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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 7 陵成中 1191 山本絵美香(3) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐｶ 51.27 1 7 一志中 2134 山本　華世(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾖ 52.98
(三重) 1174 内山　侑香(3) ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｶ (三重) 2133 飛岡　璃心(3) ﾄﾋﾞｵｶ ﾘｺ

1178 佐々木桃香(3) ｻｻｷ ﾓﾓｶ 2129 上永陽奈子(3) ｳｴﾅｶﾞ ﾋﾅｺ
1202 前田　紗希(2) ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 2131 久保日向子(3) ｸﾎﾞ ﾋﾅｺ

2 4 多度中 1220 中島　想菜(3) ﾅｶｼﾏ ｺｺﾅ 53.70 2 3 朝日中 1630 齋藤　由依(2) ｻｲﾄｳ ﾕｲ 55.05
(三重) 1228 水谷　莉子(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｺ (三重) 1632 樋口　愛琉(2) ﾋｸﾞﾁ ｱｲﾙ

1218 熊谷　杏音(3) ｸﾏｶﾞｲ ｱﾉﾝ 1629 古関菜々穂(2) ｺｾｷ ﾅﾅﾎ
1223 松本　阿実(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 1635 木下　萌翔(2) ｷﾉｼﾀ ﾓｴｶ

3 6 神戸中 2671 倉渕みなみ(3) ｸﾗﾌﾞﾁ ﾐﾅﾐ 54.75 3 6 西郊中 1962 松岡　結菜(3) ﾏﾂｵｶ ﾕｲﾅ 55.98
(三重) 2675 永戸　紗更(3) ﾅｶﾞﾄ ｻｻﾗ (三重) 1961 番条　美幸(3) ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ ﾐﾕｷ

2677 濱口　菜月(3) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 1969 森口　優来(2) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕﾗ
2674 中川　瑞萌(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 1964 上田　萌愛(2) ｳｴﾀﾞ ﾓｴ

4 8 ｱｽﾘｰﾄY 5739 平岡　夢萌(J1) ﾋﾗｵｶ ﾕﾒ 54.76 4 4 内部中－A 1463 渡部　愛夏(2) ﾜﾀﾍﾞ ﾏﾅ 57.66
(三重) 5732 村岡　紗千(J3) ﾑﾗｵｶ ｻﾁ (三重) 1462 渡邉　京夏(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ

5740 村岡　春奈(J1) ﾑﾗｵｶ ﾊﾙﾅ 1460 南山　瑠杏(2) ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾙｱ
5735 石川陽那菜(J2) ｲｼｶﾜ ﾋﾅﾅ 1461 山田　舞依(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ

3 八風中 DNS 5 8 楠中 1577 村田　菜緒(2) ﾑﾗﾀ ﾅｵ 59.56
(三重) (三重) 1575 服部　恋奈(2) ﾊｯﾄﾘ ｺｺﾅ

1574 徳永　　茜(2) ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾈ
1572 亀田　幸乃(2) ｶﾒﾀﾞ ﾕｷﾉ

5 嬉野中 DNS 5 尾鷲中－A DNS
(三重) (三重)

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 8 山手中 1295 矢野　瑠彗(3) ﾔﾉ ﾙｾ 54.79
(三重) 1288 篠原　佑芽(3) ｼﾉﾊﾗ ﾕﾒ

1289 堤　　梨乃(3) ﾂﾂﾐ ﾘﾉ
1301 橋本　　実(2) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾘ

2 3 陽和中 1087 星野ちひろ(2) ﾎｼﾉ ﾁﾋﾛ 56.84
(三重) 3125 安田　ゆめ(1) ﾔｽﾀﾞ ﾕﾒ

1084 近藤　鈴花(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝｶ
1085 菅原　莉彩(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ

3 6 内部中－B 3441 澤田　　華(1) ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅ 56.92
(三重) 3445 山下　莉子(1) ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ

3439 桐島　好香(1) ｷﾘｼﾏ ｺﾉｶ
3437 宇坂理々華(1) ｳｻｶ ﾘﾘｶ

5 大木中 2882 早川　　幸(1) ﾊﾔｶﾜ ﾐﾕｷ DQ,R3

(三重) 2880 近藤　凪紗(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ
2887 萩原　汐那(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ｾﾅ
2883 藤井　綾音(1) ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾈ

4 尾鷲中－B DNS
(三重)

7 尾鷲中－C DNS
(三重)

凡例  DNS:欠場 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
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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 51.27

2 52.98

3 53.70

4 54.75

5 54.76

6 54.79

7 55.05

8 55.98

陵成中(三重) 山本絵美香(3) / 内山　侑香(3) / 佐々木桃香(3) / 前田　紗希(2)

一志中(三重) 山本　華世(3) / 飛岡　璃心(3) / 上永陽奈子(3) / 久保日向子(3)

多度中(三重) 中島　想菜(3) / 水谷　莉子(3) / 熊谷　杏音(3) / 松本　阿実(3)

朝日中(三重) 齋藤　由依(2) / 樋口　愛琉(2) / 古関菜々穂(2) / 木下　萌翔(2)

西郊中(三重) 松岡　結菜(3) / 番条　美幸(3) / 森口　優来(2) / 上田　萌愛(2)

神戸中(三重) 倉渕みなみ(3) / 永戸　紗更(3) / 濱口　菜月(3) / 中川　瑞萌(3)

ｱｽﾘｰﾄY(三重) 平岡　夢萌(J1) / 村岡　紗千(J3) / 村岡　春奈(J1) / 石川陽那菜(J2)

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

凡例  DNS:欠場 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


