
低学年女子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

6月9日 17:50 予　選
県中学記録(KJ)          50.70     大山・堂岡・小林・片山(文岡中)        2014 6月10日 09:00 準決勝
大会記録(GR)            52.71     寺本・横田・岡村・近藤(嬉野中)        2015 6月10日 16:15 決　勝

準決勝　2組3着＋2

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 久保中 2571 古山菜々美(2) ﾌﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ 54.42 1 5 白子中 944 早川　乃愛(2) ﾊﾔｶﾜ ﾉｱ 52.12 GR
2778 村田　茉音(1) ﾑﾗﾀ ﾏﾉﾝ Q 2734 徳山　叶愛(1) ﾄｸﾔﾏ ﾄｱ Q
2779 村田　実音(1) ﾑﾗﾀ ﾐﾉﾝ 2730 赤松　真衣(1) ｱｶﾏﾂ ﾏｲ
2567 谷口　望恵(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓｴ 942 松原　美空(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｸ

2 6 山手中 1300 永井柚里奈(2) ﾅｶﾞｲ ﾕﾘﾅ 54.47 2 2 多度中 1232 泉　　琉花(2) ｲｽﾞﾐ ﾙｶ 53.80
3561 上野　叶夢(1) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ Q 488 平野　里歩(1) ﾋﾗﾉ ﾘﾎ Q
3565 佐藤　朱夏(1) ｻﾄｳ ｼｭｶ 489 水谷　華奈(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ
1304 渡邉ゆりん(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘﾝ 1234 平野　真琴(2) ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ

3 5 一身田中 2831 藤山　実央(2) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐｵ 54.91 3 3 四日市南中 1348 八鳥　　心(2) ﾊﾁﾄﾘ ｺｺﾛ 55.21
2839 ダンボン　アレクサンドレア(1) ﾀﾞﾝﾎﾞﾝ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾚｱ Q 2956 青山ひより(1) ｱｵﾔﾏ ﾋﾖﾘ Q
2842 濵口　和菜(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅ 2958 吉山　結菜(1) ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾅ
2832 水谷　優希(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 1351 米倉　七菜(2) ﾖﾈｸﾗ ﾅﾅ

4 1 常磐中 1417 西　　理那(2) ﾆｼ ﾘﾅ 55.45 4 7 嬉野中 2180 前野ここ寧(2) ﾏｴﾉ ｺｺﾈ 55.57
3755 前川花緒里(1) ﾏｴｶﾞﾜ ｶｵﾘ q 3775 大森　心葉(1) ｵｵﾓﾘ ｺｺﾊ q
3752 伊藤　由奈(1) ｲﾄｳ ﾕﾅ 3780 谷口　来瞳(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｸﾙﾐ
1418 松田奈生子(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｺ 2182 澤井　風月(2) ｻﾜｲ ﾌﾂﾞｷ

5 7 一志中 2137 岸田　彩果(2) ｷｼﾀﾞ ｻﾔｶ 55.84 5 4 文岡中 193 柴原　聖那(2) ｼﾊﾞﾊﾗ ｾｲﾅ 55.99
3840 前山　莉緒(1) ﾏｴﾔﾏ ﾘｵ 3388 小久保怜依(1) ｺｸﾎﾞ ﾚｲ
3836 内田　鈴音(1) ｳﾁﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 3389 市埜　心愛(1) ｲﾁﾉ ｺｺｱ
2136 笠井　柚芽(2) ｶｻｲ ﾕﾒ 191 伊藤　沙耶(2) ｲﾄｳ ｻﾔ

6 3 東員第二中 1262 鎌田　彩華(2) ｶﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 56.14 6 8 内部中 1463 渡部　愛夏(2) ﾜﾀﾍﾞ ﾏﾅ 56.56
2587 森岡　彩乃(1) ﾓﾘｵｶ ｱﾔﾉ 3437 宇坂理々華(1) ｳｻｶ ﾘﾘｶ
2591 駒村　心海(1) ｺﾏﾑﾗ ｺｺﾐ 3441 澤田　　華(1) ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅ
1263 前田　凜香(2) ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ 1461 山田　舞依(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ

7 2 神戸中 2681 北川　桃花(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 56.18 7 1 三重大附属中 2059 福島　宇紗(2) ﾌｸｼﾏ ｳｻ 56.71
2699 玉村　裕奈(1) ﾀﾏﾑﾗ ﾕｳﾅ 3460 小倉　侑華(1) ｵｸﾞﾗ ﾕｳｶ
2697 北村　彩菜(1) ｷﾀﾑﾗ ｱﾔﾅ 3459 山川　乃愛(1) ﾔﾏｶﾜ ﾉｱ
2683 鈴木心々咲(2) ｽｽﾞｷ ｺｺｻ 2057 増田　葉音(2) ﾏｽﾀﾞ ﾊﾉﾝ

8 8 明正中 1042 藤田　和佳(2) ﾌｼﾞﾀ ﾜｶ 56.69 8 6 陵成中 1192 石田　彩花(2) ｲｼﾀﾞ ｱﾔｶ 56.95
3019 伊藤さくら(1) ｲﾄｳ ｻｸﾗ 3103 下田　華菜(1) ｼﾓﾀﾞ ﾊﾙﾅ
3017 後藤　真央(1) ｺﾞﾄｳ ﾏｵ 3095 糟谷　　怜(1) ｶｽﾔ ﾚｲ
1039 丹村　和咲(2) ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｻ 1200 中川　成実(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ

凡例  GR:大会記録


