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決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 11m29 11m23 11m38 11m38 7 11m48 × × 11m48
1 15 1177 中山　実優(3) 三重高 +3.6 +3.6 +2.6 +2.6 +2.6 +2.6

ﾔﾏｿﾞｴ ﾚｵﾅ 11m42 × × 11m42 8 11m07 r 11m42
2 14 6454 山添玲央菜(4) 皇學館大 +2.4 +2.4 +5.2 +2.4

ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 10m94 10m89 10m85 10m94 3 × 10m92 11m02 11m02
3 12 886 中山　瑠奈(2) 宇治山田商高 +4.1 +2.5 +4.9 +4.1 +2.8 +5.3 +5.3

ﾏﾂﾓﾄ ﾙｶ 10m81 11m02 × 11m02 6 － × r 11m02
4 11 868 松本　留佳(3) 宇治山田商高 +2.8 +3.3 +3.3 +3.3

ｲﾄｳ ﾊﾅﾎ × 10m23 10m88 10m88 2 10m71 11m01 10m72 11m01
5 6 782 伊藤　花宝(2) 桑名高 +4.7 +3.0 +3.0 +5.1 +4.8 +3.0 +4.8

ｼｵﾀｹ ﾐﾕ 10m59 × 10m95 10m95 4 10m96 × 10m97 10m97
6 5 629 塩竹　美友(3) 神戸高 +5.1 +3.7 +3.7 +5.2 +3.3 +3.3

ｽｷﾞｻｶ ﾚｲﾅ 10m89 10m96 10m70 10m96 5 × × × 10m96
7 7 675 杉坂　麗葵(2) 松阪高 +2.2 +2.0 +3.6 +2.0 +2.0

ｶｼﾞﾓﾄ ﾐｸ 10m38 10m81 10m60 10m81 1 10m46 10m84 × 10m84
8 10 1238 梶本　実玖(3) 伊勢高 +2.0 +3.6 +3.4 +3.6 +4.3 +4.3 +4.3 *F1

ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ 10m57 × 10m75 10m75 10m75
9 20 1261 柴田　芽唯(2) 伊勢高 +3.5 +4.4 +4.4 +4.4

ﾊﾏｼﾞ ｷﾗﾗ × 10m61 10m56 10m61 10m61
10 4 887 濱地きらら(2) 宇治山田商高 +4.4 +3.3 +4.4 +4.4

ｶﾀｵｶ ﾅﾂﾐ × 10m20 10m42 10m42 10m42
11 19 2085 片岡　夏美(2) 松阪商高 +1.7 +4.1 +4.1 +4.1 *F2

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｸﾙﾐ × 10m37 × 10m37 10m37
12 9 816 東山　薫美(1) 宇治山田商高 +2.0 +2.0 +2.0

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｻ 10m29 10m34 × 10m34 10m34
13 18 2004 樋口　友彩(3) 皇學館高 +3.5 +1.6 +1.6 +1.6

ﾉｼﾞﾏ ﾐｽﾞﾊ 10m32 × 10m33 10m33 10m33
14 3 2084 野嶋　瑞葉(2) 皇學館高 +4.6 +3.9 +3.9 +3.9

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ × 10m29 10m32 10m32 10m32
15 16 45 山本　莉菜(1) 伊賀白鳳高 +3.4 +3.6 +3.6 +3.6

ｵｶ ｽｽﾞ × × ×
1 236 岡　　すず(1) 桑名西高 NM

ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｵｲ × × ×
2 1065 米沢　　葵(1) 近大高専 NM

ﾔﾏｶﾞﾐ ｴﾆｲ × × ×
8 823 山上　恵仁(1) 宇治山田商高 NM

ﾎﾘｳﾁ ﾅﾁ × × ×
17 725 堀内　菜智(3) 尾鷲高 NM

ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｱﾐ × × ×
21 1851 東出　あみ(2) 暁高 NM

ｲﾜﾓﾘ ｶﾅｺ × × ×
22 1258 岩森歌奈子(2) 伊勢高 NM

ﾆｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ × × ×
23 1089 西村　美月(2) 近大高専 NM

ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ × × ×
24 1921 高山みなみ(3) 高田高 NM

ﾑﾗﾏﾂ ﾎﾉｶ × × ×
25 134 村松　歩佳(2) 鈴鹿高専 NM

ﾂｼﾞ ﾘｺ × × ×
26 1434 辻　　莉子(1) 亀山高 NM

ｵｸｵｶ ｱﾝﾅ × × ×
27 219 奥岡　杏菜(2) 桑名西高 NM

ｻｲﾄｳ ﾏﾎ

13 6371 齋藤　真帆(4) 大阪教育大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F1:1回目が公認最高 *F2:2回目が公認最高


