
女子4×100mR
審 判 長：後藤　二三夫

記録主任：加藤　俊哉

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)            51.65     疋田・小川・早川・和田(川越)          1999 10月19日 15:00 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 4 八風中 964 境　　文音(2) ｻｶｲ ｱﾔﾈ 52.33 1 5 菰野中 1533 宇治田　くるみ(2) ｳｼﾞﾀ ｸﾙﾐ 54.64
(三重) 965 清水　寧々(2) ｼﾐｽﾞ ﾈﾈ (三重) 1529 浅井　茉桜(2) ｱｻｲ ﾏｵ

963 池田　真結(2) ｲｹﾀﾞ ﾏﾕ 1541 水谷　心虹(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｺ
962 粟飯原早希(2) ｱｲﾊﾗ ｻｷ 1528 山中　琴葉(2) ﾔﾏﾅｶ ｺﾉﾊ

2 5 富田中 2804 渡邉悠莉香(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ 52.48 2 6 常磐中 1417 西　　理那(2) ﾆｼ ﾘﾅ 54.64 *TK
(三重) 1314 太田　風花(2) ｵｵﾀ ﾌｳｶ (三重) 3755 前川花緒里(1) ﾏｴｶﾞﾜ ｶｵﾘ

1320 古川　智未(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ 3752 伊藤　由奈(1) ｲﾄｳ ﾕﾅ
2800 佐久間楓子(1) ｻｸﾏ ﾌｳｺ 1418 松田奈生子(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｺ

3 7 朝日中 1630 齋藤　由依(2) ｻｲﾄｳ ﾕｲ 55.73 3 8 四日市南中 1345 近藤しずく(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞｸ 55.01
(三重) 1632 樋口　愛琉(2) ﾋｸﾞﾁ ｱｲﾙ (三重) 1346 十市ひなの(2) ﾄｲﾁ ﾋﾅﾉ

1629 古関菜々穂(2) ｺｾｷ ﾅﾅﾎ 1348 八鳥　　心(2) ﾊﾁﾄﾘ ｺｺﾛ
1635 木下　萌翔(2) ｷﾉｼﾀ ﾓｴｶ 1351 米倉　七菜(2) ﾖﾈｸﾗ ﾅﾅ

4 8 内部中 1463 渡部　愛夏(2) ﾜﾀﾍﾞ ﾏﾅ 56.43 4 7 山手中 1300 永井柚里奈(2) ﾅｶﾞｲ ﾕﾘﾅ 55.32
(三重) 1462 渡邉　京夏(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ (三重) 1301 橋本　　実(2) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾘ

1460 南山　瑠杏(2) ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾙｱ 1303 平野　愛果(2) ﾋﾗﾉ ﾏﾅｶ
1461 山田　舞依(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 1304 渡邉ゆりん(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘﾝ

5 6 楠中 1577 村田　菜緒(2) ﾑﾗﾀ ﾅｵ 59.28 5 4 暁中 2743 角田　茉央(1) ｶｸﾀﾞ ﾏｵ 57.99
(三重) 1575 服部　恋奈(2) ﾊｯﾄﾘ ｺｺﾅ (三重) 2745 加藤　琉己(1) ｶﾄｳ ﾘｺ

1574 徳永　　茜(2) ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾈ 2746 藤巻　咲良(1) ﾌｼﾞﾏｷ ｻｸﾗ
1572 亀田　幸乃(2) ｶﾒﾀﾞ ﾕｷﾉ 1477 水谷　玲瑛(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾏｴ

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 52.33

2 52.48

3 54.64

3 54.64 *TK

5 55.01

6 55.32

7 55.73

8 56.43

八風中(三重) 境　　文音(2) / 清水　寧々(2) / 池田　真結(2) / 粟飯原早希(2)

富田中(三重) 渡邉悠莉香(1) / 太田　風花(2) / 古川　智未(2) / 佐久間楓子(1)

菰野中(三重) 宇治田　くるみ(2) / 浅井　茉桜(2) / 水谷　心虹(2) / 山中　琴葉(2)

朝日中(三重) 齋藤　由依(2) / 樋口　愛琉(2) / 古関菜々穂(2) / 木下　萌翔(2)

内部中(三重) 渡部　愛夏(2) / 渡邉　京夏(2) / 南山　瑠杏(2) / 山田　舞依(2)

常磐中(三重) 西　　理那(2) / 前川花緒里(1) / 伊藤　由奈(1) / 松田奈生子(2)

四日市南中(三重) 近藤しずく(2) / 十市ひなの(2) / 八鳥　　心(2) / 米倉　七菜(2)

山手中(三重) 永井柚里奈(2) / 橋本　　実(2) / 平野　愛果(2) / 渡邉ゆりん(2)

凡例  *TK:着差あり


