
女子　４×４００ｍＲ

7月11日 10:30 予選  
日本　記録 (NR)         3.30.17   日本 (青木・丹野・久保倉・木田)                             2007    7月11日 17:00 決勝  
三重県記録 (KR)         3.48.49   桑名高 (若松・愛敬世・愛敬麻・大月)                         2008        
大会　記録 (GR)         3.53.65   桑名高 (若松・愛敬麻・大月・愛敬世)                         2008(第71回)

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属
1 4 桑名高 3.53.62 GR 1 272 辻 　彩美 (1) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑名高

2 250 大月菜穂子 (3) ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ 桑名高
3 266 寺埜 紗織 (2) ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ 桑名高
4 247 愛敬 麻矢 (3) ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 桑名高

2 6 宇治山田商高 3.59.60 1 869 寺田 菜美 (1) ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 宇治山田商高
2 866 岩井 智香 (1) ｲﾜｲ ﾁｶ 宇治山田商高
3 822 森田菜津紀 (3) ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 宇治山田商高
4 845 松本 芽唯 (2) ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 宇治山田商高

3 5 皇學館大 4.01.61 1 5-2282 小林 由季 (2) ｺﾊﾞﾔｼﾕｷ 皇學館大
2 5-2274 入谷由香里 (4) ｲﾘﾀﾆﾕｶﾘ 皇學館大
3 5-2285 山根 由衣 (2) ﾔﾏﾈﾕｲ 皇學館大
4 5-2276 伊東 知美 (3) ｲﾄｳﾄﾓﾐ 皇學館大

4 9 伊勢高 4.13.48 1 199 中川 綾菜 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 伊勢高
2 213 三浦 琴乃 (2) ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 伊勢高
3 201 山村 真由 (3) ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾕ 伊勢高
4 200 中川こずえ (3) ﾅｶｶﾞﾜ ｺｽﾞｴ 伊勢高

5 3 四日市高 4.15.85 1 933 宮崎 伶菜 (2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市高
2 909 藤見 奈央 (3) ﾌｼﾞﾐ ﾅｵ 四日市高
3 927 阿部 祥子 (2) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市高
4 932 松谷 知紗 (2) ﾏﾂﾀﾆ ﾁｻ 四日市高

6 8 川越高 4.15.95 1 578 竹下 順子 (2) ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ 川越高
2 577 田木亜梨沙 (2) ﾀｷﾞ ｱﾘｻ 川越高
3 575 門脇 可奈 (2) ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾅ 川越高
4 576 草薙 結衣 (2) ｸｻﾅｷﾞ ﾕｲ 川越高

7 2 四日市西高 4.16.24 1 514 山村 咲月 (2) ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 四日市西高
2 511 澤田 華奈 (2) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 四日市西高
3 513 古川 恭子 (2) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ 四日市西高
4 509 長谷川仁美 (2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 四日市西高

8 7 四日市商高 4.20.11 1 5 原 亜紗美 (3) ﾊﾗ ｱｻﾐ 四日市商高
2 33 矢田 晴香 (1) ﾔﾀﾞ ﾊﾙｶ 四日市商高

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

2 33 矢田 晴香 (1) ﾔﾀ  ﾊﾙｶ 四日市商高
3 3 矢田 彩華 (3) ﾔﾀﾞ ｱﾔｶ 四日市商高
4 2 鈴木 　舞 (3) ｽｽﾞｷ ﾏｲ 四日市商高

凡例    GR：大会記録



女子　４×４００ｍＲ

7月11日 10:30 予選  
日本　記録 (NR)         3.30.17   日本 (青木・丹野・久保倉・木田)                             2007    7月11日 17:00 決勝  
三重県記録 (KR)         3.48.49   桑名高 (若松・愛敬世・愛敬麻・大月)                         2008        
大会　記録 (GR)         3.53.65   桑名高 (若松・愛敬麻・大月・愛敬世)                         2008(第71回)

予選  2組3着+2

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 3 皇學館大 4.02.94 Q 1 5-2285 山根　由衣 (2) ﾔﾏﾈﾕｲ 皇學館大
2 5-2274 入谷由香里 (4) ｲﾘﾀﾆﾕｶﾘ 皇學館大
3 5-2282 小林　由季 (2) ｺﾊﾞﾔｼﾕｷ 皇學館大
4 5-2276 伊東　知美 (3) ｲﾄｳﾄﾓﾐ 皇學館大

2 5 宇治山田商高 4.04.84 Q 1 869 寺田　菜美 (1) ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 宇治山田商高
2 866 岩井　智香 (1) ｲﾜｲ ﾁｶ 宇治山田商高
3 837 木下　真里 (2) ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ 宇治山田商高
4 838 木下　美希 (2) ｷﾉｼﾀ ﾐｷ 宇治山田商高

3 6 伊勢高 4.12.45 Q 1 199 中川　綾菜 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 伊勢高
2 213 三浦　琴乃 (2) ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 伊勢高
3 201 山村　真由 (3) ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾕ 伊勢高
4 200 中川こずえ (3) ﾅｶｶﾞﾜ ｺｽﾞｴ 伊勢高

4 4 津高 4.15.95 1 620 武富可南子 (2) ﾀｹﾄﾞﾐ ｶﾅｺ 津高
2 619 杉田　真実 (2) ｽｷﾞﾀ ﾏﾐ 津高
3 621 深田　さほ (2) ﾌｶﾀ ｻﾎ 津高
4 630 石神　晴美 (1) ｲｼｶﾞﾐ ﾊﾙﾐ 津高

5 2 三重高 4.17.76 1 1022 市川　　茜 (2) ｲﾁｶﾜ ｱｶﾈ 三重高
2 1026 中西　　柚 (2) ﾅｶﾆｼ ﾕｽﾞｷ 三重高
3 1029 山本　幸歩 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾎ 三重高
4 1023 稲生　千紘 (2) ｲﾅｵ ﾁﾋﾛ 三重高

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 4 桑名高 3.55.13 Q 1 266 寺埜　紗織 (2) ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ 桑名高
2 250 大月菜穂子 (3) ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ 桑名高
3 272 辻 彩美 (1) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑名高

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

3 272 辻 　彩美 (1) ﾂｼ  ｱﾔﾐ 桑名高
4 247 愛敬　麻矢 (3) ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 桑名高

2 3 四日市商高 4.10.16 Q 1 28 西村　佳奈 (1) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 四日市商高
2 33 矢田　晴香 (1) ﾔﾀﾞ ﾊﾙｶ 四日市商高
3 2 鈴木 　舞 (3) ｽｽﾞｷ ﾏｲ 四日市商高
4 22 小﨑かすみ (2) ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ 四日市商高

3 6 川越高 4.11.70 Q 1 578 竹下 順子 (2) ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ 川越高
2 572 池畑 早紀 (2) ｲｹﾊﾀ ｻﾂｷ 川越高
3 577 田木亜梨沙 (2) ﾀｷﾞ ｱﾘｻ 川越高
4 579 中嶋 美咲 (2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 川越高

4 2 四日市高 4.12.80 q 1 933 宮崎 伶菜 (2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市高
2 909 藤見 奈央 (3) ﾌｼﾞﾐ ﾅｵ 四日市高
3 927 阿部 祥子 (2) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市高
4 932 松谷 知紗 (2) ﾏﾂﾀﾆ ﾁｻ 四日市高

5 5 四日市西高 4.13.66 q 1 513 古川 恭子 (2) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ 四日市西高
2 511 澤田 華奈 (2) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 四日市西高
3 509 長谷川仁美 (2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 四日市西高
4 514 山村 咲月 (2) ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 四日市西高

凡例  


