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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 4月7日 15:45 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 ゆめが丘陸上－A 1507 松山　由真(6) ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾏ 56.48 1 8 三浜陸上 163 萩　寿乃花(6) ﾊｷﾞ ｼﾞｭﾉｶ 1:04.44

1505 増田　優月(6) ﾏｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 162 後藤　杏実(6) ｺﾞﾄｳ ｱﾐ
1501 土田　　愛(6) ﾂﾁﾀﾞ ｱｲ 164 堀木　優菜(6) ﾎﾘｷ ﾕｳﾅ
1508 南　  友(6) ﾐﾅﾐ ﾄﾓ 165 青江世里葉(5) ｱｵｴ ｾﾘﾊ

2 6 笹尾ＡＣ 110 松田　萌加(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾓｶ 1:02.34 2 4 ゆめが丘陸上－C 1513 中島　早優(5) ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾕ 1:04.99

107 大澤　　椿(6) ｵｵｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｷ 1509 浦田麻由奈(5) ｳﾗﾀ ﾏﾕﾅ
109 鈴木　杏奈(6) ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 1498 城山　和奏(6) ｼﾞｮｳﾔﾏ ﾜｶﾅ
108 川端　美依(6) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｲ 1500 杉森　百音(6) ｽｷﾞﾓﾘ ﾓﾈ

3 8 菰野ＳＣ－A 398 佐藤　利都(6) ｻﾄｳ ﾘﾂ 1:02.77 3 7 菰野ＳＣ－B 403 岩尾　風音(5) ｲﾜｵ ﾌｳﾈ 1:11.59

397 谷　　果保(6) ﾀﾆ ｶﾎ 402 森　　絢理(5) ﾓﾘ ｱﾔﾘ
395 澤田　彩花(6) ｻﾜﾀﾞ ｱﾔｶ 409 伊藤　瑠那(5) ｲﾄｳ ﾙﾅ
399 柿市　茉帆(6) ｶｷｲﾁ ﾏﾎ 408 三木　桃杏(5) ﾐｷ ﾓﾓｱ

4 4 楠陸上Jｒ 2908 福村　　叶(6) ﾌｸﾑﾗ ｶﾅﾙ 1:03.33 5 内部陸上少 DNS
273 稲見萌瑠百(6) ｲﾅﾐ ﾒﾙﾓ
2875 渡辺さくら(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ
274 萱苗　佑月(6) ｶﾔﾐｮｳ ﾕﾂﾞｷ

5 5 ＹウェルネスＣ 232 森川　木春(6) ﾓﾘｶﾜ ｺﾊﾙ 1:04.48 6 ゆめが丘陸上－B 1502 中森　優奈(6) ﾅｶﾓﾘ ﾕﾅ DNS
231 藤田　　爽(6) ﾌｼﾞﾀ ｻﾜ 1506 松岡美乃莉(6) ﾏﾂｵｶ ﾐﾉﾘ
234 中山　　楓(5) ﾅｶﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 1497 今井ともか(6) ｲﾏｲ ﾄﾓｶ
2902 清水　悠沙(5) ｼﾐｽﾞ ﾕｳｻ 1503 福永　野乃(6) ﾌｸﾅｶﾞ ﾉﾉ

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 56.48

2 1:02.34

3 1:02.77

4 1:03.33

5 1:04.44

6 1:04.48

7 1:04.99

8 1:11.59

ゆめが丘陸上－A 松山　由真(6) / 増田　優月(6) / 土田　　愛(6) / 南　  友(6)

笹尾ＡＣ 松田　萌加(6) / 大澤　　椿(6) / 鈴木　杏奈(6) / 川端　美依(6)

菰野ＳＣ－A 佐藤　利都(6) / 谷　　果保(6) / 澤田　彩花(6) / 柿市　茉帆(6)

ゆめが丘陸上－C 中島　早優(5) / 浦田麻由奈(5) / 城山　和奏(6) / 杉森　百音(6)

菰野ＳＣ－B 岩尾　風音(5) / 森　　絢理(5) / 伊藤　瑠那(5) / 三木　桃杏(5)

楠陸上Jｒ 福村　　叶(6) / 稲見萌瑠百(6) / 渡辺さくら(6) / 萱苗　佑月(6)

三浜陸上 萩　寿乃花(6) / 後藤　杏実(6) / 堀木　優菜(6) / 青江世里葉(5)

ＹウェルネスＣ 森川　木春(6) / 藤田　　爽(6) / 中山　　楓(5) / 清水　悠沙(5)

凡例  DNS:欠場


