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日本高専記録(KR)                48.43 
大会記録(GR)                    49.85 

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 鈴鹿   431 田名瀬 梨代(3)     52.28 Q  1   5 富山(射水)   409 明歩谷 七海(3)     52.76 Q

ﾀﾅｾ ﾘﾖ ﾐｮｳﾌﾞﾀﾞﾆ ﾅﾅﾐ
  432 太田 ひまり(2)   412 萩中 七海(1)

ｵｵﾀ ﾋﾏﾘ ﾊｷﾞﾅｶ ﾅﾅﾐ
  433 毛利 莉子(2)   405 森岡 奈穂(5)

ﾓｳﾘ ﾘｺ ﾓﾘｵｶ ﾅﾎ
  430 中出 里央(4)   406 松本 英里(5)

ﾅｶﾃﾞ ﾘｵ ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘ
 2   2 岐阜   421 堺 晴香(2)     52.62 Q  2   8 富山(本郷)   404 宮武 未歩(1)     52.77 Q

ｻｶｲ ﾊﾙｶ ﾐﾔﾀｹ ﾐﾎ
  419 江崎 陽香(3)   401 森 有希奈(4)

ｴｻｷ ﾊﾙｶ ﾓﾘ ﾕｷﾅ
  416 堺 公香(4)   402 水上 真菜(3)

ｻｶｲ ｷﾐｶ ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾅ
  415 原 美幸(5)   403 鳥海 日海理(2)

ﾊﾗ ﾐﾕｷ ﾄﾘｳﾐ ﾋｶﾘ
 3   9 佐世保   814 大塚 ひかり(5)     52.95 Q  3   7 北九州   810 永島 ねね(2)     52.91 Q

ｵｵﾂｶ ﾋｶﾘ ﾅｶﾞｼﾏ ﾈﾈ
  816 山口 祐果(4)   809 岩本 優希(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ ｲﾜﾓﾄ ﾕｷ
  820 永田 希良来(5)   812 野村 光(1)

ﾅｶﾞﾀ ｷﾗﾗ ﾉﾑﾗ ﾋｶﾙ
  815 椎葉 恵子(5)   811 栗田 紗衣(1)

ｼｲﾊﾞ ｹｲｺ ｸﾘﾀ ｻｴ
 4   5 神戸市立   508 三木原 芹奈(5)     53.47 q  4   6 都城   831 平川 真優(1)     53.37 q

ﾐｷﾊﾗ ｾﾘﾅ ﾋﾗｶﾜ ﾏﾕ
  512 藤谷 麿生(3)   829 長倉 佳奈(4)

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾏｵ ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾅ
  510 廣瀬 百恵(4)   832 福嶋 遥(1)

ﾋﾛｾ ﾓﾓｴ ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｶ
  513 石谷 文絵(3)   833 向原 夢月(1)

ｲｼﾀﾆ ﾌﾐｴ ﾑｺｳﾊﾞﾙ ﾕﾂｷ
 5   7 有明   807 西本 桜子(1)     55.19  5   9 仙台(広瀬)   206 岩城 未紅(3)     54.31 

ﾆｼﾓﾄ ｻｸﾗｺ ｲﾜｷ ﾐｸ
  804 福山 美咲(2)   205 安田 波輝(5)

ﾌｸﾔﾏ ﾐｻｷ ﾔｽﾀﾞ ﾅﾐｷ
  802 古山 紗妃(3)   207 庄子 花梨(3)

ﾌﾙﾔﾏ ｻｷ ｼｮｳｼﾞ ｶﾘﾝ
  801 田島 やよい(3)   208 平塚 有紗(3)

ﾀｼﾏ ﾔﾖｲ ﾋﾗﾂｶ ｱﾘｻ
 6   6 奈良   506 今井 紗良々(2)     56.59  6   3 熊本(八代)   828 山元 彩加(1)     54.83 

ｲﾏｲ ｻﾗﾗ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ
  505 東尾 瑚子(3)   825 永田 真唯(2)

ﾋｶﾞｼｵ ｺｺ ﾅｶﾞﾀ ﾏｲ
  504 小川 万理奈(3)   821 本山 明香里(3)

ｵｶﾞﾜ ﾏﾘﾅ ﾓﾄﾔﾏ ｱｶﾘ
  507 平松 律子(1)   823 山下 あみ(2)

ﾋﾗﾏﾂ ﾘﾂｺ ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ
 7   4 米子   603 島田 寛世(3)     57.91  7   4 香川(高松)   705 美馬 千夏(1)     55.03 

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾖ ﾐﾏ ﾁﾅﾂ
  601 田川 桜(5)   706 谷本 紗菜(1)

ﾀｶﾞﾜ ｻｸﾗ ﾀﾆﾓﾄ ｻﾅ
  606 妹原 七虹(1)   703 景山 愛理咲(1)

ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾘｻ
  607 井土 尚美(1)   704 横山 七海(3)

ｲﾄﾞ ﾅｵﾐ ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ
  8 木更津   307 佐久間 妙枝(1)  8   2 長野     4 宮沢 知穂(1)     56.28 

ｻｸﾏ ﾀｴ 失格 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ
  305 飯森 未来(3) R1(1-2)     3 山崎 萌々子(2)

ｲｲﾓﾘ ﾐﾗｲ ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ
  306 加藤 遥佳(2)     1 大橋 朱里(2)

ｶﾄｳ ﾊﾙｶ ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ
  304 江上 瑠衣(4)     2 五十嵐 万智(2)

ｴｶﾞﾐ ﾙｲ ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾁ

女子

4×100m
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  2 神戸市立   508 三木原 芹奈(5)

ﾐｷﾊﾗ ｾﾘﾅ
  512 藤谷 麿生(3)

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾏｵ
  510 廣瀬 百恵(4)

ﾋﾛｾ ﾓﾓｴ
  513 石谷 文絵(3)

ｲｼﾀﾆ ﾌﾐｴ
  3 都城   831 平川 真優(1)

ﾋﾗｶﾜ ﾏﾕ
  829 長倉 佳奈(4)

ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾅ
  832 福嶋 遥(1)

ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｶ
  833 向原 夢月(1)

ﾑｺｳﾊﾞﾙ ﾕﾂｷ
  4 富山(射水)   409 明歩谷 七海(3)

ﾐｮｳﾌﾞﾀﾞﾆ ﾅﾅﾐ
  412 萩中 七海(1)

ﾊｷﾞﾅｶ ﾅﾅﾐ
  405 森岡 奈穂(5)

ﾓﾘｵｶ ﾅﾎ
  406 松本 英里(5)

ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘ
  5 富山(本郷)   404 宮武 未歩(1)

ﾐﾔﾀｹ ﾐﾎ
  401 森 有希奈(4)

ﾓﾘ ﾕｷﾅ
  402 水上 真菜(3)

ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾅ
  403 鳥海 日海理(2)

ﾄﾘｳﾐ ﾋｶﾘ
  6 鈴鹿   431 田名瀬 梨代(3)

ﾀﾅｾ ﾘﾖ
  432 太田 ひまり(2)

ｵｵﾀ ﾋﾏﾘ
  433 毛利 莉子(2)

ﾓｳﾘ ﾘｺ
  430 中出 里央(4)

ﾅｶﾃﾞ ﾘｵ
  7 岐阜   421 堺 晴香(2)

ｻｶｲ ﾊﾙｶ
  419 江崎 陽香(3)

ｴｻｷ ﾊﾙｶ
  416 堺 公香(4)

ｻｶｲ ｷﾐｶ
  415 原 美幸(5)

ﾊﾗ ﾐﾕｷ
  8 北九州   810 永島 ねね(2)

ﾅｶﾞｼﾏ ﾈﾈ
  809 岩本 優希(2)

ｲﾜﾓﾄ ﾕｷ
  812 野村 光(1)

ﾉﾑﾗ ﾋｶﾙ
  811 栗田 紗衣(1)

ｸﾘﾀ ｻｴ
  9 佐世保   814 大塚 ひかり(5)

ｵｵﾂｶ ﾋｶﾘ
  816 山口 祐果(4)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ
  820 永田 希良来(5)

ﾅｶﾞﾀ ｷﾗﾗ
  815 椎葉 恵子(5)

ｼｲﾊﾞ ｹｲｺ

女子

4×100m
決勝


