
小学女子4×100mR
審 判 長：松田　伸彦
記録主任：藪北　則行

県小学記録(KE)               53.14     南勢陸上ク(荒木・木下・福田・稲石)    2016 7月31日 09:05 予　選
大会記録(GR)                 54.35     南勢陸上ク(荒木・森・福田・稲石)      2016(第11回) 7月31日 12:40 決　勝

予　選　2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 4 南勢陸上クA 874 山辺　紗弓(6) ﾔﾏﾍﾞ ｻﾕﾐ 59.32 1 2 JAC EASTA 1587 山際　聖良(6) ﾔﾏｷﾞﾜ ｾｲﾗ 59.06
873 山川　詩茉(6) ﾔﾏｶﾜ ｼﾏ q 1586 中山　紅羽(6) ﾅｶﾔﾏ ｸﾚﾊ q
881 中村　知聖(5) ﾅｶﾑﾗ ﾁｾ 1583 金森　菜里(6) ｶﾅﾓﾘ ﾅﾘ
4855 山脇　吉乃(6) ﾔﾏﾜｷ ﾖｼﾉ 1585 中北　光咲(6) ﾅｶｷﾀ ﾐｻｷ

2 6 明和陸上 1755 山田　波月(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾊｽﾞｷ 1:01.61 2 3 松阪走塾A 1410 上岡　沙月(5) ｳｴｵｶ ｻﾂｷ 59.49
1757 森川　妃梛(6) ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅ q 1383 中里　莉桜(6) ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｵ q
1754 中村　美緒(6) ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 1394 山下　莉愛(6) ﾔﾏｼﾀ ﾘｱﾝ
1759 松山　愛梨(6) ﾏﾂﾔﾏ ｱｲﾘ 1408 冨山　桜(5) ﾄﾐﾔﾏ ｻｸﾗ

3 5 JAC EASTC 1605 喜多　綾美(5) ｷﾀ ｱﾔﾐ 1:03.13 3 5 多気ＲＣ 728 橋本　華歩(6) ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 59.59
1606 木下　佳胡(5) ｷﾉｼﾀ ｶｺ q 1967 木地　美々香(6) ｷｼﾞ ﾐﾐｶ q
1609 森　香琳(5) ﾓﾘ ｶﾘﾝ 729 林　千愛(6) ﾊﾔｼ ﾁﾅﾙ
1610 羽田　弓真(5) ﾊﾀﾞ ﾕﾏ 727 中村　青空(6) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｱ

4 3 松阪走塾B 1399 長瀬　亜衣琉(6) ﾅｶﾞｾ ｱｲﾙ 1:04.72 4 4 ＵＲＣ 1349 山田　遥菜(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ 1:00.10

1404 村上　陽愛(5) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾘ 1336 小川　このは(6) ｵｶﾞﾜ ｺﾉﾊ q
1403 向井　楓香(5) ﾑｶｲ ﾌｳｶ 1338 田川　智咲(6) ﾀｶﾞﾜ ﾁｻｷ
1397 梅田　桃花(6) ｳﾒﾀﾞ ﾓﾓｶ 1337 田川　明莉(6) ﾀﾞｶﾞﾜ ｱｶﾘ

7 JAC EASTB DNS 5 7 南勢陸上クB 877 岩﨑　真菜加(5) ｲﾜｻｷ ﾏﾅｶ 1:03.67

880 豊田　柚葉(5) ﾄﾖﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ q
875 吉田　葵衣(6) ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ
879 武田　悠里(5) ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ

6 6 大台陸上ク 1672 小山　結羽(5) ｺﾔﾏ ﾕｳ 1:05.08

1671 積木　愛(5) ﾂﾑｷ ﾏﾅ
1673 谷口　優子(5) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｺ
1670 堀江　那奈(5) ﾎﾘｴ ﾅﾅ

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 5 JAC EASTA 1587 山際　聖良(6) ﾔﾏｷﾞﾜ ｾｲﾗ 58.96
1586 中山　紅羽(6) ﾅｶﾔﾏ ｸﾚﾊ
1583 金森　菜里(6) ｶﾅﾓﾘ ﾅﾘ
1585 中北　光咲(6) ﾅｶｷﾀ ﾐｻｷ

2 4 松阪走塾A 1410 上岡　沙月(5) ｳｴｵｶ ｻﾂｷ 59.04
1383 中里　莉桜(6) ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｵ
1394 山下　莉愛(6) ﾔﾏｼﾀ ﾘｱﾝ
1408 冨山　桜(5) ﾄﾐﾔﾏ ｻｸﾗ

3 6 南勢陸上クA 874 山辺　紗弓(6) ﾔﾏﾍﾞ ｻﾕﾐ 59.71
873 山川　詩茉(6) ﾔﾏｶﾜ ｼﾏ
881 中村　知聖(5) ﾅｶﾑﾗ ﾁｾ
4855 山脇　吉乃(6) ﾔﾏﾜｷ ﾖｼﾉ

4 3 多気ＲＣ 728 橋本　華歩(6) ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 1:00.96

1967 木地　美々香(6) ｷｼﾞ ﾐﾐｶ
729 林　千愛(6) ﾊﾔｼ ﾁﾅﾙ
727 中村　青空(6) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｱ

5 8 明和陸上 1755 山田　波月(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾊｽﾞｷ 1:01.40

1757 森川　妃梛(6) ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅ
1754 中村　美緒(6) ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ
1759 松山　愛梨(6) ﾏﾂﾔﾏ ｱｲﾘ

6 1 JAC EASTC 1605 喜多　綾美(5) ｷﾀ ｱﾔﾐ 1:03.55

1606 木下　佳胡(5) ｷﾉｼﾀ ｶｺ
1609 森　香琳(5) ﾓﾘ ｶﾘﾝ
1610 羽田　弓真(5) ﾊﾀﾞ ﾕﾏ

7 7 ＵＲＣ 1349 山田　遥菜(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ 1:03.84

1336 小川　このは(6) ｵｶﾞﾜ ｺﾉﾊ
1338 田川　智咲(6) ﾀｶﾞﾜ ﾁｻｷ
1337 田川　明莉(6) ﾀﾞｶﾞﾜ ｱｶﾘ

8 2 南勢陸上クB 877 岩﨑　真菜加(5) ｲﾜｻｷ ﾏﾅｶ 1:04.45

880 豊田　柚葉(5) ﾄﾖﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ
875 吉田　葵衣(6) ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ
879 武田　悠里(5) ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者


