
低学年女子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県中学記録(KJ)          50.70     文岡(大山・堂岡・小林・片山)          2014 9月8日 17:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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 神戸中－A 2686 山路　彩乃(2) ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ 53.07 1 7 菰野中 1533 宇治田　くるみ(2) ｳｼﾞﾀ ｸﾙﾐ 56.18
(三重) 2704 三杉　　光(1) ﾐｽｷﾞ ﾋｶﾘ (三重) 2632 小林恵里花(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ

2695 一尾　瑠華(1) ｲﾁｵ ﾙｶ 2633 野口愛莉紗(1) ﾉｸﾞﾁ ｱﾘｻ
2684 豊田　芽以(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ 1541 水谷　心虹(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｺ

2 4 多度中 1232 泉　　琉花(2) ｲｽﾞﾐ ﾙｶ 53.71 2 6 千代崎中－A 1790 山中　咲季(2) ﾔﾏﾅｶ ｻｷ 56.98
(三重) 488 平野　里歩(1) ﾋﾗﾉ ﾘﾎ (三重) 2869 黒木　唯香(1) ｸﾛｷﾞ ﾕｲｶ

489 水谷　華奈(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ 2866 瓜生　絢乃(1) ｳﾘｭｳ ｱﾔﾉ
1234 平野　真琴(2) ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ 1786 土井　凜楓(2) ﾄﾞｲ ﾘﾝｶ

3 5 一身田中 2831 藤山　実央(2) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐｵ 54.48 3 5 八風中 969 村上　美月(2) ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｷ 57.60
(三重) 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 (三重) 391 近藤　愛美(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ

2842 濵口　和菜(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅ 394 三宅　史華(1) ﾐﾔｹ ﾌﾐｶ
2832 水谷　優希(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 964 境　　文音(2) ｻｶｲ ｱﾔﾈ

4 8 神戸中－B 2681 北川　桃花(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 54.90 4 4 正和中－B 1137 伊藤茉結巴(2) ｲﾄｳ ﾏﾕﾊ 59.06
(三重) 2699 玉村　裕奈(1) ﾀﾏﾑﾗ ﾕｳﾅ (三重) 3511 山下　愛心(1) ﾔﾏｼﾀ ｺｺﾛ

2701 仲野　優夢(1) ﾅｶﾉ ﾕﾒ 3515 池野　芭和(1) ｲｹﾉ ﾊﾜ
2687 山中　咲空(2) ﾔﾏﾅｶ ｻﾗ 1143 渡辺　沙羅(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ

5 2 正和中－A 1140 後藤沙莉奈(2) ｺﾞﾄｳ ｻﾘﾅ 56.15 5 8 正和中－C 1138 岡本　晴佳(2) ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｶ 59.25
(三重) 3509 駒田　梨花(1) ｺﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ (三重) 3505 近藤　未悠(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｳ

3503 黒﨑莉亜奈(1) ｸﾛｻｷ ﾘｱﾅ 3502 笠井　有純(1) ｶｻｲ ｱｽﾐ
1141 西脇　小雪(2) ﾆｼﾜｷ ｺﾕｷ 1139 岡本　美朱(2) ｵｶﾓﾄ ﾐｱｶ

6 7 四日市南中 1347 南部　雪奈(2) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾅ 56.34 3 嬉野中－B DNS
(三重) 2956 青山ひより(1) ｱｵﾔﾏ ﾋﾖﾘ (三重)

2958 吉山　結菜(1) ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾅ
1351 米倉　七菜(2) ﾖﾈｸﾗ ﾅﾅ

6 嬉野中－A DNS
(三重)

3組 4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 8 一志中 2137 岸田　彩果(2) ｷｼﾀﾞ ｻﾔｶ 55.25 1 8 富田中－A 1320 古川　智未(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ 52.73
(三重) 3840 前山　莉緒(1) ﾏｴﾔﾏ ﾘｵ (三重) 2800 佐久間楓子(1) ｻｸﾏ ﾌｳｺ

3836 内田　鈴音(1) ｳﾁﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 2804 渡邉悠莉香(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ
2136 笠井　柚芽(2) ｶｻｲ ﾕﾒ 1314 太田　風花(2) ｵｵﾀ ﾌｳｶ

2 7 常磐中 1417 西　　理那(2) ﾆｼ ﾘﾅ 55.91 2 3 松阪走塾 5106 正司　愛実(J2) ｼｮｳｼﾞ ﾏﾅﾐ 53.50
(三重) 3755 前川花緒里(1) ﾏｴｶﾞﾜ ｶｵﾘ (三重) 5111 田中　佑來(J1) ﾀﾅｶ ﾕﾗ

3752 伊藤　由奈(1) ｲﾄｳ ﾕﾅ 5112 三輪　ひな(J1) ﾐﾜ ﾋﾅ
1418 松田奈生子(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｺ 5107 前川　優奈(J2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ

3 6 朝日中 1638 山中萌百花(2) ﾔﾏﾅｶ ﾓﾓｶ 57.27 3 6 山手中 1300 永井柚里奈(2) ﾅｶﾞｲ ﾕﾘﾅ 54.18
(三重) 3821 伊澤　愛莉(1) ｲｻﾞﾜ ｱｲﾘ (三重) 3561 上野　叶夢(1) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ

3828 小山　実桜(1) ｺﾔﾏ ﾐｵ 3565 佐藤　朱夏(1) ｻﾄｳ ｼｭｶ
1641 兵頭こころ(2) ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺｺﾛ 1304 渡邉ゆりん(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘﾝ

4 3 富田中－B 1316 櫻井　美来(2) ｻｸﾗｲ ﾐｸ 58.04 4 7 陵成中 1198 田嶋　莉子(2) ﾀｼﾞﾏ ﾘｺ 55.19
(三重) 2799 草野　亜依(1) ｸｻﾉ ｱｲ (三重) 3095 糟谷　　怜(1) ｶｽﾔ ﾚｲ

2801 杉野古都音(1) ｽｷﾞﾉ ｺﾄﾈ 3103 下田　華菜(1) ｼﾓﾀﾞ ﾊﾙﾅ
1319 平野　真生(2) ﾋﾗﾉ ﾏｲ 1200 中川　成実(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ

5 5 千代崎中－B 1785 杉本　怜香(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶ 59.16 5 5 明正中 1042 藤田　和佳(2) ﾌｼﾞﾀ ﾜｶ 57.55
(三重) 2868 北川　　想(1) ｷﾀｶﾞﾜ ｺｺﾅ (三重) 3017 後藤　真央(1) ｺﾞﾄｳ ﾏｵ

2873 杉江あかね(1) ｽｷﾞｴ ｱｶﾈ 3018 林　　奈緒(1) ﾊﾔｼ ﾅｵ
1778 上野　真由(2) ｳｴﾉ ﾏﾕ 1039 丹村　和咲(2) ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｻ

6 4 西郊中 1968 村上　小春(2) ﾑﾗｶﾐ ｺﾊﾙ 58.51
(三重) 2491 黒古　愛果(1) ｸﾛｺ ｱｲｶ

2492 中西　由優(1) ﾅｶﾆｼ ﾕﾕ
1966 野田さくら(2) ﾉﾀﾞ ｻｸﾗ

凡例  DNS:欠場
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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 52.73

2 53.07

3 53.50

4 53.71

5 54.18

6 54.48

7 54.90

8 55.19

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

神戸中－A(三重) 山路　彩乃(2) / 三杉　　光(1) / 一尾　瑠華(1) / 豊田　芽以(2)

松阪走塾(三重) 正司　愛実(J2) / 田中　佑來(J1) / 三輪　ひな(J1) / 前川　優奈(J2)

神戸中－B(三重) 北川　桃花(2) / 玉村　裕奈(1) / 仲野　優夢(1) / 山中　咲空(2)

陵成中(三重) 田嶋　莉子(2) / 糟谷　　怜(1) / 下田　華菜(1) / 中川　成実(2)

多度中(三重) 泉　　琉花(2) / 平野　里歩(1) / 水谷　華奈(1) / 平野　真琴(2)

山手中(三重) 永井柚里奈(2) / 上野　叶夢(1) / 佐藤　朱夏(1) / 渡邉ゆりん(2)

一身田中(三重) 藤山　実央(2) / ダンボン　アレクサンドレア(1) / 濵口　和菜(1) / 水谷　優希(2)

凡例  DNS:欠場


