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県小学記録(KE)          53.80     南勢陸上ク・伊勢市(松葉・林・栂坂・中北)2009
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予選 5組0着＋8

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 3 南勢陸上ク-A 57.36 q 1 964 長岡　莉湖 (6) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｺ 南勢陸上ク

2 965 中出　里央 (6) ﾅｶﾃﾞ ﾘｵ 南勢陸上ク

3 961 世古口奈々 (6) ｾｺｸﾞﾁ ﾅﾅ 南勢陸上ク

4 971 堀内　美里 (6) ﾎﾘｳﾁ ﾐｻﾄ 南勢陸上ク

2 5 佐八陸上ク-A 1:00.45 1 1109 菅生　萌未 (6) ｽｶﾞｵ ﾓｴﾐ 佐八陸上ク

2 1110 西　菜那恵 (6) ﾆｼ ﾅﾅｴ 佐八陸上ク

3 1106 北村　夕芽 (6) ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 佐八陸上ク

4 1107 坂本　紗也 (6) ｻｶﾓﾄ ｻﾔ 佐八陸上ク

3 6 石薬師RC 1:01.25 1 501 加藤　彩花 (6) ｶﾄｳ ｱﾔｶ 石薬師ＲＣ

2 503 山本　優希 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 石薬師ＲＣ

3 505 澤潟　莉沙 (5) ｻﾜｶﾞﾀ ﾘｻ 石薬師ＲＣ

4 502 竹下　陽菜 (6) ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾅ 石薬師ＲＣ

4 7 志摩陸上ク-B 1:01.64 1 1389 久野　七海 (5) ｸﾉ ﾅﾅﾐ 志摩陸上ク

2 1365 樋口　愛実 (6) ﾋｸﾞﾁ ｱﾐ 志摩陸上ク

3 1368 高橋沙里奈 (6) ﾀｶﾊｼ ｻﾘﾅ 志摩陸上ク

4 1367 中島　璃奈 (6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾅ 志摩陸上ク

5 4 JAC亀山-A 1:02.24 1 611 田中　千晶 (6) ﾀﾅｶ ﾁｱｷ ＪＡＣ亀山

2 617 浅野　玲奈 (5) ｱｻﾉ ﾚｲﾅ ＪＡＣ亀山

3 613 藤田　菜緒 (6) ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ ＪＡＣ亀山

4 622 冨田　千賀 (5) ﾄﾐﾀ ﾁｶ ＪＡＣ亀山

6 8 国府スポ少-B 1:03.11 1 1426 西山　真凪 (5) ﾆｼﾔﾏ ﾏﾅ 国府スポ少

2 1425 井上　二菜 (5) ｲﾉｳｴ ﾆﾅ 国府スポ少

3 1427 濵野　早希 (5) ﾊﾏﾉ ｻｷ 国府スポ少

4 1429 川口　萌景 (5) ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 国府スポ少

7 2 大山田AC-B 1:06.21 1 1955 松本　美紀 (6) ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ 大山田ＡＣ

2 1961 逵中　千乃 (6) ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｷﾉ 大山田ＡＣ

3 1969 村上奈津実 (5) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ 大山田ＡＣ

4 1965 伊藤　　葵 (5) ｲﾄｳ ｱｵｲ 大山田ＡＣ

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 12:45 予選

10月16日 16:05 決勝
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1 3 川越陸上少 55.51 q 1 460 森　　美波 (6) ﾓﾘ ﾐﾅﾐ 川越陸上少

2 461 鈴木　理奈 (6) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 川越陸上少

3 455 荒木　南奈 (6) ｱﾗｷ ﾅﾅ 川越陸上少

4 458 関　　彩花 (6) ｾｷ ｱﾔｶ 川越陸上少

2 5 内城田SC 55.68 q 1 1175 山本　美結 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 内城田ＳＣ

2 1179 大西　史織 (6) ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 内城田ＳＣ

3 1181 永井　良絵 (6) ﾅｶﾞｲ ﾖｼｴ 内城田ＳＣ

4 1176 森本　美南 (6) ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾅﾐ 内城田ＳＣ

3 6 厚生AC 57.80 q 1 1043 中川　未麗 (6) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾚｲ 厚生ＡＣ

2 1041 久保　梓紗 (6) ｸﾎﾞ ｱｽﾞｻ 厚生ＡＣ

3 1046 前田　珠野 (6) ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾉ 厚生ＡＣ

4 1042 小久保里紗 (6) ｺｸﾎﾞ ﾘｻ 厚生ＡＣ

4 2 南勢陸上ク-C 1:00.65 1 966 中西　梨乃 (6) ﾅｶﾆｼ ﾘﾉ 南勢陸上ク

2 970 二見　百香 (6) ﾌﾀﾐ ﾓﾓｶ 南勢陸上ク

3 963 辻村　菜都 (6) ﾂｼﾞﾑﾗ ﾅﾂ 南勢陸上ク

4 959 佐々木愛理 (6) ｻｻｷ ｱｲﾘ 南勢陸上ク

5 4 大山田AC-A 1:01.44 1 2030 市川万里子 (5) ｲﾁｶﾜ ﾏﾘｺ 大山田ＡＣ

2 1958 野呂　采加 (6) ﾉﾛ ｱﾔｶ 大山田ＡＣ

3 1960 和田菜々恵 (6) ﾜﾀﾞ ﾅﾅｴ 大山田ＡＣ

4 1959 星山　紗来 (6) ﾎｼﾔﾏ ｻﾗ 大山田ＡＣ

6 8 佐八陸上ク-B 1:04.69 1 1833 下川　莉乃 (6) ｼﾓｶﾜ ﾘﾉ 佐八陸上ク

2 1108 坂本　未来 (6) ｻｶﾓﾄ ﾐｸ 佐八陸上ク

3 1111 山木　優佳 (6) ﾔﾏｷ ﾕｳｶ 佐八陸上ク

4 1114 北村真梨奈 (5) ｷﾀﾑﾗ ﾏﾘﾅ 佐八陸上ク

7 7 ASSA-TC-B 1:05.98 1 543 草野未央理 (6) ｸｻﾉ ﾐｵﾘ ASSA-TC

2 545 中村　美月 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ASSA-TC

3 549 松下日花里 (6) ﾏﾂｼﾀ ﾋｶﾘ ASSA-TC

4 547 萩原　亜美 (6) ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾐ ASSA-TC
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1 8 南勢陸上ク-B 58.99 1 957 奥野　光里 (6) ｵｸﾉ ﾋｶﾘ 南勢陸上ク

2 962 玉木　理菜 (6) ﾀﾏｷ ﾘﾅ 南勢陸上ク

3 969 藤原　史織 (6) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｵﾘ 南勢陸上ク

4 972 松井万里子 (6) ﾏﾂｲ ﾏﾘｺ 南勢陸上ク

2 3 一志Beast 59.51 1 664 印南妃奈乃 (6) ｲﾝﾅﾝ ﾋﾅﾉ 一志Beast

2 659 大森　美里 (6) ｵｵﾓﾘ ﾐｻﾄ 一志Beast

3 658 牛丸日花里 (6) ｳｼﾏﾙ ﾋｶﾘ 一志Beast

4 666 元井　理緒 (6) ﾓﾄｲ ﾘｵ 一志Beast

3 5 佐八陸上ク-C 1:00.92 1 1123 山口友里華 (5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ 佐八陸上ク

2 1120 中村　満帆 (5) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾎ 佐八陸上ク

3 1112 市村　桃子 (5) ｲﾁﾑﾗ ﾓﾓｺ 佐八陸上ク

4 1125 山本　凛華 (5) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ 佐八陸上ク

4 2 ゆめが丘RC 1:01.81 1 3577 古屋　咲七 (5) ﾌﾙﾔ ｻﾅ ゆめが丘RC

2 3325 森井　暖起 (6) ﾓﾘｲ ﾊﾙｷ ゆめが丘RC

3 3326 辻　　裕香 (6) ﾂｼﾞ ﾋﾛｶ ゆめが丘RC

4 3323 上野　菜稚 (6) ｳｴﾉ ﾅﾁ ゆめが丘RC

5 4 橋南スポク-B 1:02.58 1 768 田中　　優 (5) ﾀﾅｶ ﾕｳ 橋南スポク

2 766 早川　奈那 (5) ﾊﾔｶﾜ ﾅﾅ 橋南スポク

3 767 村田　由華 (5) ﾑﾗﾀ ﾕｶ 橋南スポク

4 771 松井萌々香 (5) ﾏﾂｲ ﾓﾓｶ 橋南スポク

6 7 JAC亀山-B 1:02.86 1 618 沼田　瞳子 (5) ﾇﾏﾀ ﾄｳｺ ＪＡＣ亀山

2 1787 宮原　まゆ (6) ﾐﾔﾊﾗ ﾏﾕ ＪＡＣ亀山

3 612 沼田　優里 (6) ﾇﾏﾀ ﾕｳﾘ ＪＡＣ亀山

4 608 徳田　瑛美 (6) ﾄｸﾀﾞ ｴｲﾐ ＪＡＣ亀山

7 6 南勢AC 1:03.69 1 1226 三浦　紗瑛 (6) ﾐｳﾗ ｻｴ 南勢ＡＣ

2 1217 上野　心美 (6) ｳｴﾉ ｺﾉﾐ 南勢ＡＣ

3 1228 世古　　楓 (6) ｾｺ ｶｴﾃﾞ 南勢ＡＣ

4 1220 奥村　音芽 (6) ｵｸﾑﾗ ｵﾄﾒ 南勢ＡＣ
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1 4 北勢RC 56.95 q 1 179 井後　咲菜 (6) ｲｺﾞ ｻｷﾅ 北勢ＲＣ

2 1697 田口　遥香 (6) ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 北勢ＲＣ

3 175 川瀬理保子 (6) ｶﾜｾ ﾘﾎｺ 北勢ＲＣ

4 178 中村　由依 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 北勢ＲＣ

2 5 楠陸上Jr 58.96 q 1 328 長谷川千晶 (6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｱｷ 楠陸上Jｒ

2 340 森　　幸香 (5) ﾓﾘ ﾕｷｶ 楠陸上Jｒ

3 329 早川　凛香 (6) ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝｶ 楠陸上Jｒ

4 326 成松万里菜 (6) ﾅﾘﾏﾂ ﾏﾘﾅ 楠陸上Jｒ

3 6 玉城陸上ク 59.75 1 1280 尾崎　里奈 (5) ｵｻﾞｷ ﾘﾅ 玉城陸上ク

2 1273 内田　実来 (6) ｳﾁﾀﾞ ﾐﾗｲ 玉城陸上ク

3 1274 木村　十和 (6) ｷﾑﾗ ﾄﾜ 玉城陸上ク

4 1275 水野　亜美 (6) ﾐｽﾞﾉ ｱﾐ 玉城陸上ク

4 7 志摩陸上ク-A 1:00.78 1 1362 中村　留衣 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 志摩陸上ク

2 1363 竹村　佳音 (6) ﾀｹﾑﾗ ｶﾉﾝ 志摩陸上ク

3 1364 小林　華歩 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ 志摩陸上ク

4 1361 中村　悠子 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 志摩陸上ク

5 3 ASSA-TC-A 1:01.66 1 542 石田あかね (6) ｲｼﾀﾞ ｱｶﾈ ASSA-TC

2 548 長谷川瑠美 (6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾐ ASSA-TC

3 544 坂　　朋香 (6) ｻｶ ﾄﾓｶ ASSA-TC

4 546 西山　真以 (6) ﾆｼﾔﾏ ﾏｲ ASSA-TC

6 2 橋南スポク-A 1:06.39 1 757 寺本　彩香 (6) ﾃﾗﾓﾄ ｻﾔｶ 橋南スポク

2 759 吉川　茉希 (6) ﾖｼｶﾜ ﾏｷ 橋南スポク

3 758 小川　未来 (6) ｵｶﾞﾜ ﾐｸ 橋南スポク

4 772 南出あゆみ (5) ﾐﾅﾐﾃﾞ ｱﾕﾐ 橋南スポク

7 9 SMAC陸上ク-B 1:06.93 1 4371 宇佐見珠里 (5) ｳｻﾐ ｼﾞｭﾘ SMAC陸上ク

2 4374 中田　菜都 (5) ﾅｶﾀ ﾅﾂ SMAC陸上ク

3 4376 藤田　李奈 (5) ﾌｼﾞﾀ ﾘﾅ SMAC陸上ク

4 4377 盛田　詩乃 (5) ﾓﾘﾀ ｼﾉ SMAC陸上ク

8 松阪Jr陸上-B DSQ,R2 1 808 山田明日香 (5) ﾔﾏﾀﾞｱｽｶ 松阪Jr陸上

2 810 松下　芽生 (5) ﾏﾂｼﾀﾒｲ 松阪Jr陸上

3 807 長崎あきの (6) ﾅｶﾞｻｷ ｱｷﾉ 松阪Jr陸上

4 811 大槻　美瑛 (5) ｵｵﾂｷﾐｱｷ 松阪Jr陸上
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1 2 国府スポ少-A 56.64 q 1 1424 小林　　華 (5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 国府スポ少

2 1420 仲谷　怜奈 (6) ﾅｶﾔ ﾚﾅ 国府スポ少

3 1421 濱口　朋実 (6) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 国府スポ少

4 3688 松村　圭純 (5) ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾐ 国府スポ少

2 4 保々RC 58.02 q 1 235 加藤　　京 (5) ｶﾄｳ ﾐﾔｺ 保々ＲＣ

2 232 加藤　優依 (6) ｶﾄｳ ﾕｲ 保々ＲＣ

3 234 藤井はるか (6) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 保々ＲＣ

4 233 柴原有里加 (6) ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ 保々ＲＣ

3 8 朝日陸上少 1:00.15 1 388 大島　亜美 (6) ｵｵｼﾏ ｱﾐ 朝日陸上少

2 390 片山　晴菜 (6) ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 朝日陸上少

3 385 服部　祐子 (6) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｺ 朝日陸上少

4 387 水谷　真理 (6) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾘ 朝日陸上少

4 6 松阪Jr陸上-A 1:01.38 1 797 井島　未喜 (6) ｲｼﾞﾏﾐｷ 松阪Jr陸上

2 800 小林　由佳 (6) ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｶ 松阪Jr陸上

3 801 坂本万梨亜 (6) ｺﾊﾞﾔｼﾏﾘｱ 松阪Jr陸上

4 799 小林　美友 (6) ｺﾊﾞﾔｼﾐﾜ 松阪Jr陸上

5 9 北浜陸上ク 1:01.54 1 1000 辻　　有咲 (5) ﾂｼﾞ ｱﾘｻ 北浜陸上ク

2 996 中村　栄里 (6) ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ 北浜陸上ク

3 998 柿本　早紀 (6) ｶｷﾓﾄ ｻｷ 北浜陸上ク

4 995 中川　未悠 (6) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕ 北浜陸上ク

6 3 笹尾AC 1:02.37 1 75 寺埜　清華 (6) ﾃﾗﾉ ｻﾔｶ 笹尾ＡＣ

2 79 蛭川　朱里 (5) ﾋﾙｶﾜ ｱｶﾘ 笹尾ＡＣ

3 76 中村　早絵 (6) ﾅｶﾑﾗ ｻｴ 笹尾ＡＣ

4 77 渡辺　朱理 (6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾘ 笹尾ＡＣ

7 7 上野AC 1:04.18 1 1474 廣瀬　　桜 (5) ﾋﾛｾ ｻｸﾗ 上野ＡＣ

2 1467 長岡　純未 (6) ﾅｶﾞｵｶ ｱﾂﾐ 上野ＡＣ

3 1470 山岡　奈央 (6) ﾔﾏｵｶ ﾅｵ 上野ＡＣ

4 1465 西田　千尋 (6) ﾆｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 上野ＡＣ
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女子　４×１００ｍＲ

県小学記録(KE)          53.80     南勢陸上ク・伊勢市(松葉・林・栂坂・中北)2009

大会記録(GR)            54.77     内城田SC・度会郡(中東・小山・森本・林田)2009(第14回)

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 12:45 予選

10月16日 16:05 決勝

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 7 内城田SC 55.25 1 1175 山本　美結 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 内城田ＳＣ

2 1179 大西　史織 (6) ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 内城田ＳＣ

3 1180 山下　実南 (6) ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾐ 内城田ＳＣ

4 1176 森本　美南 (6) ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾅﾐ 内城田ＳＣ

2 9 南勢陸上ク-A 55.57 1 964 長岡　莉湖 (6) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｺ 南勢陸上ク

2 965 中出　里央 (6) ﾅｶﾃﾞ ﾘｵ 南勢陸上ク

3 961 世古口奈々 (6) ｾｺｸﾞﾁ ﾅﾅ 南勢陸上ク

4 971 堀内　美里 (6) ﾎﾘｳﾁ ﾐｻﾄ 南勢陸上ク

3 6 川越陸上少 55.71 1 460 森　　美波 (6) ﾓﾘ ﾐﾅﾐ 川越陸上少

2 461 鈴木　理奈 (6) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 川越陸上少

3 455 荒木　南奈 (6) ｱﾗｷ ﾅﾅ 川越陸上少

4 458 関　　彩花 (6) ｾｷ ｱﾔｶ 川越陸上少

4 5 国府スポ少-A 56.22 1 1424 小林　　華 (5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 国府スポ少

2 1420 仲谷　怜奈 (6) ﾅｶﾔ ﾚﾅ 国府スポ少

3 1421 濱口　朋実 (6) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 国府スポ少

4 3688 松村　圭純 (5) ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾐ 国府スポ少

5 4 北勢RC 57.06 1 179 井後　咲菜 (6) ｲｺﾞ ｻｷﾅ 北勢ＲＣ

2 1697 田口　遥香 (6) ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 北勢ＲＣ

3 175 川瀬理保子 (6) ｶﾜｾ ﾘﾎｺ 北勢ＲＣ

4 178 中村　由依 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 北勢ＲＣ

6 8 厚生AC 57.49 1 1043 中川　未麗 (6) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾚｲ 厚生ＡＣ

2 1041 久保　梓紗 (6) ｸﾎﾞ ｱｽﾞｻ 厚生ＡＣ

3 1046 前田　珠野 (6) ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾉ 厚生ＡＣ

4 1042 小久保里紗 (6) ｺｸﾎﾞ ﾘｻ 厚生ＡＣ

7 3 保々RC 58.39 1 234 藤井はるか (6) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 保々ＲＣ

2 233 柴原有里加 (6) ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ 保々ＲＣ

3 235 加藤　　京 (5) ｶﾄｳ ﾐﾔｺ 保々ＲＣ

4 232 加藤　優依 (6) ｶﾄｳ ﾕｲ 保々ＲＣ

8 2 楠陸上Jr 59.40 1 328 長谷川千晶 (6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｱｷ 楠陸上Jｒ

2 340 森　　幸香 (5) ﾓﾘ ﾕｷｶ 楠陸上Jｒ

3 329 早川　凛香 (6) ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝｶ 楠陸上Jｒ

4 326 成松万里菜 (6) ﾅﾘﾏﾂ ﾏﾘﾅ 楠陸上Jｒ
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