
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8日 17:40 予　選
県中学記録(KJ)          50.70     大山・堂岡・小林・片山(文岡中)        2014 6月9日 09:00 準決勝
大会記録(GR)            52.12     早川・徳山・赤松・松原(白子中)        2018 6月9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 5 緑ヶ丘中 686 宮本ほのか(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ 53.68 1 3 ｱｽﾘｰﾄY 5909 村岡　春奈(J2) ﾑﾗｵｶ ﾊﾙﾅ 55.06
(三重) 699 南　友(1) ﾐﾅﾐ ﾄﾓ Q (三重) 5910 後藤　杏実(J1) ｺﾞﾄｳ ｱﾐ Q

696 増田　優月(1) ﾏｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 5911 稲見萌瑠百(J1) ｲﾅﾐ ﾒﾙﾓ
683 中野　綾花(2) ﾅｶﾉ ｱﾔｶ 5908 平岡　夢萌(J2) ﾋﾗｵｶ ﾕﾒ

2 3 文岡中 993 市埜　心愛(2) ｲﾁﾉ ｺｺｱ 55.41 2 5 一身田中 1505 ダンボン　アレクサンドレア(2) ﾀﾞﾝﾎﾞﾝ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾚｱ 55.16
(三重) 2854 三浦　花凜(1) ﾐｳﾗ ｶﾘﾝ Q (三重) 3160 真川　四葉(1) ｻﾅｶﾞﾜ ﾖﾂﾊ Q

2851 北尾　菜結(1) ｷﾀｵ ﾅﾕ 3162 上村　恵舞(1) ｶﾐﾑﾗ ｴﾏ
995 小久保怜依(2) ｺｸﾎﾞ ﾚｲ 1506 濵口　和菜(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅ

3 6 四日市南中 1146 吉山　結菜(2) ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾅ 55.56 3 6 山手中 1109 佐藤　朱夏(2) ｻﾄｳ ｼｭｶ 55.24
(三重) 2770 萱苗　佑月(1) ｶﾔﾐｮｳ ﾕﾂﾞｷ Q (三重) 2749 西塚　あい(1) ﾆｼﾂﾞｶ ｱｲ Q

2771 十市　葵衣(1) ﾄｲﾁ ｱｵｲ 2747 北川　心愛(1) ｷﾀｶﾞﾜ ｺｺｱ
1145 青山ひより(2) ｱｵﾔﾏ ﾋﾖﾘ 1106 上野　叶夢(2) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ

4 7 光風中 1839 水谷　美虹(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｺ 56.16 4 8 陵成中 2954 後藤　讃良(2) ｺﾞﾄｳ ｻﾗﾗ 55.68
(三重) 3069 近藤　愛乃(1) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾉ (三重) 2983 和田なつき(1) ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ q

3075 水谷　柚月(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ 2978 古田　彩乃(1) ﾌﾙﾀ ｱﾔﾉ
1837 田中　万琳(2) ﾀﾅｶ ﾏﾘﾝ 2955 下田　華菜(2) ｼﾓﾀﾞ ﾊﾙﾅ

5 4 白子中 942 田林　萌椛(2) ﾀﾊﾞﾔｼ ﾓｶ 56.67 5 4 一志中 1594 前山　莉緒(2) ﾏｴﾔﾏ ﾘｵ 55.99
(三重) 2893 岩田　紗和(1) ｲﾜﾀ ｻﾜ (三重) 3015 木嶋　　鈴(1) ｷｼﾞﾏ ﾘﾝ q

2891 村上　流唯(1) ﾑﾗｶﾐ ﾕｲ 3013 井山はる佳(1) ｲﾔﾏ ﾊﾙｶ
948 宮元　彩花(2) ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ 1591 島田　優良(2) ｼﾏﾀﾞ ﾕﾗ

6 1 正和中 1908 池野　芭和(2) ｲｹﾉ ﾊﾜ 57.19 6 1 富田中 1983 古澤　　雅(2) ﾌﾙｻﾜ ﾐﾔﾋﾞ 56.10
(三重) 3358 藤田　　凜(1) ﾌｼﾞﾀ ﾘﾝ (三重) 3467 市川　友絆(1) ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾅ

3352 伊藤　笑呼(1) ｲﾄｳ ﾜｺ 3466 荒木　春風(1) ｱﾗｷ ﾊﾙｶ
1913 黒﨑莉亜奈(2) ｸﾛｻｷ ﾘｱﾅ 1980 佐久間楓子(2) ｻｸﾏ ﾌｳｺ

7 2 神戸中 1320 仲野　優夢(2) ﾅｶﾉ ﾕﾒ 57.27 7 7 菰野中 1277 小林恵里花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 57.20
(三重) 3107 新藤　綾乃(1) ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ (三重) 2791 石田　朱里(1) ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ

3106 後藤　心花(1) ｺﾞﾄｳ ﾐﾊﾅ 2796 舘　　理心(1) ﾀﾁ ﾘｺ
1318 玉村　裕那(2) ﾀﾏﾑﾗ ﾕｳﾅ 1281 野口愛莉紗(2) ﾉｸﾞﾁ ｱﾘｻ

8 8 陽和中 1868 増本　心空(2) ﾏｽﾓﾄ ｺｺ 59.41 8 2 度会中 194 松本　　望(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 57.84
(三重) 3689 小島　りな(1) ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ (三重) 599 中村　晴香(1) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

3688 木本　安理(1) ｷﾓﾄ ｱﾝﾘ 600 谷貞愛姫奈(1) ﾀﾆｻﾀﾞ ｱｷﾅ
1870 安田　ゆめ(2) ﾔｽﾀﾞ ﾕﾒ 195 味噌井里那(2) ﾐｿｲ ﾘﾅ


