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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29日 09:30 予　選
大会記録(GR)            49.11     四日市商業高(橋口・奥林・中野・三杉)  2017 9月29日 15:50 決　勝

予　選　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 5 四日市商高－B 31 奥田　涼泉(1) ｵｸﾀﾞ ｽｽﾞﾐ 50.72 1 3 四日市商高－A 1 中野　　藍(3) ﾅｶﾉ ﾗﾝ 50.81
(三重) 32 杉本　　琴(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄ Q (三重) 4 三杉　七美(3) ﾐｽｷﾞ ﾅﾅﾐ Q

20 羽根のどか(2) ﾊﾈ ﾉﾄﾞｶ 2 矢野　未玲(3) ﾔﾉ ﾐﾚｲ
29 伊藤日奈多(2) ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 5 柴原　茜音(3) ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｶﾈ

2 4 津商高－A 1298 中里安有香(2) ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾕｶ 50.89 2 6 暁高 1781 武田　真侑(2) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕ 52.48
(三重) 1303 山内　美優(1) ﾔﾏｳﾁ ﾐﾕ Q (三重) 1757 金井　真鈴(2) ｶﾅｲ ﾏﾘﾝ Q

1307 村田　裕香(1) ﾑﾗﾀ ﾋﾛｶ 1783 長野　莉央(2) ﾅｶﾞﾉ ﾘｵ
1292 松吉　里紗(2) ﾏﾂﾖｼ ﾘｻ 2153 安藤　　愛(1) ｱﾝﾄﾞｳ ｱｲ

3 1 上野高 1271 福永沙梨奈(1) ﾌｸﾅｶﾞ ｻﾘﾅ 52.22 3 4 津商高－B 1304 鈴木あかり(1) ｽｽﾞｷ ｱｶﾘ 53.06
(三重) 1253 松山　静香(2) ﾏﾂﾔﾏ ｼｽﾞｶ Q (三重) 1295 稲田　　想(2) ｲﾅﾀﾞ ｺｺﾛ Q

1246 西尾　智那(2) ﾆｼｵ ﾄﾓﾅ 1282 池山　優花(3) ｲｹﾔﾏ ﾕｳｶ
1272 松原　香奈(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾅ 1308 野村　玲奈(1) ﾉﾑﾗ ﾚﾅ

4 8 四日市商高－C 16 荒木　優花(2) ｱﾗｷ ﾕｳｶ 52.40 4 1 亀山高 1497 白﨑結希乃(1) ｼﾗｻｷ ﾕｷﾉ 54.15
(三重) 2195 毛利　美晴(1) ﾓｳﾘ ﾐﾊﾙ q (三重) 1501 松山　栞菜(1) ﾏﾂﾔﾏ ｶﾝﾅ

33 舘　奈々美(1) ﾀﾁ ﾅﾅﾐ 1483 押川　佳鈴(2) ｵｼｶﾜ ｶﾘﾝ
26 後藤永実奈(2) ｺﾞﾄｳ ｴﾐﾅ 1500 松浦　　涼(1) ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ

5 3 四日市農芸高 1791 舘　　実咲(2) ﾀﾁ ﾐｻｷ 52.69 5 2 四日市高 2100 太田　風香(1) ｵｵﾀ ﾌｳｶ 54.91
(三重) 1790 加藤　早紀(2) ｶﾄｳ ｻｷ q (三重) 455 佐藤　杏香(2) ｻﾄｳ ｷｮｳｶ

2126 杉野　美月(1) ｽｷﾞﾉ ﾐﾂﾞｷ 460 森岡　柚衣(2) ﾓﾘｵｶ ﾕｲ
1796 道脇　楓花(1) ﾐﾁﾜｷ ﾌｳｶ 2208 兼　　佳乃(1) ｶﾈ ﾖｼﾉ

6 6 四日市西高－A 714 小寺　涼果(2) ｺﾃﾗ ｽｽﾞｶ 53.05 6 7 高田高 2060 村田　唯莉(1) ﾑﾗﾀ ﾕｲﾘ 55.24
(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 2061 臼井　未崚(1) ｳｽｲ ﾐﾀｶ

7 2 津商高－C 1309 野村　果鈴(1) ﾉﾑﾗ ｶﾘﾝ 54.20 7 5 四日市西高－B 732 松屋　優花(1) ﾏﾂﾔ ﾕｳｶ 55.69
(三重) 1306 堀　　心菜(1) ﾎﾘ ｺｺﾅ (三重) 729 稲垣　心柚(1) ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾕ

1296 平田　里菜(2) ﾋﾗﾀ ﾘﾅ 730 鈴木　紀香(1) ｽｽﾞｷ ﾉﾘｶ
1297 竹村　夕菜(2) ﾀｹﾑﾗ ﾕﾅ 731 中村　莉緒(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｵ

7 鈴鹿高－A DNS 8 鈴鹿高－B DNS
(三重) (三重)

凡例  DNS:欠場


