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順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ × 4m05 4m40 4m40 8 × × 4m35 4m40

1 7 1535 中川　晴菜 (5) 一志Beast +0.9 +1.4 +1.4 +1.6 +1.4

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 4m25 × 4m35 4m35 7 × 4m14 × 4m35

2 5 722 中林　麻奈 (6) 多気ＲＣ +2.4 +0.7 +0.7 +2.1 +0.7

ｵｸﾑﾗ ﾋﾅｺ 3m92 × 3m80 3m92 4 4m14 3m95 3m91 4m14

3 16 1523 奥村日菜子 (6) 一志Beast +3.1 +2.2 +3.1 +2.9 +2.4 +1.9 +2.9

ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻｴ 3m94 4m10 3m87 4m10 6 3m91 4m13 4m00 4m13

4 24 1102 宮本りさえ (6) 内城田ＳＣ +1.2 +2.0 +1.2 +2.0 +1.0 +1.9 +1.5 +1.9

ｲﾏｲ ﾒｲ 3m83 3m98 3m72 3m98 5 3m84 3m98 4m09 4m09

5 4 689 今井　芽衣 (6) 美杉陸上ク +1.3 +1.0 +1.7 +1.0 +2.7 +1.5 +3.1 +3.1

ｶﾜｷﾞｼ ﾏｲ 3m78 3m75 3m92 3m92 3 3m79 3m87 4m03 4m03

6 11 690 川岸　真衣 (6) 美杉陸上ク +2.3 +0.8 +2.2 +2.2 +2.8 +1.1 +1.5 +1.5

ﾔﾏﾑﾗ ｺﾄﾈ × × 3m84 3m84 2 3m59 × × 3m84

7 9 1024 山村　琴音 (6) 厚生陸上ク +1.7 +1.7 +2.2 +1.7

ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ 3m77 3m64 × 3m77 1 3m72 × 3m77 3m77

8 3 1528 村上　映里 (6) 一志Beast +1.9 +0.3 +1.9 +2.0 +2.2 +1.9

ｶｲﾄ ｼﾎ 3m64 3m58 3m76 3m76 3m76

9 10 390 垣内　詩帆 (6) 朝日陸上少 +1.5 +0.9 +2.4 +2.4 +2.4

ﾏﾂﾊﾞﾐﾅﾐ × 3m75 3m74 3m75 3m75

10 14 904 松葉みなみ (5) 南勢陸上ク +1.2 +1.3 +1.2 +1.2

ﾅｶﾆｼﾏｵ 3m75 3m64 × 3m75 3m75

11 30 843 中西　真央 (6) 南勢陸上ク +0.2 +2.0 +0.2 +0.2

ﾊﾔｼ ﾕｷﾅ 3m61 × 3m75 3m75 3m75

12 6 115 林　由希菜 (6) 藤原陸上ク +2.5 +1.8 +1.8 +1.8

ｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 3m42 × 3m69 3m69 3m69

13 21 1017 久保　遥加 (6) 厚生陸上ク +1.0 +1.9 +1.9 +1.9

ｻｲﾄｳﾋﾛｶ 3m56 3m57 3m63 3m63 3m63

15 19 836 斎藤　広華 (6) 南勢陸上ク +1.3 +1.1 +3.1 +3.1 +3.1

ﾐﾔｷ ﾕｲﾅ 3m62 3m61 × 3m62 3m62

16 18 112 宮木　結菜 (6) 藤原陸上ク +0.8 +1.4 +0.8 +0.8

ﾐﾅﾐ ﾘｻｺ × 3m56 × 3m56 3m56

17 15 332 南　りさ子 (6) 楠陸上Jｒ +1.0 +1.0 +1.0

ｵﾉ ﾓｴ 3m38 3m52 × 3m52 3m52

18 8 693 小野　　萌 (5) 美杉陸上ク +2.6 +1.1 +1.1 +1.1

ｻﾝﾊﾟ ﾋﾅ 3m52 × × 3m52 3m52

19 13 117 三羽　秀奈 (5) 藤原陸上ク +2.4 +2.4 +2.4

ﾊｼﾓﾄ ﾏｺ 3m37 × × 3m37 3m37

22 12 1960 橋本　まこ (6) 答　志 +1.3 +1.3 +1.3

ﾜﾀﾞﾕｶｺ × × 3m36 3m36 3m36

23 20 1593 和田有香子 (6) 三浜複合 +2.7 +2.7 +2.7

ﾅｼﾞﾒｱｲ 3m31 × × 3m31 3m31

26 17 894 納米　　愛 (5) 南勢陸上ク +1.3 +1.3 +1.3

ｺﾏｴ ﾘｺ × 3m31 × 3m31 3m31

26 28 1410 駒江　莉子 (5) ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ +1.0 +1.0 +1.0

ﾏｴﾔﾏ ﾙﾅ 3m27 × × 3m27 3m27

31 25 694 前山　瑠那 (5) 美杉陸上ク +0.3 +0.3 +0.3

ｺﾞｼﾏ　ﾐｸ 3m22 × × 3m22 3m22

33 22 887 五島　美空 (5) 南勢陸上ク +1.2 +1.2 +1.2

ｲﾜｲﾏﾄﾞｶ 3m22 × × 3m22 3m22

33 23 2060 岩井まどか (5) 鏡　浦 +1.3 +1.3 +1.3

ﾀｶﾊﾗ ｼｵﾘ 3m19 × × 3m19 3m19

36 1 454 高原　汐里 (5) 川越陸上少 +0.7 +0.7 +0.7

ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 3m11 × × 3m11 3m11

40 29 1759 喜多嶋優子 (5) ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ +0.7 +0.7 +0.7

ﾉﾑﾗﾐﾊﾙ × 3m09 × 3m09 3m09

42 27 1920 野村　美晴 (6) 長岡ｸﾗﾌﾞ +0.6 +0.6 +0.6

ｽｶﾞｳﾗ ｱｶﾘ 3m03 × × 3m03 3m03

45 2 3425 須賀浦茜里 (6) 有　緝 +1.4 +1.4 +1.4

ｵｶﾞﾜﾘｶ 2m88 × × 2m88 2m88

48 26 1877 小川　里香 (6) 越　賀 +0.9 +0.9 +0.9
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Aピット

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾕｶ 3m58 × 3m67 3m67 3m67

14 7 3639 田中　佑香 (6) 神　戸 +2.2 +0.7 +0.7 +0.7

ｵｵﾑﾗ ﾐｷ 3m45 × × 3m45 3m45

20 1 3641 大村　美樹 (6) 神　戸 +0.7 +0.7 +0.7

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏｲ 3m43 × × 3m43 3m43

21 30 1295 柴原　麻衣 (5) ClubEggs +0.7 +0.7 +0.7

ｱﾗｶﾜ ﾏﾎ 3m34 × × 3m34 3m34

24 14 4057 荒川　真帆 (6) 鳥　羽 +2.0 +2.0 +2.0

ﾖｼｶﾜ ﾐﾈ × 3m32 × 3m32 3m32

25 26 656 吉川　海音 (6) 津陸上ク +1.1 +1.1 +1.1

ﾅﾝﾌﾞ ﾏﾕ 3m31 × × 3m31 3m31

26 28 1252 南部　真佑 (6) 国府スポ少 +1.9 +1.9 +1.9

ﾀｵｶ ﾕｳｷ 3m30 × × 3m30 3m30

29 31 1250 田岡　祐希 (6) 国府スポ少 +0.4 +0.4 +0.4

ﾏﾂﾊﾞﾔｼﾕｲ 3m28 × × 3m28 3m28

30 21 2103 松林　悠依 (5) てい水 +1.0 +1.0 +1.0

ﾅｶﾓﾄ ｱｶﾈ 3m27 × × 3m27 3m27

31 33 4058 中本　　茜 (6) 鳥　羽 +0.4 +0.4 +0.4

ｶﾒｲ ｾｲﾗ × 3m20 × 3m20 3m20

35 35 2838 亀井　星来 (5) 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ +1.4 +1.4 +1.4

ｳｴﾉ ｻﾔｶ 3m17 × × 3m17 3m17

37 20 2507 上野咲弥佳 (5) 員弁西 +0.8 +0.8 +0.8

ﾎﾘｲ ﾐｻｷ 3m17 × × 3m17 3m17

37 6 2246 堀井　美咲 (6) 宮川ＳＣ +2.6 +2.6 +2.6

ｲｹﾑﾗ ﾐｶ 3m14 × × 3m14 3m14

39 10 1724 池村　美佳 (6) ＪＡＣ亀山 +1.5 +1.5 +1.5

ｶｸﾀﾞ ｽﾐﾚ × × 3m11 3m11 3m11

40 15 4104 覚田すみれ (6) 布施田ｸﾗﾌﾞ +2.2 +2.2 +2.2

ｼﾊﾞﾀ ｻﾁﾅ 3m06 × × 3m06 3m06

43 34 3235 柴田　祥那 (5) 名張クラブ +0.9 +0.9 +0.9

ｸﾗｲ ﾐｷ 3m05 × × 3m05 3m05

44 2 2321 倉井　美季 (6) 松阪Jr陸上 +1.3 +1.3 +1.3

ﾂｼﾞｲ ﾐｽﾞﾎ 3m03 × × 3m03 3m03

45 37 3640 辻井　泉穂 (6) 神　戸 +1.5 +1.5 +1.5

ｲﾄｳ ﾅﾎ × 3m00 × 3m00 3m00

47 32 3355 伊藤　奈穂 (5) 大内山 +1.2 +1.2 +1.2

ﾃﾗﾀﾞ ｻｵﾘ 2m86 × × 2m86 2m86

49 11 1760 寺田　早織 (5) ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ +1.7 +1.7 +1.7

ﾆｼｶﾀ ｻｷ 2m85 × × 2m85 2m85

50 16 2322 西潟　咲希 (5) 松阪Jr陸上 +1.9 +1.9 +1.9

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｲ 2m81 × × 2m81 2m81

51 13 601 藤山　結衣 (5) ASSA-TC +2.4 +2.4 +2.4

ｸｻｶﾞﾜ ﾄｷ 2m78 × × 2m78 2m78

52 25 1730 草川　富貴 (6) ＪＡＣ亀山 +1.3 +1.3 +1.3

ﾐﾔｼﾀ ﾁｶ 2m77 × × 2m77 2m77

53 23 3638 宮下　千佳 (6) 神　戸 +1.6 +1.6 +1.6

ﾔﾏﾓﾄｲﾛﾊ 2m75 × × 2m75 2m75

54 27 2062 山本　彩葉 (5) 鏡　浦 +0.1 +0.1 +0.1

ｼｹﾞﾏﾙ ﾊﾙﾅ 2m75 × × 2m75 2m75

54 4 2585 重丸　晴菜 (6) 大山田ＡＣ +1.8 +1.8 +1.8

ｳｴﾏﾂ ﾐｸ 2m66 × × 2m66 2m66

56 19 4103 植松　美来 (6) 布施田ｸﾗﾌﾞ +0.9 +0.9 +0.9

ｱﾗｷ ﾒｸﾞﾐ 2m65 × × 2m65 2m65

57 12 334 荒木　　恵 (5) 楠陸上Jｒ +1.5 +1.5 +1.5

ﾊﾏｸﾞﾁﾏﾕ 2m62 × × 2m62 2m62

58 9 4130 濱口　真夕 (5) 波　切 +2.3 +2.3 +2.3

ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ 2m62 × × 2m62 2m62

58 24 3678 山下　夏鈴 (5) 新　居 +1.8 +1.8 +1.8

ｻｲｸｻ ｲﾂｶ 2m60 × × 2m60 2m60

60 5 3609 三枝いつか (5) 上野西 +2.4 +2.4 +2.4

ﾄﾘﾔﾏ ﾎﾉｶ × 2m58 × 2m58 2m58

61 36 2247 鳥山ほのか (6) 宮川ＳＣ +2.0 +2.0 +2.0

ﾏｴﾀﾞﾄﾓ 2m51 × × 2m51 2m51

62 8 1874 前田　　倫 (6) 越　賀 +3.6 +3.6 +3.6

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 2m37 × × 2m37 2m37

63 18 1186 山口　智子 (5) 玉城陸上ク +1.3 +1.3 +1.3
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ﾅｶﾆｼ ﾘﾅ 2m27 × × 2m27 2m27

64 29 1815 中西　莉菜 (6) 坂　手 +1.0 +1.0 +1.0

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾎﾀﾙ × × ×

17 3611 谷口ほたる (5) 上野西 NM
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