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県中学記録(KJ)          49.02     西田亜・愛敬・西田佳・加藤(成徳)      2006
大会記録(GR)            51.65     疋田・小川・早川・和田(川越)          1999 10月20日 15:35 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 2 常磐中 2469 北川　青空(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｾｲﾗ 54.64 1 3 四日市南中 1346 牛江　莉子(2) ｳｼｴ ﾘｺ 56.69
2470 小池　亜凛(2) ｺｲｹ ｱﾘﾝ 1347 村西　茜音(2) ﾑﾗﾆｼ ｱｶﾈ
2471 佐伯　楽菜(2) ｻｴｷ ﾗﾅ 3065 十市ひなの(1) ﾄｲﾁ ﾋﾅﾉ
2467 伊波ひかり(2) ｲﾊ ﾋｶﾘ 1348 森田　一花(2) ﾓﾘﾀ ｲﾁｶ

2 3 朝日中 1559 松崎　来奈(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾗﾅ 55.18 2 5 保々中 2344 市川　莉菜(2) ｲﾁｶﾜ ﾘﾅ 57.27
1556 小林　花音(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 2346 相馬　優芽(2) ｿｳﾏ ﾕﾒ
1557 古橋　美佑(2) ﾌﾙﾊｼ ﾐﾕｳ 2345 加藤　杏菜(2) ｶﾄｳ ｱﾝﾅ
1558 松崎日菜子(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾅｺ 2347 山川　美南(2) ﾔﾏｶﾜ ﾐﾅﾐ

3 7 菰野中 1462 長田　彩愛(2) ﾅｶﾞﾀ ｻｴ 55.30 3 6 楠中 3108 森川　沙樹(2) ﾓﾘｶﾜ ｻｷ 59.40
1464 若林　芽愛(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｲｱ 3107 坂　　柚奈(2) ﾊﾞﾝ ﾕｽﾞﾅ
1463 高橋　穂香(2) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 3106 堤　　菜陽(2) ﾂﾂﾐ ﾅｵ
1466 藤井　遥菜(2) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾅ 3103 織田有莉杏(2) ｵﾀﾞ ﾕﾘｱ

4 4 富田中 2578 一蝶　美月(2) ｲｯﾁｮｳ ﾐﾂﾞｷ 56.57 4 4 内部中 1375 木中　梨七(2) ｷﾅｶ ﾘﾅ 1:00.48

2581 山田　莉子(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 2797 松下　莉子(1) ﾏﾂｼﾀ ﾘｺ
2580 知念　春来(2) ﾁﾈﾝ ﾊﾙｷ 2798 南山　瑠杏(1) ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾙｱ
2579 伊藤　優希(2) ｲﾄｳ ﾕｷ 1376 坂本　美咲(2) ｻｶﾓﾄ ﾐｻｷ

5 5 八風中 1492 内田　佳乃(2) ｳﾁﾀﾞ ｶﾉ 56.71
1495 吉岡　朱莉(2) ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ
1491 稲垣由希奈(2) ｲﾅｶﾞｷ ﾕｷﾅ
1494 陣内　美滉(2) ｼﾞﾝﾅｲ ﾐﾋﾛ

6 6 山手中 1325 矢野　瑠彗(2) ﾔﾉ ﾙｾ 56.96
1318 篠原　佑芽(2) ｼﾉﾊﾗ ﾕﾒ
1319 堤　　梨乃(2) ﾂﾂﾐ ﾘﾉ
1320 中川　冬萌(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓ

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 54.64

2 55.18

3 55.30

4 56.57

5 56.69

6 56.71

7 56.96

8 57.27

常磐中 北川　青空(2) / 小池　亜凛(2) / 佐伯　楽菜(2) / 伊波ひかり(2)

朝日中 松崎　来奈(2) / 小林　花音(2) / 古橋　美佑(2) / 松崎日菜子(2)

菰野中 長田　彩愛(2) / 若林　芽愛(2) / 高橋　穂香(2) / 藤井　遥菜(2)

山手中 矢野　瑠彗(2) / 篠原　佑芽(2) / 堤　　梨乃(2) / 中川　冬萌(2)

保々中 市川　莉菜(2) / 相馬　優芽(2) / 加藤　杏菜(2) / 山川　美南(2)

富田中 一蝶　美月(2) / 山田　莉子(2) / 知念　春来(2) / 伊藤　優希(2)

四日市南中 牛江　莉子(2) / 村西　茜音(2) / 十市ひなの(1) / 森田　一花(2)

八風中 内田　佳乃(2) / 吉岡　朱莉(2) / 稲垣由希奈(2) / 陣内　美滉(2)


