
中学女子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)          49.02     成徳(西田亜・愛敬・西田佳・加藤)      2006
大会記録(GR)            50.61     富田中(内田・伊藤・牧野・小寺)        2014 9月29日 15:40 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 4 一志中 2134 山本　華世(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾖ 53.02 1 7 陽和中 1089 柳田　真於(2) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｵ 55.94
(三重) 2132 飛岡　愛心(3) ﾄﾋﾞｵｶ ｱｺ (三重) 1085 菅原　莉彩(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ

2133 飛岡　璃心(3) ﾄﾋﾞｵｶ ﾘｺ 1074 佐藤　美幸(3) ｻﾄｳ ﾐﾕｷ
2131 久保日向子(3) ｸﾎﾞ ﾋﾅｺ 1078 水谷　　月(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾙﾅ

2 3 千代崎中 1775 山下　未莉(3) ﾔﾏｼﾀ ﾐﾘ 54.64 2 5 ｱｽﾘｰﾄY 5739 平岡　夢萌(J1) ﾋﾗｵｶ ﾕﾒ 56.17
(三重) 1774 山口　來夢(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾗﾑ (三重) 5732 村岡　紗千(J3) ﾑﾗｵｶ ｻﾁ

1789 山際　乃愛(2) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ 5740 村岡　春奈(J1) ﾑﾗｵｶ ﾊﾙﾅ
1762 大山　若菜(3) ｵｵﾔﾏ ﾜｶﾅ 5735 石川陽那菜(J2) ｲｼｶﾜ ﾋﾅﾅ

3 6 高田中 2022 柴田菜々子(3) ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅｺ 55.56 3 4 常磐中 1405 北川　青空(3) ｷﾀｶﾞﾜ ｾｲﾗ 58.87
(三重) 2028 伊藤　優衣(2) ｲﾄｳ ﾕｲ (三重) 1406 小池　亜凛(3) ｺｲｹ ｱﾘﾝ

2023 鈴木　聖菜(3) ｽｽﾞｷ ｾﾅ 1403 伊波ひかり(3) ｲﾊ ﾋｶﾘ
2026 古市　珠々(3) ﾌﾙｲﾁ ｽｽﾞ 1407 佐伯　楽菜(3) ｻｴｷ ﾗﾅ

4 7 紀北中 774 竹谷　梨緒(3) ﾀｹﾀﾆ ﾘｵ 57.10 4 6 正和中 1143 渡辺　沙羅(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ 1:01.48

(三重) 777 濵口　結子(3) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｲｺ (三重) 1137 伊藤茉結巴(2) ｲﾄｳ ﾏﾕﾊ
780 竹谷香里奈(2) ﾀｹﾀﾆ ｶﾘﾅ 1138 岡本　晴佳(2) ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｶ
773 東　菜々美(3) ﾋｶﾞｼ ﾅﾅﾐ 1139 岡本　美朱(2) ｵｶﾓﾄ ﾐｱｶ

5 2 暁中 2743 角田　茉央(1) ｶｸﾀﾞ ﾏｵ 57.43 3 潮南中 DNS
(三重) 1477 水谷　玲瑛(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾏｴ (三重)

2746 藤巻　咲良(1) ﾌｼﾞﾏｷ ｻｸﾗ
1476 龍田　　彩(3) ﾀﾂﾀﾞ ｱﾔ

5 PBASE 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 53.02

2 54.64

3 55.56

4 55.94

5 56.17

6 57.10

7 57.43

8 58.87

一志中(三重) 山本　華世(3) / 飛岡　愛心(3) / 飛岡　璃心(3) / 久保日向子(3)

千代崎中(三重) 山下　未莉(3) / 山口　來夢(3) / 山際　乃愛(2) / 大山　若菜(3)

高田中(三重) 柴田菜々子(3) / 伊藤　優衣(2) / 鈴木　聖菜(3) / 古市　珠々(3)

暁中(三重) 角田　茉央(1) / 水谷　玲瑛(2) / 藤巻　咲良(1) / 龍田　　彩(3)

常磐中(三重) 北川　青空(3) / 小池　亜凛(3) / 伊波ひかり(3) / 佐伯　楽菜(3)

陽和中(三重) 柳田　真於(2) / 菅原　莉彩(2) / 佐藤　美幸(3) / 水谷　　月(3)

ｱｽﾘｰﾄY(三重) 平岡　夢萌(J1) / 村岡　紗千(J3) / 村岡　春奈(J1) / 石川陽那菜(J2)

紀北中(三重) 竹谷　梨緒(3) / 濵口　結子(3) / 竹谷香里奈(2) / 東　菜々美(3)

凡例  DNS:欠場


