
女子低学年4×100mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

県中学記録(KJ)          50.70     文　岡・志摩(大山・堂岡・小林・片山)  2014 10月14日 13:25 予　選
大会記録(GR)            51.28     神　戸・鈴鹿(一色・江平・飯田・腰山)  2011(第64回) 10月15日 10:30 準決勝
大会記録(GR)            51.28     陽　和・桑名(日比野･水谷･佐藤･原口)   1988 10月15日 14:45 決　勝

予　選　6組3着＋6

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 4 小俣 649 角山　るい(2) ｽﾐﾔﾏ ﾙｲ 51.94 1 4 伊勢港 123 西井　未空(2) ﾆｼｲ ﾐｸ 52.45
3719 矢口　七保(1) ﾔｸﾞﾁ ﾅﾅﾎ Q 3042 小林　玲那(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ Q
3717 福田　　碧(1) ﾌｸﾀ ｱｵ 3041 木下奈々花(1) ｷﾉｼﾀ ﾅﾅｶ
642 東　穂乃果(2) ｱｽﾞﾏ ﾎﾉｶ 124 山本　真緒(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ

2 3 嬉野 2252 大森　美奈(2) ｵｵﾓﾘ ﾐﾅ 53.90 2 3 伊勢宮川 408 川口　真実(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 54.04
3515 平岡　璃子(1) ﾋﾗｵｶ ﾘｺ Q 422 山本　怜亜(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｱ Q
3516 前野ここ寧(1) ﾏｴﾉ ｺｺﾈ 419 永田　彩馨(1) ﾅｶﾞﾀ ｱﾔｶ
2258 山中　紅音(2) ﾔﾏﾅｶ ｱｶﾈ 413 中野真歩路(2) ﾅｶﾉ ﾏﾎﾛ

3 5 五十鈴 530 武田　陽菜(2) ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅ 54.78 3 6 文岡 53 杉本　　花(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 54.21
543 伊豆　美礼(1) ｲｽﾞ ﾐﾚｲ Q 2841 川口　紗耶(1) ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾔ Q
545 坂口　萌衣(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾓｴ 2839 有留　摩於(1) ｱﾘﾄﾒ ﾏｵ
529 薗田　　鈴(2) ｿﾉﾀﾞ ﾘﾝ 54 鈴木　小夏(2) ｽｽﾞｷ ｺﾅﾂ

4 6 鼓ヶ浦 1840 大西麻紀子(2) ｵｵﾆｼ ﾏｷｺ 55.61 4 8 朝日 1558 松崎日菜子(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾅｺ 54.90
3665 牟田奈々子(1) ﾑﾀ ﾅﾅｺ 3371 木下　萌翔(1) ｷﾉｼﾀ ﾓｴｶ
1851 服部　りら(1) ﾊｯﾄﾘ ﾘﾗ 3364 古関菜々穂(1) ｺｾｷ ﾅﾅﾎ
1844 阪口　美苑(2) ｻｶｸﾞﾁ ﾐｵﾝ 1556 小林　花音(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ

5 8 一志 2226 山本　華世(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾖ 56.27 5 5 富田 2580 知念　春来(2) ﾁﾈﾝ ﾊﾙｷ 54.96
3009 笠井　柚芽(1) ｶｻｲ ﾕﾒ 2586 太田　風花(1) ｵｵﾀ ﾌｳｶ
3008 井山すず佳(1) ｲﾔﾏ ｽｽﾞｶ 2592 古川　智未(1) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ
2221 上永陽奈子(2) ｳｴﾅｶﾞ ﾋﾅｺ 2581 山田　莉子(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ

2 鳥羽東 251 柴山ひなた(2) ｼﾊﾞﾔﾏ ﾋﾅﾀ DQ,R3 6 2 大王 7583 山﨑　華妃(2) ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾋﾐ 56.74
7109 ﾌﾞﾚｲﾚﾍﾞｯｶ志帆子(1) ﾌﾞﾚｲ ﾚﾍﾞｯｶ ｼﾎｺ 7587 池田　芽生(1) ｲｹﾀﾞ　ﾒｲ
7110 西野　昊冴(1) ﾆｼﾉ ｺｳｻ 7585 薄衣　愛香(1) ｳｽｷﾞ ﾏﾅｶ
7107 城山　礼夢(2) ｼﾛﾔﾏ ﾗﾑ 7580 山本　　湖(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｸ

7 霊峰 6848 澤　かれん(2) ｻﾜ ｶﾚﾝ DQ,R3 7 久居 3265 牧野　　澄(2) ﾏｷﾉ ｽﾐﾚ DQ,R2

6850 福岡　琴美(1) ﾌｸｵｶ ｺﾄﾐ 3274 髙橋明日香(1) ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ
6849 福永　有彩(1) ﾌｸﾅｶﾞ ｱﾘｻ 3269 伊藤　陽和(1) ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ
6847 伊東　暖華(2) ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 3264 津田　寧子(2) ﾂﾀﾞ ﾈﾈ

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 4 陵成 2695 内山　侑香(2) ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｶ 52.04 1 4 厚生 240 梶山　朋恵(2) ｶｼﾞﾔﾏ ﾄﾓｴ 52.58
2730 前田　紗希(1) ﾏｴﾀﾞ ｻｷ Q 2891 稲石　風羽(1) ｲﾅｲｼ ﾌｳ Q
2728 中川　成実(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ 2890 荒木　　杏(1) ｱﾗｷ ｱﾝ
2699 佐々木桃香(2) ｻｻｷ ﾓﾓｶ 242 長町　未夢(2) ﾅｶﾞﾏﾁ ﾐﾕ

2 5 正和 1161 伊藤　舞香(2) ｲﾄｳ ﾏｲｶ 53.55 2 5 倉田山 24 村松　　茜(2) ﾑﾗﾏﾂ ｱｶﾈ 53.82
3242 横田　　奏(1) ﾖｺﾀ ｶﾅﾃﾞ Q 3746 森　　美咲(1) ﾓﾘ ﾐｻｷ Q
3241 西脇　小雪(1) ﾆｼﾜｷ ｺﾕｷ 3742 久田　朱里(1) ﾋｻﾀﾞ ｱｶﾘ
1163 神谷　桜子(2) ｶﾐﾔ ｻｸﾗｺ 28 井森　優月(2) ｲﾓﾘ ﾕﾂﾞｷ

3 3 神戸 1699 永戸　紗更(2) ﾅｶﾞﾄ ｻｻﾗ 53.84 3 6 創徳 1890 青柳　佳那(2) ｱｵﾔｷﾞ ｶﾅ 54.44
3585 豊田　芽以(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ Q 2537 圓山あやの(1) ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔﾉ Q
3587 山路　彩乃(1) ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ 2535 渡辺　安海(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ
1698 中川　瑞萌(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 1897 田中　　彩(2) ﾀﾅｶ ｱﾔ

4 8 西 2323 三村　朱里(2) ﾐﾑﾗ ｼｭﾘ 54.84 4 3 南が丘 2102 淺香美月樹(2) ｱｻｶ ﾐﾂﾞｷ 55.45
3687 濱口　凛桜(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｵ q 3660 樽川　晏奈(1) ﾀﾙｶﾜ ｱﾝﾅ q
3682 大西　悠菜(1) ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾅ 3658 西村　美海(1) ﾆｼﾑﾗ ﾐｳ
2317 荒木　萌笑(2) ｱﾗｷ ﾓｴﾐ 2114 寺岡　玲奈(2) ﾃﾗｵｶ ﾚｲﾅ

5 6 三雲 993 北川　愛実(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 55.60 5 8 多気 722 川合　小想(2) ｶﾜｲ ｺｺﾛ 55.57
3610 曽我　和奏(1) ｿｶﾞ ﾜｶﾅ q 3315 髙山　能愛(1) ﾀｶﾔﾏ ﾉｱ q
3611 竹内　瑠唯(1) ﾀｹｳﾁ ﾙｲ 3313 岡崎木々音(1) ｵｶｻﾞｷ ｺｺﾈ
994 小林千紗都(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ 723 藤本　彩那(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔﾅ

6 7 常磐 2469 北川　青空(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｾｲﾗ 56.63 6 7 山手 1325 矢野　瑠彗(2) ﾔﾉ ﾙｾ 56.48
3399 松田奈生子(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｺ 2961 橋本　　実(1) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾘ
3398 西　　理那(1) ﾆｼ ﾘﾅ 2964 渡邉ゆりん(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘﾝ
2467 伊波ひかり(2) ｲﾊ ﾋｶﾘ 1318 篠原　佑芽(2) ｼﾉﾊﾗ ﾕﾒ

7 2 尾鷲 3482 内山　瑠菜(2) ｳﾁﾔﾏ ﾙﾅ 58.23 7 2 緑ヶ丘 6844 野呂田祐衣(2) ﾉﾛﾀ ﾕｲ 57.38
3496 内山　七海(1) ｳﾁﾔﾏ ﾅﾅﾐ 2383 久保　睦実(1) ｸﾎﾞ ﾑﾂﾐ
3497 中野　　華(1) ﾅｶﾉ ﾊﾅ 2386 杉森　風香(1) ｽｷﾞﾓﾘ ﾌｳｶ
3483 中村　美琉(2) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾘｭｳ 2379 中川りおん(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｵﾝ

8 1 潮南 597 森山古都音(2) ﾓﾘﾔﾏ ｺﾄﾈ 1:01.73

3026 牧野りか子(1) ﾏｷﾉ ﾘｶｺ
3025 前田　愛奈(1) ﾏｴﾀﾞ ｱｲﾅ
9005 竹田　琳花(2) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝｶ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 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



女子低学年4×100mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

県中学記録(KJ)          50.70     文　岡・志摩(大山・堂岡・小林・片山)  2014 10月14日 13:25 予　選
大会記録(GR)            51.28     神　戸・鈴鹿(一色・江平・飯田・腰山)  2011(第64回) 10月15日 10:30 準決勝
大会記録(GR)            51.28     陽　和・桑名(日比野･水谷･佐藤･原口)   1988 10月15日 14:45 決　勝

予　選　6組3着＋6

5組 6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 4 城田 834 堤　　樹理(2) ﾂﾂﾐ ｼﾞｭﾘ 53.04 1 4 白子 945 伊藤　未来(2) ｲﾄｳ ﾐｸ 52.70
2753 池山　実侑(1) ｲｹﾔﾏ ﾐｳ Q 2562 松原　美空(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｸ Q
2755 中川　和奏(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾜｶﾅ 2564 早川　乃愛(1) ﾊﾔｶﾜ ﾉｱ
837 西川　真由(2) ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ 954 仲尾　歩美(2) ﾅｶｵ ｱﾕﾐ

2 3 八風 1494 陣内　美滉(2) ｼﾞﾝﾅｲ ﾐﾋﾛ 53.53 2 5 菰野 1462 長田　彩愛(2) ﾅｶﾞﾀ ｻｴ 55.32
3560 清水　寧々(1) ｼﾐｽﾞ ﾈﾈ Q 2507 山中　琴葉(1) ﾔﾏﾅｶ ｺﾉﾊ Q
3557 粟飯原早希(1) ｱｲﾊﾗ ｻｷ 2508 浅井　茉桜(1) ｱｻｲ ﾏｵ
1495 吉岡　朱莉(2) ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ 1466 藤井　遥菜(2) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾅ

3 6 玉城 393 竹郷　千咲(2) ﾀｹｺﾞｳ ﾁｻ 54.59 3 6 千代崎 1796 山下　未莉(2) ﾔﾏｼﾀ ﾐﾘ 55.35
3449 佐々木杏里(1) ｻｻｷ ｱﾝﾘ Q 3538 山際　乃愛(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ Q
3446 長谷川葵彩(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 3530 加納　瑞姫(1) ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ
396 山下　双葉(2) ﾔﾏｼﾀ ﾌﾀﾊﾞ 1781 大山　若菜(2) ｵｵﾔﾏ ﾜｶﾅ

4 7 明正 1049 山内　七海(2) ﾔﾏｳﾁ ﾅﾅﾐ 55.65 4 7 陽和 1115 大橋　梨音(2) ｵｵﾊｼ ﾘｵﾝ 56.31
2982 丹村　和咲(1) ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｻ 3825 菅原　莉彩(1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ
2983 藤田　和佳(1) ﾌｼﾞﾀ ﾜｶ 3824 近藤　鈴花(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝｶ
1043 石垣　碧莉(2) ｲｼｶﾞｷ ｱｲﾘ 1118 佐藤　美幸(2) ｻﾄｳ ﾐﾕｷ

5 5 崇広 2358 森田　莉文(2) ﾓﾘﾀ ﾘﾓ 55.72 5 8 四日市南 1346 牛江　莉子(2) ｳｼｴ ﾘｺ 56.54
3456 南　　空愛(1) ﾐﾅﾐ ｿﾗ 3066 南部　雪奈(1) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾅ
3454 中　　咲穂(1) ﾅｶ ｻｷﾎ 3065 十市ひなの(1) ﾄｲﾁ ﾋﾅﾉ
2359 山岡　咲楽(2) ﾔﾏｵｶ ｻｸﾗ 1348 森田　一花(2) ﾓﾘﾀ ｲﾁｶ

6 1 紀北 788 竹谷　梨緒(2) ﾀｹﾀﾆ ﾘｵ 56.21 6 1 矢渕 398 井戸　結菜(2) ｲﾄﾞ ﾕｲﾅ 58.18
768 竹谷香里奈(1) ﾀｹﾀﾆ ｶﾘﾅ 7091 宇城　奈夏(1) ｳｼﾛ ﾅﾅ
772 村口加沙音(1) ﾑﾗｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ 7093 上地菜々海(1) ｶﾐｼﾞ ﾅﾅﾐ
792 濵口　結子(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｲｺ 7096 楠本　紀香(2) ｸｽﾓﾄ ﾉﾘｶ

7 8 東員第二 1267 河合　　華(2) ｶﾜｲ ﾊﾅ 57.66 7 2 阿田和 7054 今西　菜摘(2) ｲﾏﾆｼ ﾅﾂﾐ 58.82
3771 前田　凜香(1) ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ 7058 白樫　結衣(1) ｼﾗｶｼ ﾕｲ
3770 鎌田　彩華(1) ｶﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 7059 山田　祐衣(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ
1268 中里向日葵(2) ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾏﾘ 7057 下平　あこ(2) ｼﾓﾋﾗ ｱｺ

8 2 木本 7074 永井　里奈(2) ﾅｶﾞｲ ﾘﾅ 58.50 3 多度 DNS
7072 木村　彩乃(1) ｷﾑﾗ ｱﾔﾉ
7080 森岡　紀帆(1) ﾓﾘｵｶ ｷﾎ
7075 中村　心音(2) ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ

準決勝　3組2着＋2

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 3 陵成 2695 内山　侑香(2) ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｶ 52.31 1 5 厚生 240 梶山　朋恵(2) ｶｼﾞﾔﾏ ﾄﾓｴ 53.05
2730 前田　紗希(1) ﾏｴﾀﾞ ｻｷ Q 2891 稲石　風羽(1) ｲﾅｲｼ ﾌｳ Q
2728 中川　成実(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ 2890 荒木　　杏(1) ｱﾗｷ ｱﾝ
2699 佐々木桃香(2) ｻｻｷ ﾓﾓｶ 242 長町　未夢(2) ﾅｶﾞﾏﾁ ﾐﾕ

2 6 白子 945 伊藤　未来(2) ｲﾄｳ ﾐｸ 53.49 2 3 伊勢港 123 西井　未空(2) ﾆｼｲ ﾐｸ 53.15
2562 松原　美空(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｸ Q 3042 小林　玲那(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ Q
2564 早川　乃愛(1) ﾊﾔｶﾜ ﾉｱ 3041 木下奈々花(1) ｷﾉｼﾀ ﾅﾅｶ
954 仲尾　歩美(2) ﾅｶｵ ｱﾕﾐ 124 山本　真緒(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ

3 4 伊勢宮川 411 坂本　優芽(2) ｻｶﾓﾄ ﾕﾒ 54.06 3 6 嬉野 2252 大森　美奈(2) ｵｵﾓﾘ ﾐﾅ 54.23
422 山本　怜亜(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｱ q 3515 平岡　璃子(1) ﾋﾗｵｶ ﾘｺ
419 永田　彩馨(1) ﾅｶﾞﾀ ｱﾔｶ 3516 前野ここ寧(1) ﾏｴﾉ ｺｺﾈ
413 中野真歩路(2) ﾅｶﾉ ﾏﾎﾛ 2258 山中　紅音(2) ﾔﾏﾅｶ ｱｶﾈ

4 7 五十鈴 528 東浦　彩夏(2) ﾋｶﾞｼｳﾗ ｱﾔｶ 54.68 4 4 倉田山 24 村松　　茜(2) ﾑﾗﾏﾂ ｱｶﾈ 54.46
541 成川　　恋(1) ﾅﾙｶﾜ ﾚﾝ 3746 森　　美咲(1) ﾓﾘ ﾐｻｷ
545 坂口　萌衣(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾓｴ 3742 久田　朱里(1) ﾋｻﾀﾞ ｱｶﾘ
529 薗田　　鈴(2) ｿﾉﾀﾞ ﾘﾝ 28 井森　優月(2) ｲﾓﾘ ﾕﾂﾞｷ

5 8 文岡 53 杉本　　花(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 54.72 5 8 創徳 1890 青柳　佳那(2) ｱｵﾔｷﾞ ｶﾅ 55.02
2841 川口　紗耶(1) ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾔ 2537 圓山あやの(1) ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔﾉ
2839 有留　摩於(1) ｱﾘﾄﾒ ﾏｵ 2535 渡辺　安海(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ
54 鈴木　小夏(2) ｽｽﾞｷ ｺﾅﾂ 1897 田中　　彩(2) ﾀﾅｶ ｱﾔ

6 5 正和 1161 伊藤　舞香(2) ｲﾄｳ ﾏｲｶ 55.37 6 2 富田 2580 知念　春来(2) ﾁﾈﾝ ﾊﾙｷ 55.26
3242 横田　　奏(1) ﾖｺﾀ ｶﾅﾃﾞ 2586 太田　風花(1) ｵｵﾀ ﾌｳｶ
3241 西脇　小雪(1) ﾆｼﾜｷ ｺﾕｷ 2592 古川　智未(1) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ
1163 神谷　桜子(2) ｶﾐﾔ ｻｸﾗｺ 2581 山田　莉子(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ

7 2 朝日 1558 松崎日菜子(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾅｺ 55.68 7 7 玉城 393 竹郷　千咲(2) ﾀｹｺﾞｳ ﾁｻ 55.90
3371 木下　萌翔(1) ｷﾉｼﾀ ﾓｴｶ 3449 佐々木杏里(1) ｻｻｷ ｱﾝﾘ
3364 古関菜々穂(1) ｺｾｷ ﾅﾅﾎ 3446 長谷川葵彩(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ
1556 小林　花音(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 396 山下　双葉(2) ﾔﾏｼﾀ ﾌﾀﾊﾞ

8 1 多気 722 川合　小想(2) ｶﾜｲ ｺｺﾛ 56.31 8 1 南が丘 2102 淺香美月樹(2) ｱｻｶ ﾐﾂﾞｷ 56.20
3313 岡崎木々音(1) ｵｶｻﾞｷ ｺｺﾈ 3660 樽川　晏奈(1) ﾀﾙｶﾜ ｱﾝﾅ
3315 髙山　能愛(1) ﾀｶﾔﾏ ﾉｱ 3658 西村　美海(1) ﾆｼﾑﾗ ﾐｳ
723 藤本　彩那(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔﾅ 2114 寺岡　玲奈(2) ﾃﾗｵｶ ﾚｲﾅ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 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



女子低学年4×100mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

県中学記録(KJ)          50.70     文　岡・志摩(大山・堂岡・小林・片山)  2014 10月14日 13:25 予　選
大会記録(GR)            51.28     神　戸・鈴鹿(一色・江平・飯田・腰山)  2011(第64回) 10月15日 10:30 準決勝
大会記録(GR)            51.28     陽　和・桑名(日比野･水谷･佐藤･原口)   1988 10月15日 14:45 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3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

1 4 小俣 649 角山　るい(2) ｽﾐﾔﾏ ﾙｲ 52.87
3719 矢口　七保(1) ﾔｸﾞﾁ ﾅﾅﾎ Q
3717 福田　　碧(1) ﾌｸﾀ ｱｵ
642 東　穂乃果(2) ｱｽﾞﾏ ﾎﾉｶ

2 5 城田 834 堤　　樹理(2) ﾂﾂﾐ ｼﾞｭﾘ 54.05
2753 池山　実侑(1) ｲｹﾔﾏ ﾐｳ Q
2755 中川　和奏(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾜｶﾅ
837 西川　真由(2) ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ

3 8 神戸 1699 永戸　紗更(2) ﾅｶﾞﾄ ｻｻﾗ 54.16
3585 豊田　芽以(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ q
3587 山路　彩乃(1) ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ
1698 中川　瑞萌(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ

4 3 八風 1494 陣内　美滉(2) ｼﾞﾝﾅｲ ﾐﾋﾛ 54.25
3560 清水　寧々(1) ｼﾐｽﾞ ﾈﾈ
3557 粟飯原早希(1) ｱｲﾊﾗ ｻｷ
1495 吉岡　朱莉(2) ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ

5 7 千代崎 1796 山下　未莉(2) ﾔﾏｼﾀ ﾐﾘ 55.80
3538 山際　乃愛(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ
3530 加納　瑞姫(1) ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ
1781 大山　若菜(2) ｵｵﾔﾏ ﾜｶﾅ

6 1 西 2323 三村　朱里(2) ﾐﾑﾗ ｼｭﾘ 55.82
3687 濱口　凛桜(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｵ
3682 大西　悠菜(1) ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾅ
2317 荒木　萌笑(2) ｱﾗｷ ﾓｴﾐ

7 6 菰野 1462 長田　彩愛(2) ﾅｶﾞﾀ ｻｴ 55.87
2507 山中　琴葉(1) ﾔﾏﾅｶ ｺﾉﾊ
2508 浅井　茉桜(1) ｱｻｲ ﾏｵ
1466 藤井　遥菜(2) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾅ

8 2 三雲 993 北川　愛実(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 56.23
3610 曽我　和奏(1) ｿｶﾞ ﾜｶﾅ
3611 竹内　瑠唯(1) ﾀｹｳﾁ ﾙｲ
994 小林千紗都(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ

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 陵成 2695 内山　侑香(2) ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｶ 52.29
2730 前田　紗希(1) ﾏｴﾀﾞ ｻｷ
2728 中川　成実(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ
2699 佐々木桃香(2) ｻｻｷ ﾓﾓｶ

2 5 小俣 649 角山　るい(2) ｽﾐﾔﾏ ﾙｲ 52.65
3719 矢口　七保(1) ﾔｸﾞﾁ ﾅﾅﾎ
3717 福田　　碧(1) ﾌｸﾀ ｱｵ
642 東　穂乃果(2) ｱｽﾞﾏ ﾎﾉｶ

3 8 白子 945 伊藤　未来(2) ｲﾄｳ ﾐｸ 52.99
2562 松原　美空(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｸ
2564 早川　乃愛(1) ﾊﾔｶﾜ ﾉｱ
954 仲尾　歩美(2) ﾅｶｵ ｱﾕﾐ

4 4 厚生 240 梶山　朋恵(2) ｶｼﾞﾔﾏ ﾄﾓｴ 53.07
2891 稲石　風羽(1) ｲﾅｲｼ ﾌｳ
2890 荒木　　杏(1) ｱﾗｷ ｱﾝ
242 長町　未夢(2) ﾅｶﾞﾏﾁ ﾐﾕ

5 3 伊勢港 123 西井　未空(2) ﾆｼｲ ﾐｸ 53.10
3042 小林　玲那(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ
3041 木下奈々花(1) ｷﾉｼﾀ ﾅﾅｶ
124 山本　真緒(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ

6 7 城田 834 堤　　樹理(2) ﾂﾂﾐ ｼﾞｭﾘ 54.11
2753 池山　実侑(1) ｲｹﾔﾏ ﾐｳ
2755 中川　和奏(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾜｶﾅ
837 西川　真由(2) ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ

7 2 神戸 1699 永戸　紗更(2) ﾅｶﾞﾄ ｻｻﾗ 54.46
3585 豊田　芽以(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ
3587 山路　彩乃(1) ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ
1698 中川　瑞萌(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ

8 1 伊勢宮川 411 坂本　優芽(2) ｻｶﾓﾄ ﾕﾒ 55.12
422 山本　怜亜(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｱ
419 永田　彩馨(1) ﾅｶﾞﾀ ｱﾔｶ
413 中野真歩路(2) ﾅｶﾉ ﾏﾎﾛ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 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


