
女子　４×１００ｍＲ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

県小学記録(KE)          53.44     国府スポ少・志摩市(井上･松村･小林･久野)2011
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) 9月3日 11:45 予　選
大会記録(GR)            54.77     北浜陸上ク(西田・西村・西場・辻)      2014(第20回) 9月3日 16:10 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 南勢陸上ク 949 荒木　　杏(6) ｱﾗｷ ｱﾝ 54.30 GR 1 4 内城田ＳＣ 1300 杉本　藍香(6) ｽｷﾞﾓﾄ ｱｲｶ 55.79
957 木下奈々花(6) ｷﾉｼﾀ ﾅﾅｶ Q 1297 服部　星那(6) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾅ Q
965 福田　　碧(6) ﾌｸﾀﾞ ｱｵ 1298 間道由希恵(6) ﾏﾐﾁ ﾕｷｴ
951 稲石　風羽(6) ｲﾅｲｼ ﾌｳ 1299 山本　真菜(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅ

2 5 ＵＲＣ 1810 信藤　優花(5) ﾉﾌﾞﾄｳ ﾕｳｶ 59.45 2 6 大山田ＡＣ 64 近藤　鈴花(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝｶ 57.99
1808 大森　心葉(5) ｵｵﾓﾘ ｺｺﾊ 69 前田　紗希(6) ﾏｴﾀﾞ ｻｷ q
1806 澤井　風月(6) ｻﾜｲ ﾌﾂﾞｷ 68 潘　　紗奈(6) ﾊﾝ ｻﾅ
1807 濱口　凛桜(6) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 67 菅原　莉彩(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ

3 8 志摩陸上ク 1482 伊藤　沙耶(6) ｲﾄｳ ｻﾔ 1:02.33 3 3 ゆめが丘RC 2215 大光美緒里(5) ﾀﾞｲｺｳ ﾐｵﾘ 59.27
1484 川口　紗耶(6) ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾔ 2188 城山　睦珠(5) ｼﾞｮｳﾔﾏ ﾑﾂﾐ
1494 北井　月乃(6) ｷﾀｲ ﾂｷﾉ 2175 中　　咲穂(6) ﾅｶ ｻｷﾎ
1493 仲野　真央(6) ﾅｶﾉ ﾏｵ 2176 南　　空愛(6) ﾐﾅﾐ ｿﾗ

2 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 1272 東浦いおり(5) ﾋｶﾞｼｳﾗ ｲｵﾘ DQ,R2 4 5 Y.W.C 356 舘　　萌加(5) ﾀﾁ ﾓｴｶ 1:01.35

1273 山本紗々流(5) ﾔﾏﾓﾄ ｻｻﾗ 354 上野　叶夢(5) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ
1270 小池　桃子(5) ｺｲｹ ﾓﾓｺ 360 西　　理那(6) ﾆｼ ﾘﾅ
1271 坂口　結衣(5) ｻｶｸﾞﾁ ﾕｲ 368 山本　夢來(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾗ

4 北勢ＲＣ 228 後藤　　咲(6) ｺﾞﾄｳ ｻｷ DQ,R2 5 7 いすずＵＫ 1982 岩本　彩花(6) ｲﾜﾓﾄ ｱﾔｶ 1:01.95

224 神谷奈々世(6) ｶﾐﾔ ﾅﾅｾ 1986 嶋本　明莉(5) ｼﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 
227 川瀬　諒子(6) ｶﾜｾ ﾘｮｳｺ 1978 石谷　実佐(6) ｲｼﾀﾆ ﾐｻ
229 野口　結夢(6) ﾉｸﾞﾁ ﾕﾒ 1977 石谷　実希(6) ｲｼﾀﾆ ﾐｷ

7 ClubEggs 1578 三橋　姫南(5) ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ DQ,R3 6 2 石薬師ＲＣ 564 村中　愛梨(5) ﾑﾗﾅｶ ｱｲﾘ 1:07.85

1575 家田　良海(5) ｲｴﾀﾞ ﾘｮｳ 563 藤森　妃菜(5) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾅ
1583 林　　　春(5) ﾊﾔｼ ﾊﾙ 561 小泉　来夢(5) ｺｲｽﾞﾐ ﾗﾑ
1576 小川　千恵(5) ｵｶﾞﾜ ﾁｴ 565 村中　梨恋(5) ﾑﾗﾅｶ ﾘｺ

3 ＪＡＣ亀山 DNS 8 楠陸上Jｒ 402 小麦　梨緒(5) ｺﾑｷﾞ ﾘｵ DQ,T2

405 松村妃奈乃(5) ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾅﾉ
404 早川　　幸(5) ﾊﾔｶﾜ ﾐﾕｷ
401 亀田　幸乃(6) ｶﾒﾀﾞ ﾕｷﾉ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 宮川Jr陸上 1177 湯浅　綺音(6) ﾕｱｻ ｱﾔﾈ 57.09 1 7 ﾁｰﾑG松陸 2242 須山　沙奈(5) ｽﾔﾏ ｻﾅ 57.14
1174 永田　彩馨(6) ﾅｶﾞﾀ ｱﾔｶ Q 2241 曽我　和奏(6) ｿｶﾞ ﾜｶﾅ Q
1172 岡野　美月(6) ｵｶﾉ ﾐﾂﾞｷ 2240 奥野　未来(6) ｵｸﾉ ﾐｸ
1182 倉野　亜唯(5) ｸﾗﾉ ｱｲ 2258 吉原　愛佳(6) ﾖｼﾊﾗ ｱｲｶ

2 6 北浜陸上ク 1043 村井　　萌(5) ﾑﾗｲ ﾓｴ 57.25 2 6 一志Beast 747 上村真央吏(5) ｳｴﾑﾗ ﾏｵﾘ 57.35
1040 中川　真友(5) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ q 749 黒古　愛果(5) ｸﾛｺ ｱｲｶ q
1034 西村理央奈(6) ﾆｼﾑﾗ ﾘｵﾅ 742 井山すず佳(6) ｲﾔﾏ ｽｽﾞｶ
1035 濵口　星乃(6) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾎｼﾉ 746 中村　里菜(6) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ

3 4 厚生ＡＣ 1097 岡本　優希(6) ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 58.34 3 5 ASSA-TC 633 山路　彩乃(6) ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ 59.32
1101 土井なつみ(6) ﾄﾞｲ ﾅﾂﾐ q 632 松原　美空(6) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｸ
1102 吉川菜津季(6) ﾖｼｶﾜ ﾅﾂｷ 631 豊田　芽以(6) ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ
1099 楠木　想詠(6) ｸｽｷ ｼｴ 649 早川　乃愛(6) ﾊﾔｶﾜ ﾉｱ

4 5 Sun TFC 1234 久田　朱里(6) ﾋｻﾀﾞ ｱｶﾘ 1:00.12 4 4 多気ＲＣ 894 高山　能愛(6) ﾀｶﾔﾏ ﾉｱ 1:00.56

1231 中川　和奏(6) ﾅｶｶﾞﾜ ﾜｶﾅ 896 石田　　怜(5) ｲｼﾀﾞ ﾚｲ
1236 東　　桃花(5) ｱｽﾞﾏ ﾓﾓｶ 892 大村　一華(6) ｵｵﾑﾗ ｲﾁｶ
1229 池山　実侑(6) ｲｹﾔﾏ ﾐｳ 893 岡崎木々音(6) ｵｶｻﾞｷ ｺｺﾈ

5 8 Ｊ＆Ｅ久居 1918 跡田　沙也(6) ｱﾄﾀﾞ ｻﾔ 1:03.05 5 8 国府ＡＴ 1548 西井　柑那(5) ﾆｼｲ ｶﾝﾅ 1:03.67

1921 高橋明日香(6) ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 1542 柴原　聖那(6) ｼﾊﾞﾊﾗ ｾｲﾅ
1924 八木　海咲(6) ﾔｷﾞ ｶｲｻ 1543 谷水さくら(6) ﾀﾆﾐｽﾞ ｻｸﾗ
1920 清水見七海(6) ｼﾐｽﾞ ﾐﾅﾐ 1541 奥村　夢佳(6) ｵｸﾑﾗ ﾕﾒｶ

6 3 保々ＲＣ 318 水谷　結彩(5) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｲ 1:06.55 6 3 玉城陸上ク 1405 里中　綾菜(5) ｻﾄﾅｶ ｱﾔﾅ 1:04.56

319 村岡　春奈(5) ﾑﾗｵｶ ﾊﾙﾅ 1404 岡田　紗和(5) ｵｶﾀﾞ ｻﾜ
317 平野　心菜(5) ﾋﾗﾉ ｺｺﾅ 1401 古板　千佳(6) ﾌﾙｲﾀ ﾁｶ
316 樋口　愛琉(6) ﾋｸﾞﾁ ｱｲﾙ 1400 楠川　実咲(6) ｸｽｶﾜ ﾐｻｷ

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T2:他のレーンに入った(R163-3) R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4



女子　４×１００ｍＲ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久
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決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 南勢陸上ク 949 荒木　　杏(6) ｱﾗｷ ｱﾝ 54.09 GR
957 木下奈々花(6) ｷﾉｼﾀ ﾅﾅｶ
965 福田　　碧(6) ﾌｸﾀﾞ ｱｵ
951 稲石　風羽(6) ｲﾅｲｼ ﾌｳ

2 5 内城田ＳＣ 1300 杉本　藍香(6) ｽｷﾞﾓﾄ ｱｲｶ 56.31
1297 服部　星那(6) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾅ
1298 間道由希恵(6) ﾏﾐﾁ ﾕｷｴ
1299 山本　真菜(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅ

3 4 宮川Jr陸上 1177 湯浅　綺音(6) ﾕｱｻ ｱﾔﾈ 57.61
1174 永田　彩馨(6) ﾅｶﾞﾀ ｱﾔｶ
1172 岡野　美月(6) ｵｶﾉ ﾐﾂﾞｷ
1182 倉野　亜唯(5) ｸﾗﾉ ｱｲ

4 8 北浜陸上ク 1043 村井　　萌(5) ﾑﾗｲ ﾓｴ 58.29
1040 中川　真友(5) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ
1034 西村理央奈(6) ﾆｼﾑﾗ ﾘｵﾅ
1035 濵口　星乃(6) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾎｼﾉ

5 7 一志Beast 747 上村真央吏(5) ｳｴﾑﾗ ﾏｵﾘ 58.31
749 黒古　愛果(5) ｸﾛｺ ｱｲｶ
742 井山すず佳(6) ｲﾔﾏ ｽｽﾞｶ
746 中村　里菜(6) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ

6 2 厚生ＡＣ 1097 岡本　優希(6) ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 58.35
1101 土井なつみ(6) ﾄﾞｲ ﾅﾂﾐ
1102 吉川菜津季(6) ﾖｼｶﾜ ﾅﾂｷ
1099 楠木　想詠(6) ｸｽｷ ｼｴ

7 1 大山田ＡＣ 64 近藤　鈴花(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝｶ 58.57
69 前田　紗希(6) ﾏｴﾀﾞ ｻｷ
68 潘　　紗奈(6) ﾊﾝ ｻﾅ
67 菅原　莉彩(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ

8 3 ﾁｰﾑG松陸 2242 須山　沙奈(5) ｽﾔﾏ ｻﾅ 1:00.82

2241 曽我　和奏(6) ｿｶﾞ ﾜｶﾅ
2240 奥野　未来(6) ｵｸﾉ ﾐｸ
2258 吉原　愛佳(6) ﾖｼﾊﾗ ｱｲｶ

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T2:他のレーンに入った(R163-3) R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4


