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ﾔﾏﾉ ｱﾔｶ × 5m46 × 5m46 × 5m52 5m35 5m52
1 34 5005 山野　綾香(1) 松阪商高 +0.4 +0.4 +1.4 -1.4 +1.4

ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾐ 5m11 5m22 5m18 5m22 5m34 5m34 5m46 5m46
2 32 889 山田　琴美(2) 宇治山田商高 +1.8 +0.3 +1.6 +0.3 +1.6 +0.9 +1.5 +1.5

ﾑﾗﾀ ﾁﾅﾂ 5m39 5m22 5m26 5m39 × 5m27 5m26 5m39
3 40 5002 村田　千夏(1) 松阪商高 +0.5 -0.4 +1.0 +0.5 +0.8 -3.3 +0.5

ｱｻﾉ ﾚｲﾅ 5m36 5m30 5m05 5m36 5m21 × × 5m36
4 38 293 浅野　玲奈(2) 松阪商高 +1.7 +0.5 +0.8 +1.7 +1.3 +1.7

ｶｼﾞﾉ ﾓﾓ × 5m22 × 5m22 5m33 × 5m26 5m33
5 39 874 梶野　　杏(2) 宇治山田商高 +0.5 +0.5 -0.4 -0.9 -0.4

ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾄｴ × 5m17 5m26 5m26 × 5m19 5m32 5m32
6 37 314 中﨑　仁絵(3) 津商高 +0.6 +0.5 +0.5 +0.2 +1.1 +1.1

ﾏﾂｵ ﾕｳｶ 5m22 5m28 5m29 5m29 5m05 × × 5m29
7 47 558 松尾　有栞(3) いなべ総合高 +0.7 -0.2 +0.7 +0.7 +0.3 +0.7

ｻｲﾄｳ ﾏﾎ 5m20 5m07 5m18 5m20 － 5m27 － 5m27
8 33 99 齋藤　真帆(2) 大阪教育大 +0.9 -0.3 +0.1 +0.9 -0.1 -0.1

ｾｷ ｱﾔｶ 4m94 4m88 5m07 5m07 5m07
9 30 850 関　　彩花(3) 宇治山田商高 +1.5 +0.8 -1.0 -1.0 -1.0

ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｶ 5m02 5m03 4m97 5m03 5m03
10 46 131 飯田　百花(3) 鈴鹿高専 -0.4 -0.6 +0.7 -0.6 -0.6

ｲｼｶﾜ ﾒﾘｲ 4m97 4m95 5m03 5m03 5m03
11 44 556 石川芽里衣(3) いなべ総合高 +1.0 +0.9 +0.2 +0.2 +0.2

ｳﾁﾀﾞ ﾐﾗｲ × × 5m02 5m02 5m02
12 50 1394 内田　実来(3) 伊勢高 +0.6 +0.6 +0.6

ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾐ × × 4m96 4m96 4m96
13 6 602 山下　実南(3) 宇治山田高 +0.8 +0.8 +0.8

ﾄｳﾅｲ ｱﾔｶ × 4m86 × 4m86 4m86
14 51 33 藤内　彩夏(3) 四日市商高 +0.5 +0.5 +0.5

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ × 4m80 × 4m80 4m80
15 35 1967 中山　実優(1) 三重高 +0.6 +0.6 +0.6

ｳｼﾏﾙ ﾋｶﾘ × × 4m80 4m80 4m80
15 49 315 牛丸日花里(3) 津商高 +0.1 +0.1 +0.1

ｷﾀﾑﾗ ﾏｲｶ × × ×
1 709 北村　舞華(2) 相可高 NM

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｱ × × ×
2 286 山口　怜亜(3) 松阪商高 NM

ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾗﾘ × × ×
3 263 山口きらり(2) 桑名西高 NM

ｶﾜｾ ﾄﾓｶ × × ×
4 1444 川瀬　友香(3) 四日市四郷高 NM

ｾﾝｶﾞ ﾕｷﾉ × × ×
5 2402 千賀有季乃(3) 三重大 NM

ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ × × ×
7 661 福田　奈央(3) 神戸高 NM

ｶﾜｻｷ ﾏﾕｶ × × ×
8 261 川崎まゆか(2) 桑名西高 NM

ﾃﾗｻｷ ﾓﾈ × × ×
9 1880 寺﨑　百音(3) 川越高 NM

ｶﾜｷﾀ ｶﾅ × × ×
10 267 川北　佳奈(2) 桑名西高 NM

ｼﾗｷ ﾋｶﾙ × × ×
11 1340 白木ひかる(2) 四日市南高 NM

ｷﾀｻﾞﾄ ｶﾅ × × －
12 896 北里　香菜(2) 菰野高 NM

ﾌｸｲ ｻﾂｷ × × ×
13 2157 福井さつき(2) 桑名西高 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ × × ×
14 479 中村　悠子(3) 皇學館高 NM

ﾌｼﾞﾀ ﾘﾉ × × ×
15 268 藤田　梨乃(2) 桑名西高 NM

ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ × × ×
17 1464 北村　夕芽(3) 明野高 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ × × ×
18 246 中村　由衣(3) 桑名西高 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ × × ×
19 1266 中村　春花(3) 四日市西高 NM

ｷﾀｻﾞﾜ ﾓｴｺ × × ×
20 1769 北澤百江子(2) 尾鷲高 NM
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ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ × × ×
21 1177 村林　砂綾(2) 久居高 NM

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ × × ×
22 1242 山口　春奈(3) 久居農林高 NM

ﾎﾘｲ ﾕｳｶ × × ×
23 1053 堀井　優花(3) 亀山高 NM

ﾂｼﾞ ｻﾅ × × ×
24 1324 辻　　紗菜(3) 四日市南高 NM

ﾅｶﾆｼ ﾘﾉ × × ×
25 1467 中西　梨乃(3) 明野高 NM

ﾂｼﾞﾑﾗ ﾅﾂ × × ×
26 597 辻村　菜都(3) 宇治山田高 NM

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｶ × × ×
27 1442 今村　優佳(3) 四日市四郷高 NM

ｳｴﾀﾞ ﾏﾕ × × ×
29 1322 上田　茉由(3) 四日市南高 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾁｻｷ × × ×
31 1397 中村　千咲(3) 伊勢高 NM

ｲｹﾔﾏ ﾕｳｶ × × ×
42 306 池山　優花(1) 津商高 NM

ｵｵﾀ ｴﾐ × × ×
45 307 太田　瑛美(1) 津商高 NM

ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ × × ×
52 331 前田　七海(2) 津商高 NM

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾐ × × ×
53 1202 山田　諭美(3) 伊勢学園高 NM

ﾊﾔｼ ﾌｳｶ

16 615 林　　風華(2) 宇治山田高 DNS
ｶﾂﾗﾔﾏ ﾅﾅｺ

28 1035 桂山菜々子(2) 四日市高 DNS
ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾅ

36 831 片山　和奈(1) 宇治山田商高 DNS
ﾆｼﾀﾞ ﾏｲ

41 883 西田　舞衣(2) 宇治山田商高 DNS
ﾀﾁ ｻｸﾗ

43 695 舘　さくら(3) 相可高 DNS
ｺｳﾄｸ ﾕｳｱ

48 832 幸得　由愛(1) 宇治山田商高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし


