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4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ 5m25 5m25 5m48 5m48 8 5m07 × 5m09 5m48
1 6 821 中村　里菜(2) 宇治山田商 +1.0 +1.5 +4.2 +4.2 -0.9 -1.0 +4.2 *F1

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾜｶ 5m11 5m44 × 5m44 7 5m38 × 5m43 5m44
2 9 9 森口　和果(2) 四日市商 -0.5 +0.8 +0.8 -0.2 -1.2 +0.8

ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ 5m19 × × 5m19 6 5m36 × × 5m36
3 10 893 山際　乃愛(2) いなべ総合 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ 4m77 × 5m03 5m03 4 5m17 5m10 4m98 5m17
4 37 1577 小林　玲那(2) 松阪商 +0.3 +1.2 +1.2 +0.4 -0.1 -1.1 +0.4

ﾄﾞｲ ﾅﾂﾐ 5m11 5m05 × 5m11 5 4m99 × 5m08 5m11
5 8 351 土井　なつみ(2) 皇學館 0.0 +1.3 0.0 +0.8 -1.2 0.0

ｲｼﾀﾞ ﾚｲ × × 5m02 5m02 3 × 4m89 4m90 5m02
6 3 1588 石田　怜(1) 松阪商 +0.5 +0.5 +0.3 -1.3 +0.5

ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ × × 4m98 4m98 2 4m76 4m89 4m77 4m98
7 7 903 前田　凜香(2) いなべ総合 +2.5 +2.5 -0.6 -0.6 -0.8 +2.5 *F5

ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾗ × × 4m95 4m95 1 × × 4m83 4m95
8 12 1133 松永　彩良(1) 神戸 +2.5 +2.5 -0.9 +2.5 *F6

ｵｶﾉ ﾐﾂﾞｷ 4m84 4m76 4m93 4m93 4m93
9 2 980 岡野　美月(2) 宇治山田 +0.2 +0.5 +0.9 +0.9 +0.9

ｲｹﾔﾏ ﾐｳ × 4m76 4m88 4m88 4m88
10 5 778 池山　実侑(2) 伊勢 +0.6 +2.3 +2.3 +2.3 *F2

ｵｸﾀﾞ ﾐｺ 4m82 4m73 4m81 4m82 4m82
11 43 866 奥田　美虹(1) 宇治山田商 +0.9 +1.8 +1.3 +0.9 +0.9

ｻｻｷ ｱﾝﾘ × × 4m81 4m81 4m81
12 1 840 佐々木　杏里(2) 宇治山田商 +1.1 +1.1 +1.1

ｽｴﾌｼﾞ ﾆｲﾅ × × 4m79 4m79 4m79
13 4 553 末藤　新菜(1) 鈴鹿 +2.1 +2.1 +2.1

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ 4m73 × × 4m73 4m73
14 18 341 山下　結加(2) 皇學館 +1.1 +1.1 +1.1

ﾑﾗｵｶ ﾊﾙﾅ × 4m66 4m69 4m69 4m69
15 14 1144 村岡　春奈(1) 神戸 +2.8 -0.8 -0.8 -0.8

ﾅｶｶﾞﾜ ﾜｶﾅ × 4m66 × 4m66 4m66
16 19 754 中川　和奏(2) 伊勢 +2.5 +2.5 +2.5

ｶﾄｳ ﾋﾅｺ × 4m62 × 4m62 4m62
17 11 1347 加藤　日菜子(2) 津商 +1.1 +1.1 +1.1

ｽｽﾞｷ ﾊﾅｶ × × 4m54 4m54 4m54
18 20 1134 鈴木　華花(1) 神戸 +0.9 +0.9 +0.9

ｻｶｲ ｱﾔﾈ 4m48 4m49 4m48 4m49 4m49
19 13 1691 境　文音(2) 四日市 +0.9 +2.2 +0.3 +2.2 +2.2 *F1

ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅ 4m45 × × 4m45 4m45
20 27 23 澤田　華(1) 四日市商 +2.9 +2.9 +2.9

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｾ × × ×
15 365 濵口　七星(1) 皇學館 NM

ｶﾄｳ ﾁｺ × × ×
22 1355 加藤　千瑚(1) 津商 NM

ﾊﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ × × ×
23 988 畠田　萌加(1) 宇治山田 NM

ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾘ × × ×
25 1686 橋本　実(2) 四日市 NM

ﾌｸｼﾏ ｳｻ × × ×
29 1392 福島　宇紗(2) 津西 NM

ﾔﾏｶﾜ ﾉｱ × × ×
31 1698 山川　乃愛(1) 四日市 NM

ｲｻﾞﾜ ｱｲﾘ × × ×
33 917 伊澤　愛莉(1) いなべ総合 NM

ｻｶﾓﾄ ｽｽﾞﾊ × × ×
34 798 坂本　鈴葉(2) 松阪工 NM

ﾊｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ × × ×
35 265 箱林　歩季(1) 上野 NM

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾚｲ × × ×
36 120 出口　澪(1) 暁 NM

ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾅﾉ × × ×
38 1792 北川　雛乃(1) 四日市農芸 NM

ｱﾉｳ ﾏﾕｷ × × ×
39 1558 安濃　舞幸(1) 松阪 NM

ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ × × ×
40 8 山路　彩乃(2) 四日市商 NM

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾅﾐ × × ×
42 1186 水谷　南実(1) 桑名 NM
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ﾐﾀﾆ ﾕｲ × × ×
44 1744 三谷　結(2) 四日市西 NM

ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ

16 1508 伊藤　陽和(2) 久居農林 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲ

17 1044 近藤　麻衣(1) 亀山 DNS
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾏｴ

21 104 水谷　玲瑛(2) 暁 DNS
ｲﾄｳ ｻﾔ

24 107 伊藤　早耶(2) 暁 DNS
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾎｼﾉ

26 1529 濵口　星乃(2) 松阪 DNS
ｵｶﾞﾜ ｱｽｶ

28 1788 小河　明日香(2) 鈴鹿中等 DNS
ｵｸﾞﾗ ｱﾔ

30 1510 小倉　彩(1) 久居農林 DNS
ﾐﾔﾓﾄ ｲｵﾝ

32 1900 宮本　衣音(1) 三重 DNS
ｷﾀｶﾞﾜ ﾙﾅ

41 1028 北川　琉月(1) 相可 DNS
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