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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)            50.90     伊藤・水谷・杉野・舘(富田)            2017 7月28日 12:15 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 5 山手中 1295 矢野　瑠彗(3) ﾔﾉ ﾙｾ 54.45 1 5 富田中 2800 佐久間楓子(1) ｻｸﾏ ﾌｳｺ 51.84
(三重) 1288 篠原　佑芽(3) ｼﾉﾊﾗ ﾕﾒ (三重) 1311 伊藤　優希(3) ｲﾄｳ ﾕｷ

1289 堤　　梨乃(3) ﾂﾂﾐ ﾘﾉ 1320 古川　智未(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ
1301 橋本　　実(2) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾘ 1314 太田　風花(2) ｵｵﾀ ﾌｳｶ

2 8 朝日中 1629 古関菜々穂(2) ｺｾｷ ﾅﾅﾎ 54.64 2 6 菰野中 1528 山中　琴葉(2) ﾔﾏﾅｶ ｺﾉﾊ 54.40
(三重) 1635 木下　萌翔(2) ｷﾉｼﾀ ﾓｴｶ (三重) 1519 藤井　遥菜(3) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾅ

1638 山中萌百花(2) ﾔﾏﾅｶ ﾓﾓｶ 1515 長田　彩愛(3) ﾅｶﾞﾀ ｻｴ
1641 兵頭こころ(2) ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺｺﾛ 1529 浅井　茉桜(2) ｱｻｲ ﾏｵ

3 6 常磐中 1403 伊波ひかり(3) ｲﾊ ﾋｶﾘ 55.51 3 7 八風中 958 内田　佳乃(3) ｳﾁﾀﾞ ｶﾉ 55.42
(三重) 1406 小池　亜凛(3) ｺｲｹ ｱﾘﾝ (三重) 961 吉岡　朱莉(3) ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ

1405 北川　青空(3) ｷﾀｶﾞﾜ ｾｲﾗ 957 稲垣由希奈(3) ｲﾅｶﾞｷ ﾕｷﾅ
1407 佐伯　楽菜(3) ｻｴｷ ﾗﾅ 960 陣内　美滉(3) ｼﾞﾝﾅｲ ﾐﾋﾛ

4 7 内部中 1446 木中　梨七(3) ｷﾅｶ ﾘﾅ 59.01 4 4 四日市南中 1342 牛江　莉子(3) ｳｼｴ ﾘｺ 56.18
(三重) 1452 河合　七星(2) ｶﾜｲ ﾅﾅｾ (三重) 1346 十市ひなの(2) ﾄｲﾁ ﾋﾅﾉ

1460 南山　瑠杏(2) ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾙｱ 1343 村西　茜音(3) ﾑﾗﾆｼ ｱｶﾈ
1447 坂本　美咲(3) ｻｶﾓﾄ ﾐｻｷ 1344 森田　一花(3) ﾓﾘﾀ ｲﾁｶ

5 8 楠中 1571 森川　沙樹(3) ﾓﾘｶﾜ ｻｷ 58.73
(三重) 1570 坂　　柚奈(3) ﾊﾞﾝ ﾕｽﾞﾅ

1569 堤　　菜陽(3) ﾂﾂﾐ ﾅｵ
1566 織田有莉杏(3) ｵﾀﾞ ﾕﾘｱ

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 51.84

2 54.40

3 54.45

4 54.64

5 55.42

6 55.51

7 56.18

8 58.73

富田中(三重) 佐久間楓子(1) / 伊藤　優希(3) / 古川　智未(2) / 太田　風花(2)

菰野中(三重) 山中　琴葉(2) / 藤井　遥菜(3) / 長田　彩愛(3) / 浅井　茉桜(2)

山手中(三重) 矢野　瑠彗(3) / 篠原　佑芽(3) / 堤　　梨乃(3) / 橋本　　実(2)

四日市南中(三重) 牛江　莉子(3) / 十市ひなの(2) / 村西　茜音(3) / 森田　一花(3)

楠中(三重) 森川　沙樹(3) / 坂　　柚奈(3) / 堤　　菜陽(3) / 織田有莉杏(3)

朝日中(三重) 古関菜々穂(2) / 木下　萌翔(2) / 山中萌百花(2) / 兵頭こころ(2)

八風中(三重) 内田　佳乃(3) / 吉岡　朱莉(3) / 稲垣由希奈(3) / 陣内　美滉(3)

常磐中(三重) 伊波ひかり(3) / 小池　亜凛(3) / 北川　青空(3) / 佐伯　楽菜(3)


