
小学5･6年女子走幅跳
審 判 長：舩越　一彦
記録主任：岡田　和久

県小学記録(KE)          4m87      中川　晴菜　(一志Beast)               2009
大会記録(GR)            4m47      中川　晴菜(一志Beast)                 2009(第25回) 4月24日 09:30 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 4m48 4m48 4m48
1 61 1103 前田　紗希(6) 大山田ＡＣ +2.1 +1.8 +1.8 GR

ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾔ 3m95 4m13 4m13
2 63 708 川口　紗耶(6) 志摩陸上ク -0.7 +2.6 +2.6 *F1

ﾋｸﾞﾁ ｱｲﾙ 3m90 3m93 3m93
3 55 1370 樋口　愛琉(6) 保々ＲＣ -0.1 +0.2 +0.2

ｾｺﾕｷﾊ 3m77 × 3m77
4 62 2811 世古　幸葉(6) 神社 +0.3 +0.3

ｵｸﾀﾞ ﾐｺ 3m75 3m68 3m75
5 15 391 奥田　美虹(5) 南勢陸上ク -0.1 +0.8 -0.1

ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ × 3m69 3m69
6 54 904 遠藤　花梨(6) イムラAA -1.6 -1.6

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾏｴ × 3m67 3m67
7 52 910 水谷　玲瑛(6) イムラAA -0.7 -0.7

ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾁ 3m54 3m66 3m66
8 24 393 藤原　　禎(5) 南勢陸上ク +1.0 -1.3 -1.3

ｲｼﾀﾞ ﾚｲ × 3m66 3m66
9 17 2504 石田　　怜(5) 多気RC +0.6 +0.6

ﾏﾐﾁ ﾕｷﾅ 3m65 3m53 3m65
10 94 547 間道由希恵(6) 内城田ＳＣ -0.2 +2.2 -0.2

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ × 3m63 3m63
11 50 594 山下　結加(6) 南勢ＡＣ -0.1 -0.1

ﾄﾞｲ ﾅﾂﾐ 3m54 3m62 3m62
12 59 204 土井なつみ(6) 厚生ＡＣ +0.4 +2.3 +2.3 *F1

ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 3m62 × 3m62
13 27 394 山本　紫織(5) 南勢陸上ク +2.1 +2.1

ﾓﾘ ﾐｻｷ 3m55 3m52 3m55
14 22 388 森　　美咲(6) 南勢陸上ク +0.1 -0.5 +0.1

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾜｶ × 3m55 3m55
15 60 2326 森口　和果(6) ＪＡＣ亀山 +0.5 +0.5

ｱｷﾀﾄｷﾎ 3m54 3m53 3m54
16 57 2808 明田　季歩(6) 神社 -0.9 +3.0 -0.9

ﾅｶｶﾞﾜ ﾜｶﾅ 3m54 × 3m54
17 53 499 中川　和奏(6) SunTFC +1.0 +1.0

ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ × 3m52 3m52
18 56 1760 中村　里菜(6) 一志Beast +3.0 +3.0

ｴﾋﾞﾊﾗ ｱｲｺ × ×
1 206 海老原有緯子(5) 厚生ＡＣ

ﾊﾔｼ ﾊﾙ × ×
2 9018 林　　　春(5) ClubEggs

ｼﾞｮｳﾔﾏ ﾑﾂﾐ × ×
3 3850 城山　睦珠(5) ゆめが丘RC

ｵｵﾀ ﾉﾉｶ × ×
4 2282 太田音々香(6) 朝日陸上少

ｵｸﾑﾗ ﾎﾉｶ × ×
6 2281 奥村　帆香(5) 朝日陸上少

ｳｴﾑﾗ ﾏｵﾘ × ×
7 1735 上村真央吏(5) 一志Beast

ﾀﾈﾑﾗ ﾋﾅ × ×
8 1177 種村　陽菜(6) 藤原陸上ク

ﾖｼｵｶ ﾏｵ × ×
9 1739 吉岡　万桜(5) 一志Beast

ｲﾁﾉ ｺｺｱ × ×
10 712 市埜　心愛(5) 志摩陸上ク

ﾊｯﾀ ｻｴﾘ × ×
11 382 八田幸恵里(6) 南勢陸上ク

ﾏｴﾔﾏ ﾘｵ × ×
12 1738 前山　莉緒(5) 一志Beast

ｵｶﾞﾜ ﾁｴ × ×
13 792 小川　千恵(5) ClubEggs

ﾀｶﾔﾏ ﾉｱ × ×
14 58 高山　能愛(6) 多気RC

ｲｴﾀﾞ ﾘｮｳ × ×
16 788 家田　良海(5) ClubEggs

ｵｶｻﾞｷ ｱﾔﾉ × ×
18 2268 岡崎　綾乃(5) 朝日陸上少

ﾋﾛｵｶ ｻｸﾗ × ×
19 790 廣岡　咲来(5) ClubEggs
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ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾐｺ × ×
20 2270 望月麻巳子(5) 朝日陸上少

ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ × ×
21 791 三橋　姫南(5) ClubEggs

ﾅﾘﾀ ｴﾘﾅ × ／
23 506 成田恵梨奈(5) SunTFC NM,r

ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ × ×
25 1101 菅原　莉彩(6) 大山田ＡＣ

ｻｶﾓﾄ ﾘｽﾞ × ×
26 505 坂本　凛杏(5) SunTFC

ﾅｶﾞｲ ﾘｾ × ×
28 1319 永井　梨聖(6) 三浜陸上

ｱｷﾀ ﾋﾅ × ×
29 1663 秋田　陽菜(5) ASSA-TC

ﾓﾓｲ ﾐｸ × ×
30 1995 桃井　美空(5) 熊野ＲＣ

ﾂﾀﾞ ﾅﾂﾐ × ×
32 1661 津田　夏実(5) ASSA-TC

ｿｶﾞ ﾜｶﾅ × ×
33 27 曽我　和奏(6) ﾁｰﾑG松陸

ｳｴﾑﾗ ﾅｵ × ×
35 707 上村　奈央(6) 志摩陸上ク

ｸﾛｷﾞ ﾕｲｶ × ×
36 1659 黒木　唯香(5) ASSA-TC

ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ × ×
37 565 松本　　望(5) 内城田ＳＣ

ｲﾄｳ ｻﾔ × ×
38 706 伊藤　沙耶(6) 志摩陸上ク

ｽｷﾞﾓﾄ ｱｲｶ × ×
39 549 杉本　藍香(6) 内城田ＳＣ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ × ×
40 1734 小林美菜子(6) 一志Beast

ﾏｽﾓﾄ ｾﾘﾅ × ×
41 134 舛本聖里菜(5) 北浜陸上ク

ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾅ × ×
42 546 服部　星那(6) 内城田ＳＣ

ﾓﾘﾔﾏ ﾐｸ × ×
43 9028 森山　美空(5) 保々ＲＣ

ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ × ×
44 9024 山路　彩乃(6) ASSA-TC

ｲﾄｳ ﾂﾑｷﾞ × ×
45 9022 伊藤　　紬(6) ＪＡＣ亀山

ｺｸﾎﾞ ﾚｲ × ×
46 714 小久保怜依(5) 志摩陸上ク

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｲ × ×
47 1371 水谷　結彩(5) 保々ＲＣ

ｶﾜｲ ﾕｳｷ × ×
48 375 川合　優希(6) 南勢陸上ク

ｲｽﾞ ﾐﾚｲ × ×
49 369 伊豆　美礼(6) 南勢陸上ク

ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ × ×
51 383 濱田　　凜(6) 南勢陸上ク

ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ × ×
58 4327 伊藤　陽和(6) ＵＲＣ

ｶﾐﾔ ﾅﾅｾ × ×
64 1249 神谷奈々世(6) 北勢ＲＣ

ｳｴﾅｶﾞ ﾏﾕｺ × ×
65 1732 上永真友子(6) 一志Beast

ｵｵﾑﾗ ｲﾁｶ × ×
66 57 大村　一華(6) 多気RC

ｻﾄｳ ﾘｻ × ×
67 2266 佐藤　里咲(6) 朝日陸上少

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｸ × ×
68 1658 松原　美空(6) ASSA-TC

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ × ×
69 1257 中村　遥香(5) 北勢ＲＣ

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵﾅ × ×
71 503 山本梨央奈(6) SunTFC
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ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｷﾞｻ × ×
72 2265 小野寺凪咲(6) 朝日陸上少

ｺﾞﾄｳ ｻｷ × ×
73 1253 後藤　　咲(6) 北勢ＲＣ

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕﾅ × ×
74 378 中川真夕菜(6) 南勢陸上ク

ﾊﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ × ×
75 392 濱口　涼風(5) 南勢陸上ク

ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾘ × ×
76 500 長澤　由琳(6) SunTFC

ﾋｼﾀﾞ ﾘﾉ × ×
77 909 菱田　梨乃(6) イムラAA

ｻｻｷ ｱｲ × ×
78 203 佐々木　愛(6) 厚生ＡＣ

ﾀｹｳﾁ ﾙｶ × ×
79 800 竹内　琉華(6) ClubEggs

ｲﾁｶﾜ ﾉｱ × ×
80 2327 市川　乃愛(6) ＪＡＣ亀山

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾉﾊ × ×
81 1275 谷口菜乃葉(6) 北勢ＲＣ

ｲｻｶ ﾚｵﾝ × ×
82 126 井坂　玲音(6) 北浜陸上ク

ﾅｶﾞｲ ｸﾚｱ × ×
83 1320 永井　玖愛(6) 三浜陸上

ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ × ×
84 1660 清水　彩加(5) ASSA-TC

ﾐﾔｼﾞ ｲﾂｷ × ×
85 4320 宮路　　樹(5) ＵＲＣ

ｷﾀｸﾞﾁ ﾓｴ × ×
86 1808 北口　もえ(6) 津陸上ク

ﾄﾖﾀﾞ ｱｲﾅ × ×
87 9023 豊田　愛菜(6) ＪＡＣ亀山

ﾔﾏｶﾜ ｱｵｲ × ×
88 4215 山川　愛生(5) ＵＲＣ

ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ × ×
91 498 小林　聖奈(6) SunTFC

ﾑﾗｵｶ ﾊﾙﾅ × ×
92 1365 村岡　春奈(5) 保々ＲＣ

ｵｵﾆｼ ﾉｿﾞﾐ × ×
93 713 大西　希実(5) 志摩陸上ク

ﾆｼﾑﾗ ﾘｵﾅ × ×
95 127 西村理央奈(6) 北浜陸上ク

ﾅｶﾆｼ ﾐﾉﾘ × ×
96 501 中西美乃莉(6) SunTFC

ﾅｶﾉ ｱﾔｶ

5 2986 中野　綾花(5) ゆめが丘RC DNS
ｱｽﾞﾏ ﾓﾓｶ

31 504 東　　桃花(5) SunTFC DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ

34 1662 山本　結唯(5) ASSA-TC DNS
ﾅｶﾉ ﾏｵ

70 721 仲野　真央(6) 志摩陸上ク DNS
ｲﾄｳ ﾕｳｶ

89 147 伊藤　結香(5) 北浜陸上ク DNS
ﾅｶ ｻｷﾎ

90 1899 中　　咲穂(6) ゆめが丘RC DNS
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