
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10日 17:15 予　選
県中学記録(KJ)          50.70     大山・堂岡・小林・片山(文岡中)        2014 6月11日 09:00 準決勝
大会記録(GR)            52.71     寺本・横田・岡村・近藤(嬉野中)        2015 6月11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 6 北浜中 324 辻　　皐耶(2) ﾂｼﾞ ｻﾔ 54.71 1 6 白子中 955 浜口　愛実(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 54.67
330 濵口　星乃(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾎｼﾉ Q 2562 松原　美空(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｸ Q
331 湯田麻央佳(1) ﾕﾀ ﾏｵｶ 2564 早川　乃愛(1) ﾊﾔｶﾜ ﾉｱ
326 濱千代琳香(2) ﾊﾏﾁﾖ ﾘﾝｶ 954 仲尾　歩美(2) ﾅｶｵ ｱﾕﾐ

2 3 神戸中 1699 永戸　紗更(2) ﾅｶﾞﾄ ｻｻﾗ 54.84 2 5 平田野中 1602 吉川　華梨(2) ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 55.27
3585 豊田　芽以(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ Q 2967 正代　絢子(1) ｼｮｳﾀﾞｲ ｱﾔｺ Q
3587 山路　彩乃(1) ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ 2968 平井　桐香(1) ﾋﾗｲ ｷﾘｶ
1698 中川　瑞萌(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 1601 植村　美咲(2) ｳｴﾑﾗ ﾐｻｷ

3 5 千代崎中 1796 山下　未莉(2) ﾔﾏｼﾀ ﾐﾘ 55.22 3 8 嬉野中 2252 大森　美奈(2) ｵｵﾓﾘ ﾐﾅ 55.82
3538 山際　乃愛(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ Q 3515 平岡　璃子(1) ﾋﾗｵｶ ﾘｺ Q
3530 加納　瑞姫(1) ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ 3516 前野ここ寧(1) ﾏｴﾉ ｺｺﾈ
1781 大山　若菜(2) ｵｵﾔﾏ ﾜｶﾅ 2258 山中　紅音(2) ﾔﾏﾅｶ ｱｶﾈ

4 7 玉城中 393 竹郷　千咲(2) ﾀｹｺﾞｳ ﾁｻ 55.89 4 3 崇広中 2358 森田　莉文(2) ﾓﾘﾀ ﾘﾓ 55.94
3449 佐々木杏里(1) ｻｻｷ ｱﾝﾘ q 3456 南　　空愛(1) ﾐﾅﾐ ｿﾗ q
3446 長谷川葵彩(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 3454 中　　咲穂(1) ﾅｶ ｻｷﾎ
394 濱口　真有(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ 2359 山岡　咲楽(2) ﾔﾏｵｶ ｻｸﾗ

5 8 南が丘中 2102 淺香美月樹(2) ｱｻｶ ﾐﾂﾞｷ 56.48 5 4 創徳中 1890 青柳　佳那(2) ｱｵﾔｷﾞ ｶﾅ 55.95
3660 樽川　晏奈(1) ﾀﾙｶﾜ ｱﾝﾅ 2537 圓山あやの(1) ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔﾉ
3656 東　　真綾(1) ﾋｶﾞｼ ﾏｱﾔ 2535 渡辺　安海(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ
2114 寺岡　玲奈(2) ﾃﾗｵｶ ﾚｲﾅ 1897 田中　　彩(2) ﾀﾅｶ ｱﾔ

6 4 富田中 2578 一蝶　美月(2) ｲｯﾁｮｳ ﾐﾂﾞｷ 57.02 6 7 菰野中 1462 長田　彩愛(2) ﾅｶﾞﾀ ｻｴ 56.51
2586 太田　風花(1) ｵｵﾀ ﾌｳｶ 2507 山中　琴葉(1) ﾔﾏﾅｶ ｺﾉﾊ
2592 古川　智未(1) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ 2521 水谷　心虹(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｺ
2581 山田　莉子(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 1464 若林　芽愛(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｲｱ

7 2 三雲中 992 小倉　　凜(2) ｵｸﾞﾗ ﾘﾝ 57.13 7 2 四日市南中 1346 牛江　莉子(2) ｳｼｴ ﾘｺ 57.26
3610 曽我　和奏(1) ｿｶﾞ ﾜｶﾅ 3066 南部　雪奈(1) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾅ
3608 奥野　未来(1) ｵｸﾉ ﾐｸ 3065 十市ひなの(1) ﾄｲﾁ ﾋﾅﾉ
994 小林千紗都(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ 1348 森田　一花(2) ﾓﾘﾀ ｲﾁｶ

8 1 常磐中 2469 北川　青空(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｾｲﾗ 57.89 8 1 一身田中 2080 米川　　慧(2) ﾖﾈｶﾜ ｻﾄ 57.90
3399 松田奈生子(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｺ 3299 島田　朔良(1) ｼﾏﾀﾞ ｻｸﾗ
3398 西　　理那(1) ﾆｼ ﾘﾅ 3301 藤山　実央(1) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐｵ
2467 伊波ひかり(2) ｲﾊ ﾋｶﾘ 2078 勝井　にこ(2) ｶﾂｲ ﾆｺ


