
女子　４×４００ｍＲ

日本記録 (NR)           3.30.17   日本 (青木・丹野・久保倉・木田)                             2007        
東海記録 (TR)           3.45.68   静岡・浜松西高 (古橋・肥田・中村・飯尾)                     2006        
大会記録 (GR)           3.49.42   愛知・愛知淑徳高 (加藤・東・木村・片山)                     1998        

予選  4組1着+4

1組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q
瑞陵高 3.58.70 桑名高 4.03.90 津高 4.04.00
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶｻﾜ ﾘﾐ ｱｲｷｮｳ ｾﾅ ｻﾅﾀﾞ ｼﾎ
1 666 髙澤　理実 (2) 瑞陵高 1 801 愛敬　世菜 (2) 桑名高 1 834 眞田　詩穂 (2) 津高

ｵｵﾀ ｴﾘ ﾜｶﾏﾂ ｱｲ ﾋﾗﾏﾂ ﾕﾘｶ
2 663 太田  英里 (2) 瑞陵高 2 810 若松　　愛 (2) 桑名高 2 836 平松由梨香 (2) 津高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻ
3 661 渡邉まなみ (2) 瑞陵高 3 805 大月菜穂子 (1) 桑名高 3 839 渡辺　知紗 (2) 津高

ｱﾝﾎﾞ ﾏｲ ｲﾄｳ ﾐｻｷ ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘﾅ
4 662 安保　真衣 (1) 瑞陵高 4 804 伊藤みさき (1) 桑名高 4 837 前田真里奈 (1) 津高

4着 6ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
清水商高 4.11.80 飯田風越高 4.11.98 四日市高 4.16.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱｶﾎﾘ　ｸﾐ ﾊﾗ　ﾏﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
1 48 赤堀　公美 清水商高 1 405 原　　舞美 (2) 飯田風越高 1 818 山田あやか (2) 四日市高

ｽｽﾞｷ　ﾁﾋﾛ ﾐﾔｻﾞﾜ　ｱﾔﾐ ﾌｼﾞﾐ ﾅｵ
2 52 鈴木　千尋 清水商高 2 408 宮澤　彩実 (2) 飯田風越高 2 817 藤見　奈央 (1) 四日市高

ｶﾄｳ　ﾕｳｷ ﾐﾅﾐｼﾏ　ﾐｽﾞｷ ｻｶｷ ﾐｻｷ
3 51 加藤　夕貴 清水商高 3 407 南島　瑞紀 (1) 飯田風越高 3 814 榊　　美咲 (2) 四日市高

ｻｶｲ　ｱﾕﾐ ﾐﾅﾐｼﾏ　ｱﾔﾉ ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾎ
4 49 坂井杏裕美 清水商高 4 406 南島　彩乃 (2) 飯田風越高 4 815 竹内　彩帆 (2) 四日市高

7着 8ﾚｰﾝ
岐阜大 4.25.90
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾞｵ ｻｸﾗ
1 228 長尾　咲良 (1) 岐阜大

ﾜｶﾔﾏ ﾕｳｺ
2 227 若山ゆう子 (2) 岐阜大

ｲｸﾀ ﾐｷ
3 223 生田　美希 (2) 岐阜大

ｶﾜｼﾘ ｻｵﾘ
4 224 川尻紗緒里 (2) 岐阜大

2組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ q 3着 7ﾚｰﾝ
愛知淑徳高 4.04.11 浜松商高 4.05.91 常葉菊川高 4.06.06
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾄﾞｲ ｱｻﾐ ｲｹﾔ　ﾕﾐ ｳｴﾀﾞ　ﾉﾉｶ
1 607 土井　麻実 (3) 愛知淑徳高 1 86 池谷　由美 浜松商高 1 64 植田野々香 常葉菊川高

ﾅﾘﾀ ｻﾁﾖ ｽｽﾞｷ　ｼｵﾘ ﾑﾗﾀ　ﾏｲﾑ
2 608 成田　幸代 (3) 愛知淑徳高 2 87 鈴木　詩織 浜松商高 2 63 村田　舞夢 常葉菊川高

ｶｹﾉ ｻﾄﾐ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｷ ﾔｷﾞﾓﾄ　ｱﾝﾅ
3 606 掛布　里美 (3) 愛知淑徳高 3 88 小林　由季 浜松商高 3 66 八木本杏菜 常葉菊川高

ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｶ ｻﾄｳ　ﾅﾅｺ ｷｼﾊﾀ　ｱﾔｶ
4 609 樋口　光華 (3) 愛知淑徳高 4 85 佐藤那名子 浜松商高 4 67 岸端　彩花 常葉菊川高

4着 6ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
長良高 4.06.72 日大三島高 4.12.35 小諸高 4.14.21
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｲｵ ﾐｶ ｽｽﾞｷ　ｲﾄｲ ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾜｶｺ
1 238 飯尾　弥加 (1) 長良高 1 32 鈴木いとい 日大三島高 1 424 宮沢和香子 (2) 小諸高

ﾊﾔｼ ｶﾅｴ ﾐﾜ　ﾕﾘｺ ｳﾁﾎﾞﾘ　ﾘｮｳｺ
2 312 林　華菜江 (2) 長良高 2 31 三輪由里子 日大三島高 2 419 内堀　綾子 (3) 小諸高

ﾅｶｼﾏ ｱｷ ﾔｽﾏﾙ　ﾄﾓｶ ｶﾜﾓﾄ　ﾁﾋﾛ
3 254 中島　亜季 (1) 長良高 3 35 安丸　知佳 日大三島高 3 421 川元　千紘 (1) 小諸高

ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕﾘｶ ｶｼﾜｷﾞ　ﾘｶ
4 236 澤田　真那 (2) 長良高 4 33 渡邉ゆりか 日大三島高 4 420 柏木　梨香 (2) 小諸高

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第50回東海陸上競技選手権大会兼第92回日本陸上競技選手権大会予選会(07501600)
第24回東海小学生リレー競走大会(07501609)

主催：東海陸上競技協会・中日新聞社
後援：三重県・三重県教育委員会・伊勢市・伊勢市教育委員会
主管：三重陸上競技協会
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日本記録 (NR)           3.30.17   日本 (青木・丹野・久保倉・木田)                             2007        
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予選  4組1着+4

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第50回東海陸上競技選手権大会兼第92回日本陸上競技選手権大会予選会(07501600)
第24回東海小学生リレー競走大会(07501609)

主催：東海陸上競技協会・中日新聞社
後援：三重県・三重県教育委員会・伊勢市・伊勢市教育委員会
主管：三重陸上競技協会

3組
1着 8ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ 3着 2ﾚｰﾝ
トヨタ自動車 4.00.48 津商高 4.07.99 丸子修学館 4.09.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖｼﾑﾗ ﾐﾎ ﾌﾙﾀ ﾓﾓｺ ﾐﾂｲ　ｱｶﾘ
1 708 吉村　美保 トヨタ自動車 1 861 古田　桃子 (2) 津商高 1 455 三井あかり (2) 丸子修学館

ﾓﾘｼﾏ ｶｽﾞﾐ ﾊﾗﾀﾞ ﾁｴ ｺﾐﾔﾏ　ﾕﾐｶ
2 706 森島　一美 トヨタ自動車 2 860 原田　千恵 (3) 津商高 2 456 小宮山由美香 (2) 丸子修学館

ﾊﾔｼ ｶﾖｺ ｸﾛﾀﾞ ﾕｶ ﾀｶﾊｼ　ﾐｷ
3 702 林　加世子 トヨタ自動車 3 848 黒田　有香 (3) 津商高 3 459 高橋　美紀 (3) 丸子修学館

ｵｵﾇﾏ ｲﾌﾞｷ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾎ ﾊｼｲ　ﾁﾋﾛ
4 705 大沼　芽生 トヨタ自動車 4 859 濱口　真帆 (2) 津商高 4 460 橋井　千紘 (2) 丸子修学館

4着 4ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
斐太高 4.14.47 岐阜北高 4.22.31 岐阜高 4.22.62
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾜ ﾋﾛﾖ ﾄﾐｼ ﾏﾘﾅ ｵﾔﾏ ﾕｶﾘ
1 326 三輪　浩世 (2) 斐太高 1 313 冨士雅理菜 (2) 岐阜北高 1 329 雄山由香利 (2) 岐阜高

ｲﾁﾉﾍ ｼｮｳｺ ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ ﾄｷ ﾌﾐｺ
2 327 一戸　頌子 (2) 斐太高 2 239 杉山　　舞 (2) 岐阜北高 2 332 土岐芙美子 (1) 岐阜高

ｵﾉ ｴﾘ ﾖｺｲ ｱｷﾅ ｶﾜｻｷ ﾕﾘｶ
3 323 小野　江理 (2) 斐太高 3 315 横井　明奈 (2) 岐阜北高 3 334 川崎友利花 (1) 岐阜高

ﾜﾀﾞ ﾁﾎ ﾌｼﾞｲ ｻｱﾔ ｳｽｲ ﾘｻ
4 328 和田　知穂 (2) 斐太高 4 314 藤井　沙彩 (2) 岐阜北高 4 330 臼井　里沙 (2) 岐阜高

DNS 6ﾚｰﾝ
至学館高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ q 3着 5ﾚｰﾝ
県岐阜商高 4.00.40 宇治山田商高 4.04.73 一宮西高 4.10.56
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱｻﾉ ｴﾘﾅ ﾉﾀﾞ ｷｴ ｸﾛﾀﾞ ｻｷ
1 308 浅野江梨奈 (2) 県岐阜商高 1 894 野田　貴恵 (2) 宇治山田商高 1 616 黒田　紗希 (2) 一宮西高

ｼﾓﾐﾁ ﾐﾅ ｻｸﾉ ﾅﾂｷ ﾜｶﾔﾏ ｻｷ
2 233 下道　美奈 (2) 県岐阜商高 2 886 作野　捺希 (1) 宇治山田商高 2 619 若山　紗季 (2) 一宮西高

ﾓﾘ ﾐﾕｷ ｾｺ ﾉﾄﾞｶ ｶﾄｳ ｱﾔ
3 311 森　美有記 (1) 県岐阜商高 3 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 3 615 加藤　亜耶 (2) 一宮西高

ｺﾞﾄｳ ｱﾔ ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ ﾊﾁﾔ ｼﾎ
4 309 後藤　　彩 (2) 県岐阜商高 4 898 森田菜津紀 (1) 宇治山田商高 4 614 蜂矢　志穂 (2) 一宮西高

4着 3ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 4ﾚｰﾝ
大垣北高 4.18.63 津東高 4.21.82 稲生高 4.26.21
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾉ ﾕｶﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ ｲﾁﾑﾗ ﾚｲｶ
1 322 中野由加里 (1) 大垣北高 1 844 山本　友未 (2) 津東高 1 826 一村　玲伽 (2) 稲生高

ｻﾌﾞﾘ ｶﾖ ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘ ﾏｽｶﾜ ﾅﾂﾐ
2 320 佐部利佳世 (2) 大垣北高 2 843 山口　恵利 (2) 津東高 2 830 益川　夏実 (1) 稲生高

ﾜﾀﾞ ﾋﾄﾐ ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｷ ﾏﾙﾔ ﾘｮｳ
3 321 和田　　眸 (2) 大垣北高 3 842 森本　実咲 (2) 津東高 3 831 丸谷　　怜 (2) 稲生高

ｲﾄｳ ｱﾔｺ ﾏﾂｵｶ ﾒｸﾞﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ
4 318 伊藤　文子 (2) 大垣北高 4 841 松岡　　恵 (2) 津東高 4 832 渡辺あおい (1) 稲生高

DNS 6ﾚｰﾝ
中京大中京高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例    DNS：欠　　　場 2007/9/9 8:19



女子　４×４００ｍＲ

日本記録 (NR)           3.30.17   日本 (青木・丹野・久保倉・木田)                             2007        
東海記録 (TR)           3.45.68   静岡・浜松西高 (古橋・肥田・中村・飯尾)                     2006        
大会記録 (GR)           3.49.42   愛知・愛知淑徳高 (加藤・東・木村・片山)                     1998        

予選  4組1着+4

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第50回東海陸上競技選手権大会兼第92回日本陸上競技選手権大会予選会(07501600)
第24回東海小学生リレー競走大会(07501609)

主催：東海陸上競技協会・中日新聞社
後援：三重県・三重県教育委員会・伊勢市・伊勢市教育委員会
主管：三重陸上競技協会

決勝

1着 7ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
瑞陵高 3.56.69 トヨタ自動車 3.56.75 県岐阜商高 3.57.62
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶｻﾜ ﾘﾐ 愛知 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾎ 愛知 ﾓﾘ ﾐﾕｷ 岐阜
1 666 髙澤　理実 (2) 瑞陵高 1 708 吉村　美保 トヨタ自動車 1 311 森　美有記 (1) 県岐阜商高

ｵｵﾀ ｴﾘ 愛知 ﾓﾘｼﾏ ｶｽﾞﾐ 愛知 ｼﾓﾐﾁ ﾐﾅ 岐阜
2 663 太田  英里 (2) 瑞陵高 2 706 森島　一美 トヨタ自動車 2 233 下道　美奈 (2) 県岐阜商高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ 愛知 ﾊﾔｼ ｶﾖｺ 愛知 ｸﾏｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 岐阜
3 661 渡邉まなみ (2) 瑞陵高 3 702 林　加世子 トヨタ自動車 3 310 熊澤　知夏 (1) 県岐阜商高

ｱﾝﾎﾞ ﾏｲ 愛知 ｵｵﾇﾏ ｲﾌﾞｷ 愛知 ｱｻﾉ ｴﾘﾅ 岐阜
4 662 安保　真衣 (1) 瑞陵高 4 705 大沼　芽生 トヨタ自動車 4 308 浅野江梨奈 (2) 県岐阜商高

4着 3ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
桑名高 4.05.25 宇治山田商高 4.05.32 浜松商高 4.07.45
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱｲｷｮｳ ｾﾅ 三重 ｻｸﾉ ﾅﾂｷ 三重 ｲｹﾔ　ﾕﾐ 静岡
1 801 愛敬　世菜 (2) 桑名高 1 886 作野　捺希 (1) 宇治山田商高 1 86 池谷　由美 浜松商高

ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ 三重 ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重 ｽｽﾞｷ　ｼｵﾘ 静岡
2 805 大月菜穂子 (1) 桑名高 2 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 2 87 鈴木　詩織 浜松商高

ﾜｶﾏﾂ ｱｲ 三重 ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 三重 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｷ 静岡
3 810 若松　　愛 (2) 桑名高 3 898 森田菜津紀 (1) 宇治山田商高 3 88 小林　由季 浜松商高

ｲﾄｳ ﾐｻｷ 三重 ﾉﾀﾞ ｷｴ 三重 ｻﾄｳ　ﾅﾅｺ 静岡
4 804 伊藤みさき (1) 桑名高 4 894 野田　貴恵 (2) 宇治山田商高 4 85 佐藤那名子 浜松商高

7着 9ﾚｰﾝ 8着 5ﾚｰﾝ
津高 4.07.59 愛知淑徳高 4.11.61
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾅﾀﾞ ｼﾎ 三重 ﾄﾞｲ ｱｻﾐ 愛知
1 834 眞田　詩穂 (2) 津高 1 607 土井　麻実 (3) 愛知淑徳高

ﾋﾗﾏﾂ ﾕﾘｶ 三重 ﾅﾘﾀ ｻﾁﾖ 愛知
2 836 平松由梨香 (2) 津高 2 608 成田　幸代 (3) 愛知淑徳高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻ 三重 ｶｹﾉ ｻﾄﾐ 愛知
3 839 渡辺　知紗 (2) 津高 3 606 掛布　里美 (3) 愛知淑徳高

ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘﾅ 三重 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｶ 愛知
4 837 前田真里奈 (1) 津高 4 609 樋口　光華 (3) 愛知淑徳高
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