
小学5.6年女子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県小学記録(KE)          53.14     荒木・木下・福田・稲石(南勢陸上ク)    2016 9月9日 16:35 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 4 一志Beast－A 560 内田　鈴音(6) ｳﾁﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 56.68 1 5 ゆめが丘陸上－A 1495 大谷　莉子(6) オオタニ　リコ 57.89
563 前山　莉緒(6) ﾏｴﾔﾏ ﾘｵ 1493 大光美緒里(6) ダイコウ　ミオリ

559 上村真央吏(6) ｳｴﾑﾗ ﾏｵﾘ 1494 中野　綾花(6) ナカノ　アヤカ

561 黒古　愛果(6) ｸﾛｺ ｱｲｶ 1492 城山　睦珠(6) ジョウヤマ　ムツミ

2 5 ＹウェルネスＣ－A 226 斉藤　瑠里(6) ｻｲﾄｳ ﾙﾘ 58.30 2 8 一志Beast－B 565 飯田　もも(5) ｲｲﾀﾞ ﾓﾓ 1:00.56

224 伊藤　由奈(6) ｲﾄｳ ﾕﾅ 570 木嶋　　鈴(5) ｷｼﾞﾏ ﾘﾝ
227 舘　　萌加(6) ﾀﾁ ﾓｴｶ 567 岡田日真莉(5) ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ
225 上野　叶夢(6) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ 571 小竹　真花(5) ｺﾀｹ ﾏﾅｶ

3 3 ゆめが丘陸上－C 1506 松岡美乃莉(5) マツオカ　ミノリ 1:01.60 3 4 保々ＲＣ 199 平野　心菜(6) ﾋﾗﾉ ｺｺﾅ 1:04.87

1497 今井ともか(5) イマイ　トモカ 200 水谷　結彩(6) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｲ
1503 福永　野乃(5) フクナガ　ノノ 201 村岡春奈　(6) ﾑﾗｵｶ ﾊﾙﾅ
1502 中森　優奈(5) ナカモリ　ユナ 202 森山　美空(6) ﾓﾘﾔﾏ ﾐｸ

4 7 三浜陸上 162 後藤　杏実(5) ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 1:02.47 4 7 津陸上ク 2025 長谷川実柚(6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾕ 1:07.49

160 平岡　夢萌(6) ﾋﾗｵｶ ﾕﾒ 2032 山口　紗瑛(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ
164 堀木　優菜(5) ﾎﾘｷ ﾕｳﾅ 2491 井ノ口世菜(5) ｲﾉｸﾞﾁ ｾﾅ
159 城戸陽菜多(6) ｷﾄﾞ ﾋﾅﾀ 2040 石川　結愛(5) ｲｼｶﾜ ﾕﾗ

5 8 菰野ＳＣ－B 395 澤田　彩花(5) ｻﾜﾀﾞ ｱﾔｶ 1:03.15 6 菰野ＳＣ－A 390 清水　万帆(6) ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ DQ,R2

398 佐藤　利都(5) ｻﾄｳ ﾘﾂ 389 澤田　　華(6) ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅ
397 谷　　果保(5) ﾀﾆ ｶﾎ 392 田中　心萌(6) ﾀﾅｶ ｺｺﾓ
399 柿市　茉帆(5) ｶｷｲﾁ ﾏﾎ 393 三木　智恵(6) ﾐｷ ﾄﾓｴ

6 楠陸上Jｒ－A 274 萱苗　佑月(5) ｶﾔﾐｮｳ ﾕﾂﾞｷ DQ,R3

273 稲見萌瑠百(5) ｲﾅﾐ ﾒﾙﾓ
268 小麦　梨緒(6) ｺﾑｷﾞ ﾘｵ
271 松村妃奈乃(6) ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾅﾉ

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 4 ゆめが丘陸上－B 1505 増田　優月(5) マスダ　ユヅキ 57.77
1501 土田　　愛(5) ツチダ　アイ
1507 松山　由真(5) マツヤマ　ユマ

1508 南　  友(5) ミナミ　トモ
2 5 朝日陸上少 311 望月麻巳子(6) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾐｺ 1:00.91

307 岡崎　綾乃(6) ｵｶｻﾞｷ ｱﾔﾉ
308 奥村　帆香(6) ｵｸﾑﾗ ﾎﾉｶ
312 小林　夢明(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒｱ

3 6 内部陸上少 177 山村　洸葉(5) ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾛﾊ 1:02.66

174 吉原　花玲(6) ﾖｼﾊﾗ ｶﾚﾝ
173 小林　華　(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ
172 今村　世渚(6) ｲﾏﾑﾗ ｾﾅ

4 3 一志Beast－C 566 井山はる佳(5) ｲﾔﾏ ﾊﾙｶ 1:03.27

562 東　　優里(6) ﾋｶﾞｼ ﾕﾘ
572 高橋　りこ(5) ﾀｶﾊｼ ﾘｺ
564 吉岡　万桜(6) ﾖｼｵｶ ﾏｵ

5 7 ＹウェルネスＣ－B 230 加藤　遙夏(5) ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 1:07.14

228 松本　菜緒(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵ
232 森川　木春(5) ﾓﾘｶﾜ ｺﾊﾙ
229 山下　莉子(6) ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ

8 ゆめが丘陸上－D 1500 杉森　百音(5) スギモリ　モネ DQ,R2

1499 久米　花梨(5) クメ　カリン
1496 井本　悠唯(5) イノモト　ユイ

1498 城山　和奏(5) ジョウヤマ　ワカナ

凡例  DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4
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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 56.68

2 57.77

3 57.89

4 58.30

5 1:00.56

6 1:00.91

7 1:01.60

8 1:02.47

一志Beast－A 内田　鈴音(6) / 前山　莉緒(6) / 上村真央吏(6) / 黒古　愛果(6)

ゆめが丘陸上－B 増田　優月(5) / 土田　　愛(5) / 松山　由真(5) / 南　  友(5)

ゆめが丘陸上－A 大谷　莉子(6) / 大光美緒里(6) / 中野　綾花(6) / 城山　睦珠(6)

ゆめが丘陸上－C 松岡美乃莉(5) / 今井ともか(5) / 福永　野乃(5) / 中森　優奈(5)

三浜陸上 後藤　杏実(5) / 平岡　夢萌(6) / 堀木　優菜(5) / 城戸陽菜多(6)

ＹウェルネスＣ－A 斉藤　瑠里(6) / 伊藤　由奈(6) / 舘　　萌加(6) / 上野　叶夢(6)

一志Beast－B 飯田　もも(5) / 木嶋　　鈴(5) / 岡田日真莉(5) / 小竹　真花(5)

朝日陸上少 望月麻巳子(6) / 岡崎　綾乃(6) / 奥村　帆香(6) / 小林　夢明(5)

凡例  DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4


