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審 判 長：宮田藤志次
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県中学記録(KJ)          50.70     文岡(大山・堂岡・小林・片山)          2014 9月9日 16:50 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 7 八風中 1494 陣内　美滉(2) ｼﾞﾝﾅｲ ﾐﾋﾛ 54.22 1 6 山手中 1325 矢野　瑠彗(2) ﾔﾉ ﾙｾ 56.21
3560 清水　寧々(1) ｼﾐｽﾞ ﾈﾈ 2961 橋本　　実(1) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾘ
3557 粟飯原早希(1) ｱｲﾊﾗ ｻｷ 2964 渡邉ゆりん(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘﾝ
1495 吉岡　朱莉(2) ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ 1318 篠原　佑芽(2) ｼﾉﾊﾗ ﾕﾒ

2 6 菰野中 1462 長田　彩愛(2) ﾅｶﾞﾀ ｻｴ 54.60 2 4 常磐中－A 2469 北川　青空(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｾｲﾗ 56.57
2507 山中　琴葉(1) ﾔﾏﾅｶ ｺﾉﾊ 3399 松田奈生子(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｺ
2508 浅井　茉桜(1) ｱｻｲ ﾏｵ 3398 西　　理那(1) ﾆｼ ﾘﾅ
1464 若林　芽愛(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｲｱ 2467 伊波ひかり(2) ｲﾊ ﾋｶﾘ

3 4 嬉野中－A 2252 大森　美奈(2) ｵｵﾓﾘ ﾐﾅ 54.69 3 3 久居中 3265 牧野　　澄(2) ﾏｷﾉ ｽﾐﾚ 56.75
3515 平岡　璃子(1) ﾋﾗｵｶ ﾘｺ 3274 髙橋明日香(1) ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ
3516 前野ここ寧(1) ﾏｴﾉ ｺｺﾈ 3269 伊藤　陽和(1) ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ
2258 山中　紅音(2) ﾔﾏﾅｶ ｱｶﾈ 3264 津田　寧子(2) ﾂﾀﾞ ﾈﾈ

4 5 千代崎中 1796 山下　未莉(2) ﾔﾏｼﾀ ﾐﾘ 54.85 4 2 嬉野中－B 2253 北村　柚月(2) ｷﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 57.42
3538 山際　乃愛(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ 3517 青木すみれ(1) ｱｵｷ ｽﾐﾚ
3530 加納　瑞姫(1) ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ 3514 西尾希々風(1) ﾆｼｵ ﾉﾉｶ
1781 大山　若菜(2) ｵｵﾔﾏ ﾜｶﾅ 2251 井上陽菜乃(2) ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾉ

5 3 朝日中 1558 松崎日菜子(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾅｺ 55.48 5 7 紀北中 788 竹谷　梨緒(2) ﾀｹﾀﾆ ﾘｵ 57.68
3371 木下　萌翔(1) ｷﾉｼﾀ ﾓｴｶ 768 竹谷香里奈(1) ﾀｹﾀﾆ ｶﾘﾅ
3365 齋藤　由依(1) ｻｲﾄｳ ﾕｲ 772 村口加沙音(1) ﾑﾗｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ
1556 小林　花音(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 792 濵口　結子(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｲｺ

6 8 常磐中－B 2465 石本　尚子(2) ｲｼﾓﾄ ﾅｵｺ 59.56 6 8 常磐中－C 2474 西山　羅夢(2) ﾆｼﾔﾏ ﾗﾑ 1:01.81

3400 松屋　朋夏(1) ﾏﾂﾔ ﾄﾓｶ 3397 西村　未来(1) ﾆｼﾑﾗ ﾐﾗｲ
3396 中村　美音(1) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾄ 3401 星野　早紀(1) ﾎｼﾉ ｻｷ
2471 佐伯　楽菜(2) ｻｴｷ ﾗﾅ 2466 伊藤　春奈(2) ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ

2 内部中－A 1374 安藤　伊織(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｲｵﾘ DQ,R1 5 富田中 2578 一蝶　美月(2) ｲｯﾁｮｳ ﾐﾂﾞｷ DNF
2799 山田　舞依(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 2586 太田　風花(1) ｵｵﾀ ﾌｳｶ
2801 渡部　愛夏(1) ﾜﾀﾍﾞ ﾏﾅ 2592 古川　智未(1) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ
1376 坂本　美咲(2) ｻｶﾓﾄ ﾐｻｷ 2581 山田　莉子(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ

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 54.22

2 54.60

3 54.69

4 54.85

5 55.48

6 56.21

7 56.57

8 56.75

八風中 陣内　美滉(2) / 清水　寧々(1) / 粟飯原早希(1) / 吉岡　朱莉(2)

菰野中 長田　彩愛(2) / 山中　琴葉(1) / 浅井　茉桜(1) / 若林　芽愛(2)

嬉野中－A 大森　美奈(2) / 平岡　璃子(1) / 前野ここ寧(1) / 山中　紅音(2)

常磐中－A 北川　青空(2) / 松田奈生子(1) / 西　　理那(1) / 伊波ひかり(2)

久居中 牧野　　澄(2) / 髙橋明日香(1) / 伊藤　陽和(1) / 津田　寧子(2)

千代崎中 山下　未莉(2) / 山際　乃愛(1) / 加納　瑞姫(1) / 大山　若菜(2)

朝日中 松崎日菜子(2) / 木下　萌翔(1) / 齋藤　由依(1) / 小林　花音(2)

山手中 矢野　瑠彗(2) / 橋本　　実(1) / 渡邉ゆりん(1) / 篠原　佑芽(2)

凡例  DNF:途中棄権 DQ:失格 R1:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 1→2


