川村　芽生(2) ｶﾜﾑﾗ ﾒｲ 57.25
794 東　菜々美(2) ﾋｶﾞｼ ﾅﾅﾐ 1842 木下　珠鈴(2) ｷﾉｼﾀ ｼｭﾘﾝ
784 小竹　愛華(3) ｺﾀｹ ﾏﾅｶ 1843 久保田愛衣(2) ｸﾎﾞﾀ ｱｲ
785 中村　莉子(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｺ 1840 大西麻紀子(2) ｵｵﾆｼ ﾏｷｺ

6 富田中 DNS 5 3 四日市南中－A 1346 牛江　莉子(2) ｳｼｴ ﾘｺ 57.63
3065 十市ひなの(1) ﾄｲﾁ ﾋﾅﾉ
1347 村西　茜音(2) ﾑﾗﾆｼ ｱｶﾈ
1348 森田　一花(2) ﾓﾘﾀ ｲﾁｶ

8 大木中 DNS 6 8 久居中 3261 宮本　育実(3) ﾐﾔﾓﾄ ｲｸﾐ 58.59
3272 検梗谷美優(1) ｹﾝｷﾞｮｳﾔ ﾐﾕ
3267 跡田　紗也(1) ｱﾄﾀﾞ ｻﾔ
3276 水野　美玖(1) ﾐｽﾞﾉ ﾐｸ

3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 常磐中 2461 松屋　優花(3) ﾏﾂﾔ ﾕｳｶ 53.38
2470 小池　亜凛(2) ｺｲｹ ｱﾘﾝ
2458 西　　唯伽(3) ﾆｼ ﾕｲｶ
2451 安藤　　愛(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｱｲ

2 4 アスリートY 5052 村岡　紗千(2) ﾑﾗｵｶ ｻﾁ 54.26
5055 石川陽那菜(1) ｲｼｶﾜ ﾋﾅﾅ
5047 田村　花鈴(3) ﾀﾑﾗ ｶﾘﾝ
5048 清水　咲良(3) ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗ

3 8 山手中 1311 喜多　亜美(3) ｷﾀ ｱﾐ 54.88
1312 原口　未来(3) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾐｷ
1314 山本　樹奈(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾅ
1313 三原　静香(3) ﾐﾊﾗ ｼｽﾞｶ

4 5 内部中 1369 立木　　凜(3) ﾂｲｷ ﾘﾝ 58.66
1373 山田　結梨(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘ
1375 木中　梨七(2) ｷﾅｶ ﾘﾅ
1365 宇坂　美咲(3) ｳｻｶ ﾐｻｷ

5 6 四日市南中－B 3067 八鳥　　心(1) ﾊﾁﾄﾘ ｺｺﾛ 59.34
3069 本田　京伽(1) ﾎﾝﾀﾞ ｷｮｳｶ
3070 米倉　七菜(1) ﾖﾈｸﾗ ﾅﾅ
3066 南部　雪奈(1) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾅ
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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 52.04

2 53.38

3 53.64

4 54.26

5 54.37

6 54.88

7 55.87

8 55.88

嬉野中 淺野ななこ(3) / 岡村　瑠夏(3) / 吉村　優愛(3) / 横田　　萌(3)

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

千代崎中 小林　愛弓(3) / 杉本　　琴(3) / 山口　來夢(2) / 渡邉　結月(3)

神戸中－B 山中　咲空(1) / 豊田　芽以(1) / 山路　彩乃(1) / 鈴木心々咲(1)

神戸中－A 永戸　紗更(2) / 濱口　菜月(2) / 倉渕みなみ(2) / 中川　瑞萌(2)

アスリートY 村岡　紗千(2) / 石川陽那菜(1) / 田村　花鈴(3) / 清水　咲良(3)

菰野中 毛利　美晴(3) / 奥平　桃子(3) / 水谷　心虹(1) / 山﨑そよか(3)

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