
小学5.6年女子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県小学記録(KE)          53.14     荒木・木下・福田・稲石(南勢陸上ク)    2016
大会記録(GR)            56.36     朝日陸上少(柵木・川淵・石井・番場)    2010 10月1日 14:20 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 6 川越陸上少 350 中家ひかり(6) ﾅｶｲｴ ﾋｶﾘ 58.38 1 6 ＹウェルネスＣ－A 226 斉藤　瑠里(6) ｻｲﾄｳ ﾙﾘ 58.56
345 松野　心春(6) ﾏﾂﾉ ｺﾊﾙ 224 伊藤　由奈(6) ｲﾄｳ ﾕﾅ
347 山下　紗寧(6) ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾈ 227 舘　　萌加(6) ﾀﾁ ﾓｴｶ
343 佐久間楓子(6) ｻｸﾏ ﾌｳｺ 225 上野　叶夢(6) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ

2 5 楠陸上Jｒ 268 小麦　梨緒(6) ｺﾑｷﾞ ﾘｵ 59.59 2 3 菰野ＳＣ－A 390 清水　万帆(6) ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 1:02.97

273 稲見萌瑠百(5) ｲﾅﾐ ﾒﾙﾓ 389 澤田　　華(6) ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅ
270 早川　　幸(6) ﾊﾔｶﾜ ﾐﾕｷ 391 安松　　凛(6) ﾔｽﾏﾂ ﾘﾝ
271 松村妃奈乃(6) ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾅﾉ 393 三木　智恵(6) ﾐｷ ﾄﾓｴ

3 7 朝日陸上少 311 望月麻巳子(6) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾐｺ 1:01.53 3 7 保々ＲＣ 199 平野　心菜(6) ﾋﾗﾉ ｺｺﾅ 1:02.98

307 岡崎　綾乃(6) ｵｶｻﾞｷ ｱﾔﾉ 200 水谷　結彩(6) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｲ
310 芝山奈那美(6) ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ 201 村岡春奈　(6) ﾑﾗｵｶ ﾊﾙﾅ
308 奥村　帆香(6) ｵｸﾑﾗ ﾎﾉｶ 202 森山　美空(6) ﾓﾘﾔﾏ ﾐｸ

4 4 内部陸上少 177 山村　洸葉(5) ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾛﾊ 1:02.42 4 4 ＹウェルネスＣ－B 231 藤田　　爽(5) ﾌｼﾞﾀ ｻﾜ 1:07.59

174 吉原　花玲(6) ﾖｼﾊﾗ ｶﾚﾝ 228 松本　菜緒(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵ
173 小林　華　(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 232 森川　木春(5) ﾓﾘｶﾜ ｺﾊﾙ
172 今村　世渚(6) ｲﾏﾑﾗ ｾﾅ 229 山下　莉子(6) ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ

5 3 三浜陸上 163 萩　寿乃花(5) ﾊｷﾞ ｼﾞｭﾉｶ 1:03.76 5 菰野ＳＣ－B 395 澤田　彩花(5) ｻﾜﾀﾞ ｱﾔｶ DQ,R3

160 平岡　夢萌(6) ﾋﾗｵｶ ﾕﾒ 400 石田　朱里(5) ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ
161 広田　　桜(6) ﾋﾛﾀ ｻｸﾗ 397 谷　　果保(5) ﾀﾆ ｶﾎ
159 城戸陽菜多(6) ｷﾄﾞ ﾋﾅﾀ 399 柿市　茉帆(5) ｶｷｲﾁ ﾏﾎ

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 58.38

2 58.56

3 59.59

4 1:01.53

5 1:02.42

6 1:02.97

7 1:02.98

8 1:03.76

川越陸上少 中家ひかり(6) / 松野　心春(6) / 山下　紗寧(6) / 佐久間楓子(6)

ＹウェルネスＣ－A 斉藤　瑠里(6) / 伊藤　由奈(6) / 舘　　萌加(6) / 上野　叶夢(6)

楠陸上Jｒ 小麦　梨緒(6) / 稲見萌瑠百(5) / 早川　　幸(6) / 松村妃奈乃(6)

保々ＲＣ 平野　心菜(6) / 水谷　結彩(6) / 村岡春奈　(6) / 森山　美空(6)

三浜陸上 萩　寿乃花(5) / 平岡　夢萌(6) / 広田　　桜(6) / 城戸陽菜多(6)

朝日陸上少 望月麻巳子(6) / 岡崎　綾乃(6) / 芝山奈那美(6) / 奥村　帆香(6)

内部陸上少 山村　洸葉(5) / 吉原　花玲(6) / 小林　華　(6) / 今村　世渚(6)

菰野ＳＣ－A 清水　万帆(6) / 澤田　　華(6) / 安松　　凛(6) / 三木　智恵(6)

凡例  DQ:失格 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4


