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県小学記録(KE)          53.93     瀬々奈・須川・上村・中垣内(一志Ｂｅａｓｔ)2013 4月7日 15:55 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 5 松阪走塾－A 1668 増井菜々花(5) ﾏｽｲ ﾅﾅｶ 1:01.88 1 4 ゆめが丘陸上－B 1510 花本　夏菜(5) ﾊﾅﾓﾄ ｶﾅ 1:02.44

1669 三輪　はな(5) ﾐﾜ ﾊﾅ 1512 丸山花乃子(5) ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉｺ
7045 岡本　　拓(5) ｵｶﾓﾄ ﾀｸ 1469 矢口　雄登(5) ﾔｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
1648 中村　恒介(5) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 1471 髙島　　誉(5) ﾀｶｼﾏ ﾎﾏﾚ 

2 6 保々ＲＣ－A 207 森山　　光(5) ﾓﾘﾔﾏ ｱｶﾘ 1:02.31 2 7 保々ＲＣ－B 2895 安里　來桃(5) ｱｻﾄ ｸﾙﾐ 1:06.37

206 古川　瑠菜(5) ﾌﾙｶﾜ ﾙﾅ 204 市瀬　倖菜(5) ｲﾁﾉｾ ﾕｷﾅ
189 稲岡　岳洋(5) ｲﾅｵｶ ﾀｶﾋﾛ 2189 完山　兼晨 (4) ﾓﾄﾔﾏ ｹﾝｼﾝ
190 稲田　想大(5) ｲﾅﾀﾞ ｿｳﾀ 2182 伊藤　碧希(4) ｲﾄｳ ｱｲｷ

3 7 笹尾ＡＣ－A 113 伊藤　千華(4) ｲﾄｳ ﾁﾊﾅ 1:05.34 3 6 ゆめが丘陸上－C 1511 藤川　凛乃(5) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘﾝﾉ 1:07.66

2048 寺谷ミラン(4) ﾃﾗﾀﾆ ﾐﾗﾝ 1515 増田　優愛(4) ﾏｽﾀﾞ ﾕｱ
2077 伊藤　崚希(4) ｲﾄｳ ﾘｷ 1476 谷口　颯太(4) ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ

96 竹田　陸哉(4) ﾀｹﾀﾞ ﾘｸﾔ 1466 宮田　　天(5) ﾐﾔﾀ ﾃﾝ
4 2 ＹウェルネスＣ 235 市川　玲海(4) ｲﾁｶﾜ ﾚﾐ 1:07.45 4 3 菰野ＳＣ 386 小﨑　瑛太(4) ｺｻﾞｷ ｴｲﾀ 1:08.23

236 矢田　柚紀(4) ﾔﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 387 山内　康平(4) ﾔﾏｳﾁ ｺｳﾍｲ
222 馬庭　康輔(4) ﾏﾆﾜ ｺｳｽｹ 410 井上　真菜(4) ｲﾉｳｴ ﾏﾅ
220 上野　陽葵(4) ｳｴﾉ ﾊﾙｷ 412 落合　樹奈(4) ｵﾁｱｲ ｷﾅ

5 8 三浜陸上 167 小林　稜奈(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 1:07.83 5 8 松阪走塾－B 1667 前川恵里奈(5) ﾏｴｶﾞﾜ ｴﾘﾅ 1:08.51

166 城戸ひより(5) ｷﾄﾞ ﾋﾖﾘ 1666 西井　史帆(5) ﾆｼｲ ｼﾎ
156 竹林　　睦(4) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾑﾂｷ 1646 田中　逞真(5) ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ
157 広田　　捷(4) ﾋﾛﾀ ﾊﾔﾄ 1652 西川　修平(4) ﾆｼｶﾜ ｼｭｳﾍｲ

3 楠陸上Jｒ 275 柴田　百萌(5) ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓ DQ,R3 6 2 笹尾ＡＣ－B 114 伊藤　心宥(4) ｲﾄｳ ﾐｱ 1:09.20

276 田中　絵瑚(5) ﾀﾅｶ ｴｺ 111 中西　心桜(4) ﾅｶﾆｼ ﾐｵ 
260 早川　怜汰(5) ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳﾀ 98 葉山　ビキトル(4) ﾊﾔﾏ ﾋﾞｷﾄﾙ
262 新井　和波(4) ｱﾗｲ ｶｽﾞﾊ 2049 寺谷　　零(4) ﾃﾗﾀﾆ ﾚｲ

4 ゆめが丘陸上－A DNS 7 5 内部陸上少 2194 稲垣みなみ(5) ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾅﾐ 1:11.95

178 小林　　由(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
2191 前岨　大輝(5) ﾏｴｿﾊﾞ ﾀﾞｲｷ
2212 加藤　聖史(5) ｶﾄｳ ﾏｻｼ

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 1:01.88

2 1:02.31

3 1:02.44

4 1:05.34

5 1:06.37

6 1:07.45

7 1:07.66

8 1:07.83

松阪走塾－A 増井菜々花(5) / 三輪　はな(5) / 岡本　　拓(5) / 中村　恒介(5)

保々ＲＣ－A 森山　　光(5) / 古川　瑠菜(5) / 稲岡　岳洋(5) / 稲田　想大(5)

ゆめが丘陸上－B 花本　夏菜(5) / 丸山花乃子(5) / 矢口　雄登(5) / 髙島　　誉(5)

ゆめが丘陸上－C 藤川　凛乃(5) / 増田　優愛(4) / 谷口　颯太(4) / 宮田　　天(5)

三浜陸上 小林　稜奈(4) / 城戸ひより(5) / 竹林　　睦(4) / 広田　　捷(4)

笹尾ＡＣ－A 伊藤　千華(4) / 寺谷ミラン(4) / 伊藤　崚希(4) / 竹田　陸哉(4)

保々ＲＣ－B 安里　來桃(5) / 市瀬　倖菜(5) / 完山　兼晨 (4) / 伊藤　碧希(4)

ＹウェルネスＣ 市川　玲海(4) / 矢田　柚紀(4) / 馬庭　康輔(4) / 上野　陽葵(4)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 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


