
高校一般女子　100m

県記録(KR)              　　      11.50     世古　和(CRANE)                     2018

県高校記録(KH)                 11.68     世古　和(宇治山田商)                2009

タイムレース　　3組

1組 風 -0.5(-0.5) 2組 風 +0.1(+0.1)

レーン ナンバー 氏名 学年 所属 順位 記録 レーン ナンバー 氏名 学年 所属 順位 記録

1 #N/A #N/A #N/A #N/A 1 #N/A #N/A #N/A #N/A

2 10 佐藤なつみ サトウ　ナツミ ろけっと団 4 13.06 2 5277 國府谷幸香 コウノヤ　サチコ 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 6 14.37

3 5792 谷﨑　仁美 タニザキ　ヒトミ omg 2 12.84 3 976 島田　優良 シマダ　ユラ 1 津商高 3 14.06

4 5357 堤　　扶子 ツツミ　モトコ ULTIMAT 7 13.73 4 917 村上　華穂 ムラカミ　カホ 3 皇學館高 1 13.12

5 912 森　　琴音 モリ　コトネ 3 皇學館高 1 12.64 5 881 喜多井昊良 キタイ　ソラ 1 皇學館高 2 13.90

6 935 土井なつみ ドイ　ナツミ 2 皇學館高 3 12.89 6 980 宮元　彩花 ミヤモト　アヤカ 1 津商高 4 14.15

7 970 濵口　和菜 ハマグチ　カズナ 1 津商高 5 13.39 7 977 加藤　千瑚 カトウ　チコ 1 津商高 5 14.20

8 906 山本　真緒 ヤマモト　マオ 3 皇學館高 6 13.43 8 #N/A #N/A #N/A #N/A

3組 風 +2.6(+2.6)

レーン ナンバー 氏名 学年 所属 順位 記録

1 #N/A #N/A #N/A #N/A

2 979 中川　瑚陽 ナカガワ　コハル 1 津商高 1 14.17

3 4337 谷口　恵子 タニグチ　ケイコ 一志BEAST 5 16.96

4 5130 米川富士見 ヨネカワ　フジミ 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 3 15.08

5 5032 大井　由佳 オオイ　ユカ 橋南ｽﾎﾟｸ 4 16.09

6 5835 立木玖実子 ツイキ　クミコ ろけっと団 DNS

7 5707 横尾　裕香 ヨコオ　ユカ 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2 14.22

8 #N/A #N/A #N/A #N/A

上位8位
順位 ナンバー 学年 所属 記録

1 912 森　　琴音 モリ　コトネ 3 皇學館高 12.64 -0.5(-0.5)

2 5792 谷﨑　仁美 タニザキ　ヒトミ 0 omg 12.84 -0.5(-0.5)

3 935 土井なつみ ドイ　ナツミ 2 皇學館高 12.89 -0.5(-0.5)

4 10 佐藤なつみ サトウ　ナツミ 0 ろけっと団 13.06 -0.5(-0.5)

5 917 村上　華穂 ムラカミ　カホ 3 皇學館高 13.12 +0.1(+0.1)

6 970 濵口　和菜 ハマグチ　カズナ 1 津商高 13.39 -0.5(-0.5)

7 906 山本　真緒 ヤマモト　マオ 3 皇學館高 13.43 -0.5(-0.5)

8 5357 堤　　扶子 ツツミ　モトコ 0 ULTIMAT 13.73 -0.5(-0.5)

一般1



高校一般女子　200m

県記録(KR)              　　      23.84     名倉　千晃(NTN)                      2018

県高校記録(KH)                 24.08     伊藤　瑞希(四日市商)                2011

タイムレース　　1組

1組 風 +4.6(+4.6)

レーン ナンバー 氏名 学年 所属 順位 記録

1 #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A

3 971 寺村奈々花 テラムラ　ナナカ 1 津商高 1 28.18

4 #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A

6 #N/A #N/A #N/A #N/A

7 #N/A #N/A #N/A #N/A

8 #N/A #N/A #N/A #N/A

一般2



高校一般女子　　400m

県記録(KR)              54.17     笠島　里美(デンソー)             1997

県高校記録(KH)       55.37   橋爪　咲奈(宇治山田商)            2012       　　

タイムレース　  1組

1組 風(＋/－　　)

レーン ナンバー 氏名 学年 所属 順位 記録

1 #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A

3 930 有留　摩於 アリトメ　マオ 2 皇學館高 DNS

4 #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A

6 #N/A #N/A #N/A #N/A

7 #N/A #N/A #N/A #N/A

8 #N/A #N/A #N/A #N/A

一般3



高校一般女子　　800m

県記録(KR)              2:08.80   鳥居 多香子(ﾌﾞﾙｯｸｽ&ﾄﾞｸﾀｰK)             1996

県高校記録(KH)       2:10.34   高見澤安珠(津商)                              2012       　　

タイムレース　  1組

1組
レーン ナンバー 氏名 学年 所属 順位 記録

1 #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A

3 975 磯田　　優 イソダ　ユウ 1 津商高 2 2.38.84

4 531 内山　七海 ウチヤマ　ナナミ 2 尾鷲高 1 2.37.66

5 5836 田久保　風 タクボ　フウ ろけっと団 DNS

6 #N/A #N/A #N/A #N/A

7 #N/A #N/A #N/A #N/A

8 #N/A #N/A #N/A #N/A

一般4



高校一般女子　　1500m

県記録(KR)              4:21.13   里村　　桂(デンソー)            　　　 2003

県高校記録(KH) 　　  4:23.33   南川　真里(津商)                       1994             　　

タイムレース　　1組

1組
レーン ナンバー 氏名 学年 所属 順位 記録

1 #N/A #N/A #N/A

2 981 出岡　美柚 イズオカ　ミユウ 1 津商高 3 5.13.81

3 6411 伊藤　由莉 イトウ　ユリ 1 皇學館大 2 4.53.72

4 6412 倉野　加奈 クラノ　カナ 1 皇學館大 1 4.39.43

5 #N/A #N/A #N/A #N/A

6 #N/A #N/A #N/A #N/A

7 #N/A #N/A #N/A #N/A

8 #N/A #N/A #N/A #N/A

一般5



一般女子　　3000m

県記録(KR)              9:04.56   杉原　加代(デンソー)            　　　 1997

タイムレース　　1組

1組
レーン ナンバー 氏名 学年 所属 順位 記録

1 5676 和田　菜摘 ワダ　ナツミ 志摩TFC 1 11.18.70

2 #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A

6 #N/A #N/A #N/A #N/A

7 #N/A #N/A #N/A #N/A

8 #N/A #N/A #N/A #N/A

一般6



一般女子　　3000mSC

県記録(KR)              9:53.72   高見澤　安珠(松山大)            　　　 2015

三重国体参加標準記録A                     10:20.00

三重国体参加標準記録B                     10:40.00

タイムレース　　1組

1組
レーン ナンバー 氏名 学年 所属 順位 記録

1 5312 池内　彩乃 イケウチ　アヤノ ﾃﾞﾝｿｰ DNS

2 #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A

6 #N/A #N/A #N/A #N/A

7 #N/A #N/A #N/A #N/A

8 #N/A #N/A #N/A #N/A

一般7



高校一般女子　100mH (0.762/8.5)

県記録(KR)                 　     13.51     熊谷　史子(M&K)                      2010

県高校記録(KH)                 13.88     辻　彩美(桑名)            　　　　　　 2010

タイムレース　　1組

1組 風 +1.8(+1.8)

レーン ナンバー 氏名 学年 所属 順位 記録

4 894 飛岡　愛心 トビオカ　アコ 3 皇學館高 1 16.53

5 958 中野真歩路 ナカノ　マホロ 3 皇學館高 DNS

1 #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A

6 #N/A #N/A #N/A #N/A

7 #N/A #N/A #N/A #N/A

8 #N/A #N/A #N/A #N/A

上位8位

一般8


