
一般女子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県記録(KR)              46.02     宇治山田商高(木下・橋爪・作野・世古)  2009 9月30日 09:30 予　選
大会記録(GR)            49.14     四日市商業高(松島・松浦・藤原・田矢)  2011 9月30日 15:55 決　勝

予　選　3組2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 7 四日市商高－A 20 橋口　義美(1) ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 49.76 1 4 津商高－A 1602 池山　優花(2) ｲｹﾔﾏ ﾕｳｶ 50.80
18 奥林　　凜(1) ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ Q 1601 太田　瑛美(2) ｵｵﾀ ｴﾐ Q
11 中野　　藍(2) ﾅｶﾉ ﾗﾝ 1593 中村　有沙(2) ﾅｶﾑﾗ ｱﾘｻ
4 三杉　七美(2) ﾐｽｷﾞ ﾅﾅﾐ 1612 松吉　里紗(1) ﾏﾂﾖｼ ﾘｻ

2 4 津商高－B 1594 三田　明音(2) ｻﾝﾀﾞ ｱｶﾈ 51.34 2 5 四日市商高－B 13 矢野　未玲(2) ﾔﾉ ﾐﾚｲ 50.86
1599 安保奈々子(2) ｱﾎﾞ ﾅﾅｺ Q 10 柴原　茜音(2) ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｶﾈ Q
1614 山下　果歩(1) ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ 24 川村　海月(1) ｶﾜﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ
1595 山盛　　雅(2) ﾔﾏﾓﾘ ﾐﾔﾋﾞ 12 山本　愛莉(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ

3 8 鈴鹿高－A 2119 谷中　　鈴(1) ﾀﾆﾅｶ ｽｽﾞ 51.99 3 3 神戸高 654 澤藤　真華(1) ｻﾜﾌｼﾞ ﾏｻｶ 53.41
2118 浅野とこは(1) ｱｻﾉ ﾄｺﾊ q 627 加藤　麻由(2) ｶﾄｳ ﾏﾕ
2121 山中　　瞳(1) ﾔﾏﾅｶ ﾋﾄﾐ 650 打田亜弓加(1) ｳﾁﾀﾞ ｱﾕｶ
2019 岩﨑　優華(2) ｲﾜｻｷ ﾕｳｶ 645 山添結希乃(1) ﾔﾏｿﾞｴ ﾕｷﾉ

4 3 暁高 2151 武田　真侑(1) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕ 53.40 4 6 津商高－D 1600 横川　千華(2) ﾖｺｶﾜ ﾁｶ 54.03
1850 金井　真鈴(1) ｶﾅｲ ﾏﾘﾝ 1617 稲田　　想(1) ｲﾅﾀﾞ ｺｺﾛ
1848 上野　朱理(1) ｳｴﾉ ｱｶﾘ 1616 中里安有香(1) ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾕｶ
2152 任田　百花(1) ﾄｳﾀﾞ ﾓﾓｶ 1596 野村　りえ(2) ﾉﾑﾗ ﾘｴ

5 5 亀山高 1463 押川　佳鈴(1) ｵｼｶﾜ ｶﾘﾝ 55.24 5 2 川越高 1028 小林くるみ(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾙﾐ 54.65
1447 西田　彩乃(2) ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 1030 生川　亜樹(2) ﾅﾙｶﾜ ｱｷ
2192 中根　啓賀(1) ﾅｶﾈ ﾋﾛｶ 1033 吉久明日実(2) ﾖｼﾋｻ ｱｽﾐ
1448 七島　愛華(2) ﾅﾅｼﾏ ﾏﾅｶ 1027 伊藤　　愛(2) ｲﾄｳ ｱｲ

6 津西高 DNS 6 8 鈴鹿高－B 2020 萱苗　侑愛(2) ｶﾔﾐｮｳ ﾕﾒ 55.95
2022 平野　茉子(2) ﾋﾗﾉ ﾏｺ
2023 宮本　紗希(2) ﾐﾔﾓﾄ ｻｷ
2120 平岡　萌夏(1) ﾋﾗｵｶ ﾓｴｶ

7 伊賀白鳳高 DNS

3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

1 4 上野高 1293 猪岡　真帆(3) ｲｵｶ ﾏﾎ 50.66
1296 竹森　希愛(2) ﾀｹﾓﾘ ﾉｱ Q
1306 西尾　智那(1) ﾆｼｵ ﾄﾓﾅ
1314 松山　静香(1) ﾏﾂﾔﾏ ｼｽﾞｶ

2 8 四日市商高－C 14 伊藤日奈多(1) ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 51.18
19 吉岡　瑞希(1) ﾖｼｵｶ ﾐｽﾞｷ Q
21 羽根のどか(1) ﾊﾈ ﾉﾄﾞｶ
16 後藤永実奈(1) ｺﾞﾄｳ ｴﾐﾅ

3 5 四日市西高 419 小寺　涼果(1) ｺﾃﾗ ｽｽﾞｶ 52.88
409 茶井　優里(2) ﾁｬｲ ﾕﾘ q
410 吉村　優花(2) ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｶ
417 味岡　絵梨(1) ｱｼﾞｵｶ ｴﾘ

4 6 四日市南高 1115 森　　琴星(2) ﾓﾘ ｺﾄｾ 56.44
1138 宇佐見佳奈(1) ｳｻﾐ ｶﾅ
1144 服部　果恋(1) ﾊｯﾄﾘ ｶﾚﾝ
1137 山下　愛華(1) ﾔﾏｼﾀ ｱｲｶ

3 四日市四郷高 1344 千田　桃葉(2) ｾﾝﾀﾞ ﾓﾓﾊ DQ,R1

1340 伊藤　彩夏(3) ｲﾄｳ ｱﾔｶ
1353 中村　美優(1) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ
1356 駒田さくら(1) ｺﾏﾀﾞ ｻｸﾗ

7 津商高－C DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 1→2


