
中学女子4X100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県中学記録(KJ)               48.19     小林・山下・廣村・世古(伊勢港)        2019 6月11日 14:40 予　選
大会記録(GR)                 50.06     田川・安保・山口・北村(嬉野中)        2014 6月12日 13:30 決　勝

決　勝　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 3 創徳中 1527 垣内　菜々子(3) ｶｷｳﾁ ﾅﾅｺ 51.97 1 7 一志中 1702 出丸　由珠奈(3) ｲﾃﾞﾏﾙ ﾕｽﾞﾅ 51.69
1550 松井　文音(2) ﾏﾂｲ ｱﾔﾈ 1718 長谷川　瑠乃(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾉ
1534 松本　枝連(3) ﾏﾂﾓﾄ ｴﾚﾝ 1709 吉田　双葉(3) ﾖｼﾀﾞ ﾌﾀﾊﾞ
1532 佐野　心彩(3) ｻﾉ ｺﾉｱ 1707 丸山　里桜(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ

2 4 殿町中 2079 前川　恵里奈(3) ﾏｴｶﾞﾜ ｴﾘﾅ 53.18 2 5 多気中 369 田丸　りりあ(3) ﾀﾏﾙ ﾘﾘｱ 51.92
2081 田中　沙來(3) ﾀﾅｶ ｻﾗ 367 高倉　楓(3) ﾀｶｸﾗ ｶｴﾃﾞ
2088 高杉　美羽(3) ﾀｶｽｷﾞ ﾐｳ 366 太田　佳那(3) ｵｵﾀ ｶﾅ
2080 三輪　はな(3) ﾐﾜ ﾊﾅ 368 岡島　奏音(3) ｵｶｼﾞﾏ ｶﾉﾝ

3 5 亀山中部中 1132 菅瀬　友那(3) ｽｶﾞｾ ﾕﾅ 53.61 3 3 白子中 1501 宮元　理佐(3) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 52.09
1158 有村　陽詩(2) ｱﾘﾑﾗ ﾋﾅ 1514 松井　由奈(2) ﾏﾂｲ ﾕﾅ
1160 馬塲　央依(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾖﾘ 1497 谷本　陽菜(3) ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙﾅ
1131 乗峰　咲季(3) ﾉﾘﾐﾈ ｻｷ 1498 橋本　怜奈(3) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾅ

4 6 鼓ヶ浦中 2541 深見　美帆(3) ﾌｶﾐ ﾐﾎ 53.92 4 6 亀山中 1113 福田　陽菜(2) ﾌｸﾀ ﾋﾅ 52.31
2546 豊川　宥佳(2) ﾄﾖｶﾜ ﾕｳｶ 1112 森口　つかさ(3) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾂｶｻ
2549 大久保　日菜子(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾅｺ 1109 仲野　結(3) ﾅｶﾉ ﾕｲ
2542 判治　実咲(3) ﾊﾝｼﾞ ﾐｻｷ 1110 服部　佑香(3) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ

5 8 津橋北中 1764 平澤　茉歩(3) ﾋﾗｻﾞﾜ ﾏﾎ 54.21 5 8 度会中 659 竹内　小絢(2) ﾀｹｳﾁ ｻｱﾔ 52.43
1780 大西　葵唯(2) ｵｵﾆｼ ｱｵｲ 655 山本　真央(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ
1774 大喜多　琴町(2) ｵｵｷﾀ ｺﾏﾁ 667 坂井　夢果(2) ｻｶｲ ﾕﾜ
1769 大川　七里(3) ｵｵｶﾜ ﾅﾅﾘ 666 岡村　凉那(2) ｵｶﾑﾗ ｽｽﾞﾅ

6 7 大木中 1423 城下　絢音(3) ｼﾛｼﾀ ｱﾔﾈ 54.63 6 4 緑ヶ丘中 2665 今井　あいか(1) ｲﾏｲ ｱｲｶ 52.50
1421 近藤　汐美(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｼｵﾐ 2623 花本　夏菜(3) ﾊﾅﾓﾄ ｶﾅ
1422 塩足　和奏(3) ｼｵﾀﾘ ﾜｶﾅ 2634 増田　優愛(2) ﾏｽﾀﾞ ﾕｱ
1424 室　温子(3) ﾑﾛ ｱﾂｺ 2667 長谷川　光玖(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ

7 1 平田野中 1630 伊藤　菜々(2) ｲﾄｳ ﾅﾅ 54.77 7 1 三重大附属中 2138 金原　由実(3) ｶﾈﾊﾗ ﾕﾐ 52.81
1631 川本　杏(2) ｶﾜﾓﾄ ｱﾝ 2149 山口　杏璃(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾘ
1636 戸田　愛乃(2) ﾄﾀﾞ ﾏﾅﾉ 2143 中垣内　万尋(3) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾏﾋﾛ
1639 丸山　桃蒼(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾓｱ 2142 髙田　侑実(3) ﾀｶﾀﾞ ﾕﾐ

8 2 白鳥中 1473 河戸　望璃(3) ｶﾜﾄ ﾐﾘ 54.86 8 2 千代崎中 1573 佐廣　琴音(3) ｻﾋﾛ ｺﾄﾈ 52.87
1491 田中　杏奈(2) ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 1571 加納　乙葉(3) ｶﾉｳ ｵﾄﾊ
1490 丹上　結愛(2) ﾀﾝｼﾞｮｳ ﾕｱ 1581 山下　稀良(3) ﾔﾏｼﾀ ｷﾗ
1474 松田　恋羽(3) ﾏﾂﾀﾞ ｺﾊﾈ 1582 山田　麗叶(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶﾅ


