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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

ﾓﾓｿﾞﾉ ﾊﾅ

1 14 409 桃園　晴菜(3) 伊勢宮川中 37m61 39m34 39m34
ﾆｼﾉ ﾕｳﾘ

2 70 486 西野　優里(3) 玉城中 38m66 39m06 39m06
ﾐﾅﾐ ﾎﾉｶ

3 12 407 南　穂乃佳(3) 伊勢宮川中 33m98 35m33 35m33
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ

4 6 498 中村　優奈(3) 厚生中 32m32 31m32 32m32
ﾅｶﾞｴ ﾙﾗ

5 59 198 永江　瑠藍(3) 度会中 29m81 32m03 32m03
ﾋﾛ ﾐｻﾄ

6 11 299 廣　　美里(2) 沼木中 30m80 27m40 30m80
ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾅ

7 1 663 早川　栞那(3) 小俣中 26m07 30m01 30m01
ﾔﾉ ｶﾉﾝ

8 10 900 矢野　花音(3) 文岡中 28m22 29m71 29m71 *F8
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘﾎ

9 15 1345 松永　莉穂(3) 山手中 × 29m71 29m71
ﾊｼﾓﾄ ﾐｭｳ

10 7 2757 橋本　美海(2) 明正中 × 29m03 29m03
ﾀｶｾ ｼｲﾅ

11 67 481 髙瀬　椎名(3) 玉城中 28m93 × 28m93
ﾐﾜ ﾕｳﾘ

12 16 664 三輪　有里(3) 小俣中 26m69 28m74 28m74
ﾕﾀ ﾓｴｶ

13 21 2772 湯田　萌加(2) 北浜中 × 28m74 28m74
ﾂｼﾞ ﾏｺ

14 35 359 辻　　真子(3) 豊浜中 × 28m21 28m21
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｶ

15 26 1914 樋口　優華(3) 千代崎中 27m30 × 27m30
ｲﾜﾃﾞ ﾅﾅﾐ

16 39 2373 岩出奈那美(3) 久居中 25m08 26m95 26m95
ﾔﾏﾊ ｻﾕ

17 3 3620 山羽　紗由(2) 伊勢港中 × 26m91 26m91
ﾑﾗﾀ ｲﾀﾘ

18 65 582 村田いたり(3) 南勢中 × 26m53 26m53
ｸﾒ ｶﾝﾅ

19 64 1141 久米　緩南(3) 正和中 × 25m67 25m67
ﾅｶｷﾞﾀ ﾘﾝ

20 37 2793 中北　　凜(2) 豊浜中 25m61 × 25m61
ｳｴﾉ ｱﾔﾅ

21 9 247 上野　絢那(3) 厚生中 25m36 × 25m36
ﾆｼﾑﾗ ｲｵﾘ

22 13 537 西村　伊織(3) 五十鈴中 × 25m29 25m29
ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ

2 2278 髙橋わかな(3) 南が丘中 × ×
ﾀｶｲ ﾕｳｺ

4 3760 髙井　優子(2) 南が丘中 × ×
ｲｿｻﾞｷ ｶﾘﾝ

8 691 磯﨑　可鈴(3) 南島中 × ×
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ

17 2285 山本　彩加(3) 南が丘中 × ×
ｶﾐﾔ ﾅﾁ

18 3321 神谷　菜知(2) 厚生中 × ×
ｵｵﾀ ﾏﾔ

19 3757 大田　麻弥(2) 南が丘中 × ×
ｻﾊﾞ ｻｸﾗ

20 3322 佐波さくら(2) 厚生中 × ×
ｱﾗｷ ｶﾉﾝ

22 3320 荒木かのん(2) 厚生中 × ×
ﾏｽﾀﾞ ﾕｲｶ

23 2281 増田　結香(3) 南が丘中 × ×
ﾀｲﾗ ﾘｲ

24 1910 平良　理衣(3) 千代崎中 × ×
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ

25 2277 高橋ひなた(3) 南が丘中 × ×
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾅ

27 1941 長谷川陽菜(3) 鼓ヶ浦中 × ×
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ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｵｲ

28 2983 水谷　　葵(2) 正和中 × ×
ﾋﾀﾞｶ ﾏｵ

29 3786 日髙　真央(2) 千代崎中 × ×
ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳｶ

31 2522 中西　涼華(3) 久保中 × ×
ﾊﾔｼ ﾋﾛｶ

32 1147 林　　宏香(3) 正和中 × ×
ﾀｹｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

34 3361 竹口　若奈(2) 久保中 × ×
ﾔﾏﾜｷ ｶｴﾃﾞ

36 2981 山脇　　楓(2) 正和中 × ×
ｵﾓﾄ ｶﾝﾅ

38 2893 尾本　栞菜(2) 保々中 × ×
ｻﾜﾀﾞ ﾒｲ

40 992 澤田　萌衣(2) 尾鷲中 × ×
ﾓﾘｼﾀ ｼｵﾝ

42 983 森下　栞緒(3) 尾鷲中 × ×
ｻｲﾄｳ ｸﾙﾐ

43 3870 斎藤来留未(2) 久居中 × ×
ﾅﾘﾀ ﾋｶﾙ

44 3689 成田ひかる(2) 山手中 × ×
ﾊｯﾄﾘ ﾓﾓﾅ

46 1344 服部　百那(3) 山手中 × ×
ﾋﾛﾀ ﾓｴ

47 3802 廣田　　萌(2) 大木中 × ×
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾈｲｼﾞｭ

49 3800 萩原　寧珠(2) 大木中 × ×
ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾘ

50 993 岩崎　珠莉(2) 尾鷲中 × ×
ｲﾄｳ ﾐﾕ

51 3790 伊藤　美結(2) 大木中 × ×
ｷﾄｳ ﾓｴ

52 3924 紀藤　　萌(2) 千代崎中 × ×
ｺｸﾎﾞ ｱｽﾐ

53 813 小久保杏純(3) 鳥羽東中 × ×
ﾆｼｶﾜ ﾐﾕ

54 3996 西川　峰由(2) 千代崎中 × ×
ﾖｺﾞ ﾐﾅﾐ

55 1579 余吾　南美(3) 菰野中 × ×
ｷﾀﾑﾗ ﾏﾎｶ

56 2339 北村真帆香(3) 三重大附属中 × ×
ｻﾄｳ ｷｮｳｶ

57 1938 佐藤　杏香(3) 鼓ヶ浦中 × ×
ﾑﾗﾀ ﾋﾅﾉ

60 2590 村田ひなの(3) 松阪中部中 × ×
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ

61 1396 小林　里奈(3) 四日市南中 × ×
ﾔﾏﾜｷ ﾘﾝ

62 1149 山脇　　凜(3) 正和中 × ×
ﾆｼｿﾞﾉ ﾐﾕ

66 2473 西園　実由(2) 嬉野中 × ×
ﾜﾀﾞ ﾕｷﾐ

69 1404 和田　幸美(3) 四日市南中 × ×
ｶﾜﾃﾞ ｺｺﾛ

71 3783 川出　　想(2) 千代崎中 × ×
ﾊﾔｼ ｽｽﾞﾅ

5 38 林　　鈴菜(3) 倉田山中 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾚﾅ

30 2982 中村　玲菜(2) 正和中 DNS
ｵｶﾑﾗ ﾙｶ

33 2467 岡村　瑠夏(2) 嬉野中 DNS
ﾏｴﾉｳ ﾐﾅﾐ

41 3873 前納　美南(2) 久居中 DNS
ｵｸﾞﾗ ﾏﾅ

45 996 小倉　麻那(2) 尾鷲中 DNS
ｲﾜｲ ﾎﾉｶ

48 9001 岩井穂乃花(1) PBASE DNS

凡例  DNS:欠場 *F8:2番目の記録による順位



中学女子ジャベリックスロー
審 判 長：山本　浩武
記録主任：岡田　和久

大会記録(GR)            50m16     奥村つかさ(城　田)                    2008(第24回) 4月24日 12:30 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

ﾆｼﾉ ｻﾔ

58 3893 西野　沙耶(2) 鼓ヶ浦中 DNS
ﾊｯﾄﾘ ﾋﾂﾞ

63 1912 服部　妃鶴(3) 千代崎中 DNS
ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ

68 1919 山下　果歩(3) 千代崎中 DNS
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