
女子　４×１００ｍＲ
審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

県高校記録(KH)               46.02     宇治山田商(木下・橋爪・作野・世古)    2009 10月2日 09:30 予　選
大会記録(GR)                 47.85     四日市商(柴原・上野・一色・伊藤)      2014(第53回) 10月2日 16:30 決　勝

予　選　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 4 四日市商 12 松原　美空(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｸ 49.31 1 8 宇治山田商 857 阪村　美紅(1) ｻｶﾑﾗ ﾐｸ 49.82
26 清水　彩加(1) ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ Q 859 中川　真友(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ Q
9 森口　和果(2) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾜｶ 834 前川　優奈(2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ
4 粟飯原　早希(2) ｱｲﾊﾗ ｻｷ 836 世古　綾葉(2) ｾｺ ｱﾔﾊ

2 2 鈴鹿 553 末藤　新菜(1) ｽｴﾌｼﾞ ﾆｲﾅ 51.33 2 4 いなべ総合 893 山際　乃愛(2) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ 50.58
560 青山　ひより(1) ｱｵﾔﾏ ﾋﾖﾘ Q 904 齋藤　瀬莉奈(1) ｻｲﾄｳ ｾﾘﾅ Q
567 桐島　好香(1) ｷﾘｼﾏ ｺﾉｶ 896 丹村　和咲(2) ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｻ
544 服部　りら(2) ﾊｯﾄﾘ ﾘﾗ 903 前田　凜香(2) ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ

3 6 桑名 1210 黒田　侑花(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｶ 52.41 3 7 神戸 1130 徳山　叶愛(1) ﾄｸﾔﾏ ﾄｱ 51.47
1198 田中　万琳(1) ﾀﾅｶ ﾏﾘﾝ q 1133 松永　彩良(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾗ q
1185 森岡　彩乃(1) ﾓﾘｵｶ ｱﾔﾉ 1120 加納　瑞姫(2) ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ
1203 野口　結夢(2) ﾉｸﾞﾁ ﾕﾒ 1125 豊田　芽以(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ

4 9 四日市西 1758 渡邉　京夏(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ 52.71 4 3 桑名西 1224 草野　亜依(1) ｸｻﾉ ｱｲ 53.11
1739 十市　ひなの(2) ﾄｲﾁ ﾋﾅﾉ 1233 後藤　杏美(1) ｺﾞﾄｳ ｱﾐ
1749 一尾　瑠華(1) ｲﾁｵ ﾙｶ 1231 駒田　梨花(1) ｺﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ
1750 吉山　結菜(1) ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾅ 1225 佐久間　楓子(1) ｻｸﾏ ﾌｳｺ

5 3 三重 1886 大森　心葉(1) ｵｵﾓﾘ ｺｺﾊ 53.55 5 5 津商 1355 加藤　千瑚(1) ｶﾄｳ ﾁｺ 53.46
1887 大陽　優里(1) ﾀﾞｲﾖｳ ﾕﾘ 1354 濵口　和菜(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅ
1894 中山　奈々(2) ﾅｶﾔﾏ ﾅﾅ 1342 早川　乃愛(2) ﾊﾔｶﾜ ﾉｱ
1905 前山　莉緒(1) ﾏｴﾔﾏ ﾘｵ 1357 中川　瑚陽(1) ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾊﾙ

6 5 四日市 1699 三島　早絢(1) ﾐｼﾏ ｻﾔ 54.76 6 2 上野 220 南　空愛(2) ﾐﾅﾐ ｿﾗ 53.89
1688 栁川　真心(2) ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｺﾛ 217 柘植　愛花(2) ﾂｹﾞ ﾏﾅｶ
1691 境　文音(2) ｻｶｲ ｱﾔﾈ 230 林　梨心(1) ﾊﾔｼ ﾘｺ
1686 橋本　実(2) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾘ 266 藤矢　梨那(1) ﾌｼﾞﾔ ﾘﾅ

7 8 松阪 1549 鳥羽谷　寧々(1) ﾄﾊﾞﾔ ﾈﾈ 55.00 7 9 相可 1009 黒井　好葉(2) ｸﾛｲ ｺﾉﾊ 55.26
1531 谷口　望恵(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓｴ 1017 村田　実音(1) ﾑﾗﾀ ﾐﾉﾝ
1529 濵口　星乃(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾎｼﾉ 1010 中田　桜(2) ﾅｶﾀ ｻｸﾗ
1548 濱口　涼風(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ 1016 村田　茉音(1) ﾑﾗﾀ ﾏﾉﾝ

8 7 宇治山田 1001 松村　采伽(2) ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｶ 55.74 8 6 四日市農芸 1792 北川　雛乃(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾅﾉ 57.58
988 畠田　萌加(1) ﾊﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 1785 市川　真琳(2) ｲﾁｶﾜ ﾏﾘﾝ
980 岡野　美月(2) ｵｶﾉ ﾐﾂﾞｷ 1910 水野　海莉(1) ﾐｽﾞﾉ ｶｲﾘ
984 櫻井　萌絵(2) ｻｸﾗｲ ﾓｴ 1774 宇坂　理々華(1) ｳｻｶ ﾘﾘｶ

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 5 松阪商 1588 石田　怜(1) ｲｼﾀﾞ ﾚｲ 49.58
1589 小林　祐希穂(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾎ Q
1577 小林　玲那(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ
1582 上野　叶夢(1) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ

2 2 伊勢 754 中川　和奏(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾜｶﾅ 52.76
775 佐々木　悠花(2) ｻｻｷ ﾊﾙｶ Q
778 池山　実侑(2) ｲｹﾔﾏ ﾐｳ
765 田中　佑來(1) ﾀﾅｶ ﾕﾗ

3 9 皇學館 391 吉岡　万桜(1) ﾖｼｵｶ ﾏｵ 52.76 *TK
351 土井　なつみ(2) ﾄﾞｲ ﾅﾂﾐ
365 濵口　七星(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｾ
383 喜多井　昊良(1) ｷﾀｲ ｿﾗ

4 7 津西 1414 上村　真央吏(1) ｳｴﾑﾗ ﾏｵﾘ 54.01
1402 藤山　実央(2) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐｵ
1392 福島　宇紗(2) ﾌｸｼﾏ ｳｻ
1966 澤下　心花(1) ｻﾜｼﾀ ﾐﾊﾙ

5 4 亀山 1053 仲野　寛子(2) ﾅｶﾉ ﾋﾛｺ 54.69
1047 前田　茜(1) ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾈ
1039 山中　咲空(2) ﾔﾏﾅｶ ｻﾗ
1045 宮﨑　七咲(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｻ

6 3 高田 508 正司　愛実(2) ｼｮｳｼﾞ ﾏﾅﾐ 55.84
517 黒古　愛果(1) ｸﾛｺ ｱｲｶ
501 井ノ口　日菜多(2) ｲﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ

1970 加藤　彩葉(1) ｶﾄｳ ｲﾛﾊ
7 8 津田学園 599 小﨑　愛加(1) ｺｻﾞｷ ﾎﾉｶ 57.19

597 藤川　果篤(1) ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾐ
602 阿部　由来々(1) ｱﾍﾞ ﾕﾗﾗ
598 黒﨑　莉亜奈(1) ｸﾛｻｷ ﾘｱﾅ

6 川越 DNS

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり
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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 7 四日市商 12 松原　美空(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｸ 48.27
26 清水　彩加(1) ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ
9 森口　和果(2) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾜｶ
4 粟飯原　早希(2) ｱｲﾊﾗ ｻｷ

2 5 宇治山田商 857 阪村　美紅(1) ｻｶﾑﾗ ﾐｸ 48.65
859 中川　真友(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ
834 前川　優奈(2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ
836 世古　綾葉(2) ｾｺ ｱﾔﾊ

3 6 松阪商 1588 石田　怜(1) ｲｼﾀﾞ ﾚｲ 49.12
1589 小林　祐希穂(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾎ
1577 小林　玲那(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ
1582 上野　叶夢(1) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ

4 4 いなべ総合 893 山際　乃愛(2) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ 50.29
904 齋藤　瀬莉奈(1) ｻｲﾄｳ ｾﾘﾅ
896 丹村　和咲(2) ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｻ
903 前田　凜香(2) ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ

5 3 神戸 1130 徳山　叶愛(1) ﾄｸﾔﾏ ﾄｱ 50.99
1133 松永　彩良(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾗ
1120 加納　瑞姫(2) ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ
1125 豊田　芽以(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ

6 2 桑名 1210 黒田　侑花(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｶ 52.07
1198 田中　万琳(1) ﾀﾅｶ ﾏﾘﾝ
1185 森岡　彩乃(1) ﾓﾘｵｶ ｱﾔﾉ
1203 野口　結夢(2) ﾉｸﾞﾁ ﾕﾒ

7 9 伊勢 754 中川　和奏(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾜｶﾅ 52.56
775 佐々木　悠花(2) ｻｻｷ ﾊﾙｶ
778 池山　実侑(2) ｲｹﾔﾏ ﾐｳ
765 田中　佑來(1) ﾀﾅｶ ﾕﾗ

8 8 鈴鹿 553 末藤　新菜(1) ｽｴﾌｼﾞ ﾆｲﾅ 56.29
560 青山　ひより(1) ｱｵﾔﾏ ﾋﾖﾘ
567 桐島　好香(1) ｷﾘｼﾏ ｺﾉｶ
544 服部　りら(2) ﾊｯﾄﾘ ﾘﾗ

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり


