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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 5月19日 14:25 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 八風中 390 勝島朱夏里(2) ｶﾂｼﾏ ｱｶﾘ 52.60 1 7 四日市南中 1347 南部　雪奈(3) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾅ 53.93
(三重) 965 清水　寧々(3) ｼﾐｽﾞ ﾈﾈ (三重) 2956 青山ひより(2) ｱｵﾔﾏ ﾋﾖﾘ

964 境　　文音(3) ｻｶｲ ｱﾔﾈ 1348 八鳥　　心(3) ﾊﾁﾄﾘ ｺｺﾛ
392 清水　万帆(2) ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 1351 米倉　七菜(3) ﾖﾈｸﾗ ﾅﾅ

2 5 山手中 3566 舘　　萌加(2) ﾀﾁ ﾓｴｶ 52.72 2 3 菰野中B 2633 野口愛莉紗(2) ﾉｸﾞﾁ ｱﾘｻ 56.11
(三重) 3561 上野　叶夢(2) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ (三重) 2632 小林恵里花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ

3565 佐藤　朱夏(2) ｻﾄｳ ｼｭｶ 2636 中川　愛理(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾘ
1301 橋本　　実(3) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾘ 2642 米村　真和(2) ﾖﾈﾑﾗ ﾏｵ

3 4 明和中 3777 衛藤　未来(2) ｴﾄｳ ﾐﾗｲ 54.38 3 8 崇広中 291 中村　紀花(3) ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｶ 56.38
(三重) 3535 田中　陽月(2) ﾀﾅｶ ﾋﾂﾞｷ (三重) 292 南　　空愛(3) ﾐﾅﾐ ｿﾗ

3536 田畑　真央(2) ﾀﾊﾞﾀ ﾏﾅｶ 290 中　　咲穂(3) ﾅｶ ｻｷﾎ
3538 中川　真友(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ 2485 世古　稚奈(3) ｾｺ ﾜｶﾅ

4 8 朝日中 1630 齋藤　由依(3) ｻｲﾄｳ ﾕｲ 54.53 4 6 光風中 1056 伊藤　　詩(3) ｲﾄｳ ｳﾀ 57.26
(三重) 1632 樋口　愛琉(3) ﾋｸﾞﾁ ｱｲﾙ (三重) 3661 鈴木　結ら(2) ｽｽﾞｷ ﾕﾗ

1629 古関菜々穂(3) ｺｾｷ ﾅﾅﾎ 3660 阿部由来々(2) ｱﾍﾞ ﾕﾗﾗ
1635 木下　萌翔(3) ｷﾉｼﾀ ﾓｴｶ 1057 堀田　舞祐(3) ﾎｯﾀ ﾏﾕ

5 7 内部中 1463 渡部　愛夏(3) ﾜﾀﾍﾞ ﾏﾅ 54.67 5 4 柘植中 2477 梅田　　凛(2) ｳﾒﾀﾞ ﾘﾝ 58.24
(三重) 1461 山田　舞依(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ (三重) 2479 林　　梨心(2) ﾊﾔｼ ﾘｺ

3439 桐島　好香(2) ｷﾘｼﾏ ｺﾉｶ 2478 橋本　もえ(2) ﾊｼﾓﾄ ﾓｴ
3437 宇坂理々華(2) ｳｻｶ ﾘﾘｶ 2406 柘植　愛花(3) ﾂｹﾞ ﾏﾅｶ

6 2 菰野中A 1528 山中　琴葉(3) ﾔﾏﾅｶ ｺﾉﾊ 55.42 5 久保中－Ｂ DNS
(三重) 1541 水谷　心虹(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｺ (三重)

1539 桜木　萌笑(3) ｻｸﾗｷﾞ ﾓｴ
1536 近藤　瑞季(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ

3 久保中－A DNS
(三重)

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 52.60

2 52.72

3 53.93

4 54.38

5 54.53

6 54.67

7 55.42

8 56.11

八風中(三重) 勝島朱夏里(2) / 清水　寧々(3) / 境　　文音(3) / 清水　万帆(2)

山手中(三重) 舘　　萌加(2) / 上野　叶夢(2) / 佐藤　朱夏(2) / 橋本　　実(3)

四日市南中(三重) 南部　雪奈(3) / 青山ひより(2) / 八鳥　　心(3) / 米倉　七菜(3)

菰野中A(三重) 山中　琴葉(3) / 水谷　心虹(3) / 桜木　萌笑(3) / 近藤　瑞季(3)

菰野中B(三重) 野口愛莉紗(2) / 小林恵里花(2) / 中川　愛理(2) / 米村　真和(2)

明和中(三重) 衛藤　未来(2) / 田中　陽月(2) / 田畑　真央(2) / 中川　真友(2)

朝日中(三重) 齋藤　由依(3) / 樋口　愛琉(3) / 古関菜々穂(3) / 木下　萌翔(3)

内部中(三重) 渡部　愛夏(3) / 山田　舞依(3) / 桐島　好香(2) / 宇坂理々華(2)

凡例  DNS:欠場


