
女子　４×１００ｍＲ
審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

県小学記録(KE)               53.14     南勢陸上ク・伊勢市(荒木・木下・福田・稲石)2016 8月31日 11:45 予　選
大会記録(GR)                 54.09     南勢陸上ク(荒木・木下・福田・稲石)    2016(第21回) 8月31日 16:25 決　勝

予　選　5組0着＋8

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 5 ゆめが丘RC 1426 花本　夏菜(6) ﾊﾅﾓﾄ ｶﾅ 55.20 1 2 Peace-AC 1849 ｵﾘｳﾞｨｱ 玲那(6) ｵﾘｳﾞｨｱ ﾚﾅ 56.79
(三重) 1428 前川　華乃音(6) ﾏｴｶﾞﾜ ｶﾉﾝ q (三重) 1852 山川　琴子(6) ﾔﾏｶﾜ ｺﾄｺ q

1432 丸山　花乃子(6) ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉｺ 1853 倉井　彩羽(5) ｸﾗｲ ｻﾜ
1427 福岡　結奈(6) ﾌｸｵｶ ﾕｲﾅ 1847 大川　純蓮(6) ｵｵｶﾜ ｽﾐﾚ

2 7 大山田AC 73 内田　里恋(6) ｳﾁﾀﾞﾘﾚ 57.39 2 3 J&E久居 2510 鈴木　こはる(6) ｽｽﾞｷ ｺﾊﾙ 57.05
(三重) 76 中野　凜杏(6) ﾅｶﾉﾘｺ q (三重) 1752 山口　杏璃(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾘ q

77 服部　雪乃(6) ﾊｯﾄﾘﾕｷﾉ 1750 中尾　萌花(5) ﾅｶｵ ﾓｴｶ
75 出口　仁菜(6) ﾃﾞｸﾞﾁﾆｲﾅ 1743 瀬戸山　萌音(6) ｾﾄﾔﾏ ﾓﾈ

3 3 ｲﾑﾗAA 1705 宮崎　桃果(5) ﾐﾔｻﾞｷ ﾓﾓｶ 58.16 3 4 JAC亀山 572 蔵城　柑奈(6) ｸﾗｼﾞｮｳ ｶﾝﾅ 57.17
(三重) 1704 松井　由奈(5) ﾏﾂｲ ﾕﾅ (三重) 574 福田　陽菜(5) ﾌｸﾀ ﾋﾅ q

1702 永野　志帆(6) ﾅｶﾞﾉ ｼﾎ 570 森口　つかさ(6) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾂｶｻ
1701 中垣内　万尋(6) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾏﾋﾛ 575 宮本　琉南(5) ﾐﾔﾓﾄ ﾙﾅ

4 2 多気RC 789 尾上　陽和(6) ｵﾉｳｴ ﾋﾖﾘ 59.47 4 7 北浜陸上ク 819 山口　心菜(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾅ 58.30
(三重) 792 三宅　ななみ(6) ﾐﾔｹ ﾅﾅﾐ (三重) 821 角田　ルビイ(5) ｶｸﾀ ﾙﾋﾞｲ

791 高倉　栞(6) ﾀｶｸﾗ ｼｵﾘ 822 田中　碧音(5) ﾀﾅｶ ｱｵﾈ
788 岡島　奏音(6) ｵｶｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 815 尾平　朝香(6) ｵﾋﾗ ｱｻｶ

5 6 URC 1591 山田　愛菜(6) ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾅ 1:00.68 5 8 志摩陸上ク 1242 山本　萌果(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾓｶ 1:03.19

(三重) 1660 小谷　莉旺(6) ｺﾀﾆ ﾘｵ (三重) 1243 吉﨑　永夏(6) ﾖｼｻﾞｷ ｴﾅ
1586 澤井　楽風(6) ｻﾜｲ ﾗｶ 1239 田中　芙佳(6) ﾀﾅｶ ﾌｳｶ
1597 信藤　穂香(5) ﾉﾌﾞﾄｳ ﾎﾉｶ 1238 城山　璃咲(6) ｼﾛﾔﾏ ﾘｻ

6 4 石薬師RC 481 鈴木　香里奈(6) ｽｽﾞｷ ｶﾘﾅ 1:03.20 6 6 北勢RC 165 川瀬　七海(5) ｶﾜｾ ﾅﾅﾐ 1:03.39

(三重) 485 田中　杏奈(5) ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ (三重) 162 伊藤　美南(5) ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ
486 田中　咲季(5) ﾀﾅｶ ｻｷ 160 多湖　彩華(6) ﾀｺﾞ ｱﾔｶ
488 山際　くるみ(5) ﾔﾏｷﾞﾜ ｸﾙﾐ 158 楠　亜花(6) ｸｽﾉｷ ｱｵｲ

7 5 内部陸上少 245 大井　玲菜(5) ｵｵｲ ﾚﾅ 1:06.08

(三重) 243 小林　由(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
242 稲垣　みなみ(6) ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾅﾐ
244 渡辺　陽菜(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ

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 2 いすずUK 1819 奥野　りな(6) ｵｸﾉ ﾘﾅ 57.53 1 4 南勢陸上ク 944 山本　二瑚(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺ 55.86
(三重) 1820 北尾　心映(6) ｷﾀｵ ｺﾊﾙ q (三重) 942 西嶋　和奏(6) ﾆｼｼﾞﾏ ﾜｶﾅ q

1831 増田　沙良(6) ﾏｽﾀﾞ ｻﾗ 950 西嶋　夏鈴(5) ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾘﾝ
1822 荻田　真菜(5) ｵｷﾞﾀ ﾏﾅ 943 福田　萌乃(6) ﾌｸﾀ ﾎﾉ

2 7 松阪走塾 1683 田中　沙來(6) ﾀﾅｶ ｻﾗ 57.73 2 6 保々RC 276 森山　光(6) ﾓﾘﾔﾏ ｱｶﾘ 59.04
(三重) 1667 三輪　はな(6) ﾐﾜ ﾊﾅ q (三重) 274 稲垣　百々(6) ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾓ

1666 増井　菜々花(6) ﾏｽｲ ﾅﾅｶ 271 安里　來桃(6) ｱｻﾄ ｸﾙﾐ
1664 原田　蒼衣(6) ﾊﾗﾀﾞ ｱｲ 275 古川　瑠菜(6) ﾌﾙｶﾜ ﾙﾅ

3 6 YウェルネスC 3253 武田　はな(5) ﾀｹﾀﾞ ﾊﾅ 59.54 3 5 菰野SC 458 原　夢爽(5) ﾊﾗ ﾕｱ 59.52
(三重) 2246 今村　凛琉(5) ｲﾏﾑﾗ ﾘﾙ (三重) 446 川合　桃香(6) ｶﾜｲ ﾓﾓｶ

302 中山　楓(6) ﾅｶﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 453 森　絢理(6) ﾓﾘ ｱﾔﾘ
301 清水　悠沙(6) ｼﾐｽﾞ ﾕｳｻ 450 中島　佳穂(6) ﾅｶｼﾏ ｶﾎ

4 3 ASSA-TC 528 金原　由実(6) ｶﾈﾊﾗ ﾕﾐ 1:00.10 4 2 一志Beast 620 出丸　由珠奈(6) ｲﾃﾞﾏﾙ ﾕｽﾞﾅ 59.81
(三重) 532 深見　紗矢(6) ﾌｶﾐ ｻﾔ (三重) 624 谷川　鈴乃(6) ﾀﾆｶﾞﾜ ｽｽﾞﾉ

536 村田　帆菜(5) ﾑﾗﾀ ﾊﾝﾅ 627 平澤　茉歩(6) ﾋﾗｻﾞﾜ ﾏﾎ
529 谷本　陽菜(6) ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙﾅ 626 原田　希夏(6) ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾉｶ

5 4 JAC EAST 1931 小林　心咲(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻ 1:00.88 5 7 南勢AC 1098 山本　侑歩(5) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾎ 1:01.24

(三重) 1918 礒田　菜々音(6) ｲｿﾀﾞ ﾅﾅﾈ (三重) 1088 東　里紗(6) ｱｽﾞﾏ ﾘｻ
1919 岡村　心美(6) ｵｶﾑﾗ ｺｺﾐ 1093 三浦　さくら(6) ﾐｳﾗ ｻｸﾗ
1917 家田　梨杏(6) ｲｴﾀﾞ ﾘｱ 1090 西村　百々花(6) ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｶ

6 8 玉城陸上ク 1148 山路　莉世(6) ﾔﾏｼﾞ ﾘｾ 1:01.65 6 3 ClubEggs 1336 井倉　萌寧(6) ｲｸﾞﾗ ﾓﾈ 1:01.96

(三重) 1151 出口　莉帆(5) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘﾎ (三重) 1337 倉谷　真白(6) ｸﾗﾔ ﾏｼﾛ
1153 前田　寧々(5) ﾏｴﾀﾞ ﾈﾈ 1339 林　詩(6) ﾊﾔｼ ｳﾀ
1145 村井　朱夏(6) ﾑﾗｲ ｼｭｶ 1338 竹内　心彩(6) ﾀｹｳﾁ ｺｺｱ

7 5 IAA桑名 2025 大山　亜泉(6) ｵｵﾔﾏ ｱﾐ 1:03.93

(三重) 2106 泉　瑚華(5) ｲｽﾞﾐ ｺﾊﾅ
2028 木村　凪沙(5) ｷﾑﾗ ﾅｷﾞｻ
2027 渡邉　優芽(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ内でバトンパスが完了しなかった2→3



女子　４×１００ｍＲ
審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

県小学記録(KE)               53.14     南勢陸上ク・伊勢市(荒木・木下・福田・稲石)2016 8月31日 11:45 予　選
大会記録(GR)                 54.09     南勢陸上ク(荒木・木下・福田・稲石)    2016(第21回) 8月31日 16:25 決　勝

予　選　5組0着＋8

5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 5 SunTFC 1037 小林　夢奈(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 57.84
(三重) 1042 曽野　想(5) ｿﾉ ｺｺﾛ

1036 伊藤　和來(6) ｲﾄｳ ｱｲﾗ
1038 坂口　心優(6) ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕｳ

2 4 内城田SC 1073 岡村　凉那(5) ｵｶﾑﾗ ｽｽﾞﾅ 59.25
(三重) 1070 山本　真央(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ

1074 坂井　夢果(5) ｻｶｲ ﾕﾜ
1075 竹内　小絢(5) ﾀｹｳﾁ ｻｱﾔ

3 3 SMAC 1017 橋本　千嬉(5) ﾊｼﾓﾄ ﾁｷ 59.70
(三重) 990 辰巳　ひより(6) ﾀﾂﾐ ﾋﾖﾘ

1015 奥村　咲祐(5) ｵｸﾑﾗ ｻﾕ
992 中尾　侑那(6) ﾅｶｵ ﾕｳﾅ 

4 2 白山陸上ク 753 西山　かん菜(6) ﾆｼﾔﾏ ｶﾝﾅ 1:00.71

(三重) 754 山本　恋々菜(6) ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾅ
751 瀧本　彩葉(6) ﾀｷﾓﾄ ｲﾛﾊ
752 中川　修伽(6) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭｳｶ

5 6 厚生AC 853 大山　凛桜(5) ｵｵﾔﾏ ﾘｵ 1:01.48

(三重) 3256 竹内　紗樂(6) ﾀｹｳﾁ ｻﾗ
854 松本　皐(5) ﾏﾂﾓﾄ ｻﾂｷ
851 八田　奈緒(6) ﾊｯﾀ ﾅｵ

8 尾鷲陸スポ少 1466 福山　詩(6) ﾌｸﾔﾏ ｳﾀ DQ,R2

(三重) 1465 野田　莉愛(6) ﾉﾀﾞ ﾘｱ
1467 福山　香花(6) ﾌｸﾔﾏ ｺﾊﾙ
1474 清川　百愛(6) ｷﾖｶﾜ ﾓｱ

7 三浜陸上 DNS
(三重)

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 ゆめが丘RC 1426 花本　夏菜(6) ﾊﾅﾓﾄ ｶﾅ 55.08
(三重) 1428 前川　華乃音(6) ﾏｴｶﾞﾜ ｶﾉﾝ

1432 丸山　花乃子(6) ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉｺ
1427 福岡　結奈(6) ﾌｸｵｶ ﾕｲﾅ

2 4 南勢陸上ク 944 山本　二瑚(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺ 55.86
(三重) 942 西嶋　和奏(6) ﾆｼｼﾞﾏ ﾜｶﾅ

950 西嶋　夏鈴(5) ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾘﾝ
943 福田　萌乃(6) ﾌｸﾀ ﾎﾉ

3 3 いすずUK 1819 奥野　りな(6) ｵｸﾉ ﾘﾅ 57.08
(三重) 1820 北尾　心映(6) ｷﾀｵ ｺﾊﾙ

1831 増田　沙良(6) ﾏｽﾀﾞ ｻﾗ
1821 中田　陽菜(6) ﾅｶﾀ ﾋﾅ

4 9 JAC亀山 572 蔵城　柑奈(6) ｸﾗｼﾞｮｳ ｶﾝﾅ 57.37
(三重) 574 福田　陽菜(5) ﾌｸﾀ ﾋﾅ

570 森口　つかさ(6) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾂｶｻ
575 宮本　琉南(5) ﾐﾔﾓﾄ ﾙﾅ

5 5 Peace-AC 1849 ｵﾘｳﾞｨｱ 玲那(6) ｵﾘｳﾞｨｱ ﾚﾅ 57.50
(三重) 1852 山川　琴子(6) ﾔﾏｶﾜ ｺﾄｺ

1853 倉井　彩羽(5) ｸﾗｲ ｻﾜ
1847 大川　純蓮(6) ｵｵｶﾜ ｽﾐﾚ

6 8 大山田AC 73 内田　里恋(6) ｳﾁﾀﾞﾘﾚ 57.83
(三重) 76 中野　凜杏(6) ﾅｶﾉﾘｺ

77 服部　雪乃(6) ﾊｯﾄﾘﾕｷﾉ
75 出口　仁菜(6) ﾃﾞｸﾞﾁﾆｲﾅ

7 2 松阪走塾 1683 田中　沙來(6) ﾀﾅｶ ｻﾗ 58.15
(三重) 1667 三輪　はな(6) ﾐﾜ ﾊﾅ

1666 増井　菜々花(6) ﾏｽｲ ﾅﾅｶ
1664 原田　蒼衣(6) ﾊﾗﾀﾞ ｱｲ

8 7 J&E久居 2510 鈴木　こはる(6) ｽｽﾞｷ ｺﾊﾙ 58.52
(三重) 1752 山口　杏璃(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾘ

1750 中尾　萌花(5) ﾅｶｵ ﾓｴｶ
1743 瀬戸山　萌音(6) ｾﾄﾔﾏ ﾓﾈ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ内でバトンパスが完了しなかった2→3


