
低学年女子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

6月8日 17:40 予　選
県中学記録(KJ)          50.70     大山・堂岡・小林・片山(文岡中)        2014 6月9日 09:00 準決勝
大会記録(GR)            52.12     早川・徳山・赤松・松原(白子中)        2018 6月9日 16:15 決　勝

予　選　5組2着＋6

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 緑ヶ丘中 686 宮本ほのか(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ 53.36 1 6 一志中 1591 島田　優良(2) ｼﾏﾀﾞ ﾕﾗ 55.03
(三重) 699 南　友(1) ﾐﾅﾐ ﾄﾓ Q (三重) 3015 木嶋　　鈴(1) ｷｼﾞﾏ ﾘﾝ Q

696 増田　優月(1) ﾏｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 3013 井山はる佳(1) ｲﾔﾏ ﾊﾙｶ
683 中野　綾花(2) ﾅｶﾉ ｱﾔｶ 1590 内田　鈴音(2) ｳﾁﾀﾞ ｽｽﾞﾈ

2 5 山手中 1109 佐藤　朱夏(2) ｻﾄｳ ｼｭｶ 54.65 2 5 菰野中 1277 小林恵里花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 56.74
(三重) 2749 西塚　あい(1) ﾆｼﾂﾞｶ ｱｲ Q (三重) 2791 石田　朱里(1) ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ Q

2747 北川　心愛(1) ｷﾀｶﾞﾜ ｺｺｱ 2796 舘　　理心(1) ﾀﾁ ﾘｺ
1106 上野　叶夢(2) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ 1281 野口愛莉紗(2) ﾉｸﾞﾁ ｱﾘｻ

3 2 陵成中 2954 後藤　讃良(2) ｺﾞﾄｳ ｻﾗﾗ 55.40 3 2 多度中 1025 中島　　絆(2) ﾅｶｼﾏ ｷｽﾞﾅ 57.54
(三重) 2983 和田なつき(1) ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ q (三重) 900 村上ヤシキ(1) ﾑﾗｶﾐ ﾔｼｷ

2978 古田　彩乃(1) ﾌﾙﾀ ｱﾔﾉ 899 平野　楓怜(1) ﾋﾗﾉ ｶﾚﾝ
2955 下田　華菜(2) ｼﾓﾀﾞ ﾊﾙﾅ 1027 平野　里歩(2) ﾋﾗﾉ ﾘﾎ

4 7 正和中 1908 池野　芭和(2) ｲｹﾉ ﾊﾜ 56.52 4 7 磯部中 1747 下村　琉夏(2) ｼﾓﾑﾗ ﾙﾅ 58.10
(三重) 3358 藤田　　凜(1) ﾌｼﾞﾀ ﾘﾝ q (三重) 2755 北村　悠奈(1) ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ

3352 伊藤　笑呼(1) ｲﾄｳ ﾜｺ 2756 竹本　聖歩(1) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾘｱ
1913 黒﨑莉亜奈(2) ｸﾛｻｷ ﾘｱﾅ 1748 林　春(2) ﾊﾔｼ ﾊﾙ

5 8 度会中 194 松本　　望(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 56.96 5 8 大木中 1346 藤井　綾音(2) ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾈ 59.04
(三重) 599 中村　晴香(1) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ q (三重) 2999 山宿　咲智(1) ﾔﾏｼﾞｭｸ ｻﾁ

600 谷貞愛姫奈(1) ﾀﾆｻﾀﾞ ｱｷﾅ 2997 藤原　菜々(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ
195 味噌井里那(2) ﾐｿｲ ﾘﾅ 1341 加藤　千瑚(2) ｶﾄｳ ﾁｺ

6 3 南が丘中 2428 田村　愛華(2) ﾀﾑﾗ ｱｲｶ 1:01.15 4 白鳥中 2222 澤井　希保(2) ｻﾜｲ ｷﾎ DQ,R2

(三重) 3219 池田珠美礼(1) ｲｹﾀﾞ ｽﾐﾚ (三重) 3427 田中　瑠姫(1) ﾀﾅｶ ﾙｷ
3218 山根　心華(1) ﾔﾏﾈ ｺｺｶ 3431 河村　歩奈(1) ｶﾜﾑﾗ ｱﾕﾅ
2429 遠山さくら(2) ﾄｵﾔﾏ ｻｸﾗ 2221 桑原　杏咲(2) ｸﾜﾊﾗ ｱｽﾞｻ

4 紀北中 797 堀内　梨世(2) ﾎﾘｳﾁ ﾘｾ DQ,R2 3 平田野中 DNS
(三重) 771 濵西穂乃佳(1) ﾊﾏﾆｼ ﾎﾉｶ (三重)

772 宮地莉々華(1) ﾐﾔﾁ ﾘﾘｶ
796 九嶋　美咲(2) ｸｼﾏ ﾐｻｷ

1 赤目中 DNS
(三重)

3組 4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 3 文岡中 993 市埜　心愛(2) ｲﾁﾉ ｺｺｱ 55.63 1 2 四日市南中 1146 吉山　結菜(2) ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾅ 55.96
(三重) 2854 三浦　花凜(1) ﾐｳﾗ ｶﾘﾝ Q (三重) 2770 萱苗　佑月(1) ｶﾔﾐｮｳ ﾕﾂﾞｷ Q

2851 北尾　菜結(1) ｷﾀｵ ﾅﾕ 2771 十市　葵衣(1) ﾄｲﾁ ｱｵｲ
995 小久保怜依(2) ｺｸﾎﾞ ﾚｲ 1145 青山ひより(2) ｱｵﾔﾏ ﾋﾖﾘ

2 8 ｱｽﾘｰﾄY 5909 村岡　春奈(J2) ﾑﾗｵｶ ﾊﾙﾅ 56.04 2 3 白子中 942 田林　萌椛(2) ﾀﾊﾞﾔｼ ﾓｶ 56.14
(三重) 5910 後藤　杏実(J1) ｺﾞﾄｳ ｱﾐ Q (三重) 2893 岩田　紗和(1) ｲﾜﾀ ｻﾜ Q

5911 稲見萌瑠百(J1) ｲﾅﾐ ﾒﾙﾓ 2891 村上　流唯(1) ﾑﾗｶﾐ ﾕｲ
5908 平岡　夢萌(J2) ﾋﾗｵｶ ﾕﾒ 948 宮元　彩花(2) ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ

3 4 光風中 1839 水谷　美虹(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｺ 56.23 3 8 内部中 1207 澤田　　華(2) ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅ 57.49
(三重) 3069 近藤　愛乃(1) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾉ q (三重) 3188 堀　美羽音(1) ﾎﾘ ﾐﾊﾈ

3075 水谷　柚月(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ 3185 澤田　彩花(1) ｻﾜﾀﾞ ｱﾔｶ
1837 田中　万琳(2) ﾀﾅｶ ﾏﾘﾝ 1211 山下　莉子(2) ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ

4 2 富田中 1983 古澤　　雅(2) ﾌﾙｻﾜ ﾐﾔﾋﾞ 56.99 4 4 名張北中 2654 神田　菜摘(2) ｶﾝﾀﾞ ﾅﾂﾐ 58.10
(三重) 3467 市川　友絆(1) ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾅ q (三重) 3032 神村　璃希(1) ｶﾐﾑﾗ ﾘﾉ

3466 荒木　春風(1) ｱﾗｷ ﾊﾙｶ 3023 日置　彩萠(1) ﾋｵｷ ｱﾔﾒ
1980 佐久間楓子(2) ｻｸﾏ ﾌｳｺ 2653 大西　秋香(2) ｵｵﾆｼ ｼｭｳｶ

5 5 八風中 2055 清水　万帆(2) ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 58.31 5 6 亀山中 1417 安藤　万凜(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾝ 59.33
(三重) 2819 谷　莉未香(1) ﾀﾆ ﾘﾐｶ (三重) 3547 林　　里音(1) ﾊﾔｼ ﾘｵﾝ

2818 佐藤　利都(1) ｻﾄｳ ﾘﾂ 3540 鈴木　紗希(1) ｽｽﾞｷ ｻｷ
2058 吉岡　和奏(2) ﾖｼｵｶ ﾜｶﾅ 1421 野口　琉奈(2) ﾉｸﾞﾁ ﾙﾅ

6 6 鼓ヶ浦中 2348 辻　　花音(2) ﾂｼﾞ ｶﾉﾝ 59.79 6 5 橋南中 2397 梅田　彩奈(2) ｳﾒﾀﾞ ｱﾔﾅ 59.39
(三重) 2359 近藤　百晏(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｱ (三重) 3619 木村　由奈(1) ｷﾑﾗ ﾕﾅ

2360 森　　美玲(1) ﾓﾘ ﾐﾚｲ 3623 藤原　亜子(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｺ
2346 笠木　環那(2) ｶｻｷﾞ ｶﾝﾅ 2402 小寺　愛菜(2) ｺﾃﾞﾗ ｱｲﾅ

7 三重中 DNS 7 7 高田中 1532 草開　麻琴(2) ｸｻﾋﾞﾗｷ ﾏｺﾄ 1:01.25

(三重) (三重) 3367 古橋　倫子(1) ﾌﾙﾊｼ ﾐﾁｺ
3369 吉田　芽生(1) ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ
1536 辻井　瑞葵(2) ﾂｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3



低学年女子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

6月8日 17:40 予　選
県中学記録(KJ)          50.70     大山・堂岡・小林・片山(文岡中)        2014 6月9日 09:00 準決勝
大会記録(GR)            52.12     早川・徳山・赤松・松原(白子中)        2018 6月9日 16:15 決　勝

予　選　5組2着＋6

5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 一身田中 1505 ダンボン　アレクサンドレア(2) ﾀﾞﾝﾎﾞﾝ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾚｱ 55.49
(三重) 3160 真川　四葉(1) ｻﾅｶﾞﾜ ﾖﾂﾊ Q

3162 上村　恵舞(1) ｶﾐﾑﾗ ｴﾏ
1506 濵口　和菜(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅ

2 1 陽和中 1868 増本　心空(2) ﾏｽﾓﾄ ｺｺ 56.49
(三重) 3689 小島　りな(1) ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ Q

3688 木本　安理(1) ｷﾓﾄ ｱﾝﾘ
1870 安田　ゆめ(2) ﾔｽﾀﾞ ﾕﾒ

3 3 神戸中 1320 仲野　優夢(2) ﾅｶﾉ ﾕﾒ 57.25
(三重) 3107 新藤　綾乃(1) ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ q

3106 後藤　心花(1) ｺﾞﾄｳ ﾐﾊﾅ
1318 玉村　裕那(2) ﾀﾏﾑﾗ ﾕｳﾅ

4 6 鈴峰中 2317 沖　　陽向(2) ｵｷ  ﾋﾅﾀ 57.80
(三重) 3143 宮﨑　侑花(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｶ

3139 大久保　美南海(1) ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ
2321 三好　希海(2) ﾐﾖｼ ﾉｱ

5 2 楠中 2086 渡部　海璃(2) ﾜﾀﾍﾞ ﾐﾘ 58.39
(三重) 3121 中村　涼乃(1) ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞﾉ

3122 福村　　叶(1) ﾌｸﾑﾗ ｶﾅﾙ
2085 松本　栖羽(2) ﾏﾂﾓﾄ ｽｳ

6 4 亀山中部中 1468 山﨑菜々香(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅｶ 58.82
(三重) 2875 井上　杏海(1) ｲﾉｳｴ ｱﾝﾐ

2874 伊藤　結音(1) ｲﾄｳ ﾕｲﾈ
1460 佐久間　寿珠香(2) ｻｸﾏ ｽｽﾞｶ

7 7 創徳中 1374 田口　友梨(2) ﾀｸﾞﾁ ﾕﾘ 59.47
(三重) 3455 米田　結愛(1) ﾖﾈﾀﾞ ﾕﾒ

3452 豊田　　蘭(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾗﾝ
1377 ソテロ　キアラ(2) ｿﾃﾛ ｷｱﾗ

8 5 津橋北中 499 山口　紗瑛(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ 1:00.65

(三重) 3458 飯田　もも(1) ｲｲﾀﾞ ﾓﾓ
3459 ジョーンズ　レベッカ花(1) ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾚﾍﾞｯｶﾊﾅ

493 加藤　日和(2) ｶﾄｳ ﾋﾖﾘ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3


