
中学女子4×100mR
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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 富田中－A 2579 伊藤　優希(3) ｲﾄｳ ﾕｷ 54.28 1 6 正和中－A 1170 林　　夢花(3) ﾊﾔｼ ﾕﾒｶ 53.68
2573 佐久間楓子(1) ｻｸﾏ ﾌｳｺ 1174 水越　心愛(3) ﾐｽﾞｺｼ ｺｺｱ
2581 山田　莉子(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 1161 伊藤　舞香(3) ｲﾄｳ ﾏｲｶ
2592 古川　智未(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ 1163 神谷　桜子(3) ｶﾐﾔ ｻｸﾗｺ

2 4 PBASE 5344 豊味　真和(3) ﾄﾖﾐ ﾏﾅ 55.38 2 8 陽和中－A 3825 菅原　莉彩(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ 53.86
5343 川　ひま里(3) ｶﾜ ﾋﾏﾘ 1118 佐藤　美幸(3) ｻﾄｳ ﾐﾕｷ
5345 町浦　　聖(3) ﾏﾁｳﾗ ｱｷﾗ 1122 水谷　　月(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾙﾅ
5342 岩井穂乃花(3) ｲﾜｲ ﾎﾉｶ 1113 浅井　那未(3) ｱｻｲ ﾅﾐ

3 7 光風中 1079 水谷　唯花(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｲ 56.30 3 2 多気中－A 722 川合　小想(3) ｶﾜｲ ｺｺﾛ 55.03
1078 遠藤　芽礼(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾒﾘｲ 723 藤本　彩那(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔﾅ
1077 圓淨　結香(3) ｴﾝｼﾞｮｳ ﾕｲｶ 3313 岡崎木々音(2) ｵｶｻﾞｷ ｺｺﾈ
1075 飯干　綺彩(3) ｲｲﾎﾞｼ ｷｻ 720 大久保寧々(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾈﾈ

4 2 崇広中 2358 森田　莉文(3) ﾓﾘﾀ ﾘﾓ 56.61 4 4 正和中－B 1167 佐藤菜々美(3) ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 55.20
3456 南　　空愛(2) ﾐﾅﾐ ｿﾗ 3241 西脇　小雪(2) ﾆｼﾜｷ ｺﾕｷ
2360 山崎　早絵(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｻｴ 1176 八木　　萌(3) ﾔｷﾞ ﾓｴ
2359 山岡　咲楽(3) ﾔﾏｵｶ ｻｸﾗ 1164 黒田　美咲(3) ｸﾛﾀﾞ ﾐｻｷ

5 8 久保中 2645 谷口　望恵(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓｴ 1:00.97 5 5 楠中 3119 村田　菜緒(2) ﾑﾗﾀ ﾅｵ 1:00.13

2621 村田　実音(1) ﾑﾗﾀ ﾐﾉﾝ 3108 森川　沙樹(3) ﾓﾘｶﾜ ｻｷ
2620 村田　茉音(1) ﾑﾗﾀ ﾏﾉﾝ 3106 堤　　菜陽(3) ﾂﾂﾐ ﾅｵ
2630 宮村莉央音(3) ﾐﾔﾑﾗ ﾘｵﾈ 3117 服部　恋奈(2) ﾊｯﾄﾘ ｺｺﾅ

3 平田野中 DNS 6 7 富田中－B 2587 川村　徳実(2) ｶﾜﾑﾗ ﾉﾘﾐ 1:05.42

2588 櫻井　美来(2) ｻｸﾗｲ ﾐｸ
2593 森本　果怜(2) ﾓﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ
2591 平野　真生(2) ﾋﾗﾉ ﾏｲ

5 多度中－A DNS 3 多度中－B 3281 泉　　琉花(2) ｲｽﾞﾐ ﾙｶ DNS
3278 平野　爽花(2) ﾋﾗﾉ ｿﾖｶ
3280 重田　　彩(2) ｼｹﾞﾀ ｱﾔ
3283 平野　真琴(2) ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ

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 6 朝日中 3374 山中萌百花(2) ﾔﾏﾅｶ ﾓﾓｶ 54.74
3365 齋藤　由依(2) ｻｲﾄｳ ﾕｲ
3364 古関菜々穂(2) ｺｾｷ ﾅﾅﾎ
3371 木下　萌翔(2) ｷﾉｼﾀ ﾓｴｶ

2 7 ＹウェルネスＣ 5750 中村　里菜(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ 55.55
7025 上野　叶夢(1) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ
5746 西　　理那(2) ﾆｼ ﾘﾅ
5744 山本　夢來(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾗ

3 3 多気中－B 3314 賀川　想菜(2) ｶｶﾞﾜ ｺｺﾅ 59.28
3316 藤原　夢日(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ
3317 星合　　萌(2) ﾎｼｱｲ ﾓｴ
3315 髙山　能愛(2) ﾀｶﾔﾏ ﾉｱ

4 4 正和中－C 3238 岡本　晴佳(2) ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｶ 1:00.15

3243 渡辺　沙羅(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ
3237 伊藤茉結巴(2) ｲﾄｳ ﾏﾕﾊ
3240 後藤沙莉奈(2) ｺﾞﾄｳ ｻﾘﾅ

5 8 陽和中－B 3829 柳田　真於(2) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｵ 1:04.83

3822 岡田うらら(2) ｵｶﾀﾞ ｳﾗﾗ
3830 矢野　鈴瑚(2) ﾔﾉ ﾘﾝｺﾞ
3823 金森　咲奈(2) ｶﾅﾓﾘ ｻﾅ

5 東員第一中 DNS
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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 53.68

2 53.86

3 54.28

4 54.74

5 55.03

6 55.20

7 55.38

8 55.55

正和中－A 林　　夢花(3) / 水越　心愛(3) / 伊藤　舞香(3) / 神谷　桜子(3)

陽和中－A 菅原　莉彩(2) / 佐藤　美幸(3) / 水谷　　月(3) / 浅井　那未(3)

富田中－A 伊藤　優希(3) / 佐久間楓子(1) / 山田　莉子(3) / 古川　智未(2)

PBASE 豊味　真和(3) / 川　ひま里(3) / 町浦　　聖(3) / 岩井穂乃花(3)

ＹウェルネスＣ 中村　里菜(2) / 上野　叶夢(1) / 西　　理那(2) / 山本　夢來(2)

朝日中 山中萌百花(2) / 齋藤　由依(2) / 古関菜々穂(2) / 木下　萌翔(2)

多気中－A 川合　小想(3) / 藤本　彩那(3) / 岡崎木々音(2) / 大久保寧々(3)

正和中－B 佐藤菜々美(3) / 西脇　小雪(2) / 八木　　萌(3) / 黒田　美咲(3)

凡例  DNS:欠場


