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3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾐﾁ ｻﾔｶ 5m42 5m59 × 5m59 8 5m36 5m66 5m66 5m66
1 21 4034 大道　爽香(1) 愛知教育大 +1.8 +1.9 +1.9 +4.2 +2.1 +2.3 +2.1 *F2

ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 5m18 5m35 5m44 5m44 7 5m42 × 5m33 5m44
2 28 845 寺田　菜美(3) 宇治山田商高 +1.5 +3.5 +2.4 +2.4 +4.2 +3.5 +2.4 *F1

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｺ 5m17 5m34 5m22 5m34 6 4m98 5m16 5m07 5m34
3 25 4025 杉本　雅子(3) 鈴鹿高専 +3.7 +3.5 +2.4 +3.5 +2.8 +3.5 +4.1 +3.5

ﾔﾏﾈ ﾒｲ 4m93 5m28 × 5m28 5 × 5m20 5m23 5m28
4 40 818 山根　芽衣(1) 宇治山田商高 +1.4 +3.5 +3.5 +2.5 +3.9 +3.5 *F1

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ × 5m20 5m18 5m20 4 × × 5m10 5m20
5 26 1840 小山　綾香(2) 皇學館高 +2.7 +1.5 +2.7 +4.8 +2.7 *F3

ﾑｶｲﾃﾞ ﾏﾕ × 5m01 5m19 5m19 3 4m93 5m05 × 5m19
6 23 13 向出　真悠(3) 四日市商高 +2.3 +2.4 +2.4 +4.6 +1.9 +2.4 *F5

ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 5m06 4m85 5m11 5m11 2 × × 5m02 5m11
7 15 687 鈴木可奈子(2) 名張桔梗丘高 +2.5 +1.9 +2.2 +2.2 +4.9 +2.2 *F2

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 4m92 4m93 5m10 5m10 1 4m96 × 4m98 5m10
8 22 1465 中村　美穂(3) 伊勢学園高 +1.5 +2.4 +2.5 +2.5 +3.3 +5.6 +2.5 *F1

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ × 4m98 4m95 4m98 4m98
9 16 1093 山本　佳歩(2) 津商高 +1.9 +2.2 +1.9 +1.9

ﾀｹｳﾁ ｴﾘｶ × 4m64 4m96 4m96 4m96
10 32 875 竹内えりか(2) 宇治山田商高 +3.3 +2.7 +2.7 +2.7

ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 4m60 4m91 4m88 4m91 4m91
11 3 201 中村　彩希(3) いなべ総合高 +2.5 +2.0 +2.2 +2.0 +2.0

ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳｶ 4m91 4m74 4m62 4m91 4m91
12 13 373 中川　風香(3) 宇治山田高 +2.2 +2.5 +1.9 +2.2 +2.2 *F3

ｻｶﾓﾘ ｱﾔﾈ × × 4m82 4m82 4m82
13 30 24 坂森　彩音(2) 四日市商高 +1.8 +1.8 +1.8

ﾆｼｵｶ ﾐﾆｲ × 4m72 4m78 4m78 4m78
14 36 817 西岡みにい(1) 宇治山田商高 +2.5 +1.7 +1.7 +1.7

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ 4m72 4m78 × 4m78 4m78
14 38 593 髙松　麻妃(3) 皇學館高 +2.3 +2.0 +2.0 +2.0

ﾅｶﾑﾗ ｼﾎ × 4m73 4m74 4m74 4m74
16 395-2289 中村　志穂(2) 至学館大 +2.8 +2.7 +2.7 +2.7

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 4m74 4m69 × 4m74 4m74
17 34 1191 山本　佳奈(2) 伊勢高 +2.9 +2.6 +2.9 +2.9

ｻﾄｳ ｱﾔ × × 4m72 4m72 4m72
18 31 4055 佐藤　　彩(2) 近大高専 +5.3 +5.3 +5.3

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ × 4m72 × 4m72 4m72
18 35 16 吉田　香織(2) 四日市商高 +3.2 +3.2 +3.2

ﾂﾂﾐ ﾓﾄｺ 4m68 4m69 × 4m69 4m69
20 205-2271 堤　　扶子(4) 皇學館大 +1.9 +2.7 +2.7 +2.7 *F1

ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ 4m62 × × 4m62 4m62
21 18 1775 野田奈津実(2) 宇治山田高 +3.5 +3.5 +3.5

ﾑｶｲ ｻﾖｺ × × ×
4 934 向井沙代子(3) 四日市高 NM

ﾌｼﾞﾀ ﾁｱｷ × × ×
5 1125 藤田　千晶(3) 神戸高 NM

ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ × × ×
6 683 岩崎　　栞(3) 名張桔梗丘高 NM

ﾔﾉ ｺｺﾛ × × ×
7 1778 矢野こころ(2) 宇治山田高 NM

ﾊﾔｶﾜ ｱｶﾘ × × ×
8 1638 早川あかり(3) 高田高 NM

ｸﾛﾌｫｰﾄﾞｺﾞﾄｳ ﾊﾅ × × ×
9 895 ｸﾛﾌｫｰﾄﾞ後藤花(3) 四日市高 NM

ﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ × × ×
10 7027 森　　望美(1) 皇學館大 NM

ﾀｶﾄｳ ﾎﾐ × × ×
11 762 高藤　穗里(3) 上野高 NM

ﾀﾁﾉ ﾊﾅﾐ × × ×
12 1187 立野　花実(2) 伊勢高 NM

ｸｻﾌｶ ｶﾅ × × ×
14 1087 草深　華奈(2) 津商高 NM

ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｺ × × ×
17 342 岡嶋　祐子(3) 伊賀白鳳高 NM
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ﾆｼﾔﾏ ﾀｶﾅ × × ×
19 1324 西山　貴奈(2) 久居高 NM

ﾔｸﾞﾁ ｼｵﾘ × × ×
27 4057 矢口　栞梨(2) 近大高専 NM

ﾔﾏﾑﾛ ｱﾔ × × ×
37 222 山室　　彩(3) 桑名工高 NM

ｵｵﾆｼ ｱﾝﾅ
1 447 大西　杏奈(3) 稲生高 DNS

ﾃﾗﾏｴ ﾕｷ
2 1122 寺前　由紀(3) 神戸高 DNS

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ
24 882 森本　真由(2) 宇治山田商高 DNS

ｲﾄｳ ｶﾅｴ
29 4466 伊藤佳奈恵 ＪＡＣＫ DNS

ｴﾋﾞﾅ ｱﾔﾐ
33 1606 呑名　綾美(3) 桑名西高 DNS
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