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県記録(KR)              46.02     宇治山田商高(木下・橋爪・作野・世古)  2009 9月8日 18:10 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 3 いなべ総合高 592 瀬古　真穂(1) ｾｺ ﾏﾅﾎ 51.45 1 5 松阪商高 415 瀬々奈璃乃(1) ｾｾﾅ ﾘﾉ 49.71
(三重) 572 金森　末帆(2) ｶﾅﾓﾘ ﾏﾎ (三重) 421 横山　結香(1) ﾖｺﾔﾏ ﾕｲｶ

591 水谷　　月(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾙﾅ 407 三ッ岩　こころ(2) ﾐﾂｲﾜ ｺｺﾛ
574 林　　宏香(2) ﾊﾔｼ ﾋﾛｶ 420 横田　　萌(1) ﾖｺﾀ ﾓｴ

2 5 神戸高 677 早川　愛菜(2) ﾊﾔｶﾜ ｱｲﾅ 52.38 2 4 四日市商高 1 中野　　藍(3) ﾅｶﾉ ﾗﾝ 51.40
(三重) 687 宇坂　美咲(1) ｳｻｶ ﾐｻｷ (三重) 4 三杉　七美(3) ﾐｽｷﾞ ﾅﾅﾐ

678 澤藤　真華(2) ｻﾜﾌｼﾞ ﾏｻｶ 25 山本　愛莉(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ
676 打田亜弓加(2) ｳﾁﾀﾞ ｱﾕｶ 5 柴原　茜音(3) ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｶﾈ

3 4 宇治山田高 926 飯田妃奈乃(2) ｲｲﾀﾞ ﾋﾅﾉ 53.13 3 7 四日市農芸高 1791 舘　　実咲(2) ﾀﾁ ﾐｻｷ 52.73
(三重) 946 森　　玲乃(1) ﾓﾘ ﾀﾏﾉ (三重) 1790 加藤　早紀(2) ｶﾄｳ ｻｷ

943 田中悠美子(1) ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ 2126 杉野　美月(1) ｽｷﾞﾉ ﾐﾂﾞｷ
942 佐々木　奏(1) ｻｻｷ ｶﾅﾃﾞ 1796 道脇　楓花(1) ﾐﾁﾜｷ ﾌｳｶ

4 6 四日市西高－A 714 小寺　涼果(2) ｺﾃﾗ ｽｽﾞｶ 53.76 4 6 高田高 2050 松井　結菜(2) ﾏﾂｲ ﾕｲﾅ 52.76
(三重) 713 打田　唯緒(2) ｳﾁﾀﾞ ｲｵ (三重) 2063 谷口きらら(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｷﾗﾗ

715 余吾　南美(2) ﾖｺﾞ ﾐﾅﾐ 2045 山田　凪紗(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｷﾞｻ
712 味岡　絵梨(2) ｱｼﾞｵｶ ｴﾘ 2060 村田　唯莉(1) ﾑﾗﾀ ﾕｲﾘ

7 四日市高 DNS 5 8 四日市西高－B 730 鈴木　紀香(1) ｽｽﾞｷ ﾉﾘｶ 56.25
(三重) (三重) 729 稲垣　心柚(1) ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾕ

731 中村　莉緒(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｵ
732 松屋　優花(1) ﾏﾂﾔ ﾕｳｶ

8 亀山高 DNS
(三重)

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 49.71

2 51.40

3 51.45

4 52.38

5 52.73

6 52.76

7 53.13

8 53.76

松阪商高(三重) 瀬々奈璃乃(1) / 横山　結香(1) / 三ッ岩　こころ(2) / 横田　　萌(1)

四日市商高(三重) 中野　　藍(3) / 三杉　七美(3) / 山本　愛莉(3) / 柴原　茜音(3)

いなべ総合高(三重) 瀬古　真穂(1) / 金森　末帆(2) / 水谷　　月(1) / 林　　宏香(2)

宇治山田高(三重) 飯田妃奈乃(2) / 森　　玲乃(1) / 田中悠美子(1) / 佐々木　奏(1)

四日市西高－A(三重) 小寺　涼果(2) / 打田　唯緒(2) / 余吾　南美(2) / 味岡　絵梨(2)

神戸高(三重) 早川　愛菜(2) / 宇坂　美咲(1) / 澤藤　真華(2) / 打田亜弓加(2)

四日市農芸高(三重) 舘　　実咲(2) / 加藤　早紀(2) / 杉野　美月(1) / 道脇　楓花(1)

高田高(三重) 松井　結菜(2) / 谷口きらら(1) / 山田　凪紗(2) / 村田　唯莉(1)

凡例  DNS:欠場


