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7月12日 09:50 予選  
日本　記録 (NR)         43.67     日本 (石田・信岡・福島・高橋)                               2008    7月12日 17:40 決勝  
三重県記録 (KR)         46.52     三重県 (入山・筒井・中村・水谷)                             2005        
大会　記録 (GR)         47.54     宇治山田商高 (作野・竹内・堤・世古)                         2007(第70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 5 桑名高 47.99 1 266 寺埜 紗織 (2) ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ 桑名高

2 247 愛敬 麻矢 (3) ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 桑名高
3 250 大月菜穂子 (3) ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ 桑名高
4 272 辻 　彩美 (1) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑名高

2 4 四日市商高－Ａ 48.16 1 21 北川 里奈 (2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ 四日市商高
2 1 樫野 有美 (3) ｶｼﾉ ﾕﾐ 四日市商高
3 17 佐久間仁美 (2) ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ 四日市商高
4 26 伊藤 瑞希 (1) ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 四日市商高

3 6 皇學館大 48.81 1 5-2284 堤 　扶子 (2) ﾂﾂﾐﾓﾄｺ 皇學館大
2 5-2278 入山 怜紗 (2) ｲﾘﾔﾏﾚｲｻ 皇學館大
3 5-2282 小林 由季 (2) ｺﾊﾞﾔｼﾕｷ 皇學館大
4 5-2286 山本奈津美 (2) ﾔﾏﾓﾄﾅﾂﾐ 皇學館大

4 9 宇治山田商高－Ｂ 49.01 1 865 石原 瑞穂 (1) ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 宇治山田商高
2 866 岩井 智香 (1) ｲﾜｲ ﾁｶ 宇治山田商高
3 871 西田 裕美 (1) ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 宇治山田商高
4 869 寺田 菜美 (1) ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 宇治山田商高

5 2 ASSA-TC 49.43 1 4592 堤 　真千 ﾂﾂﾐ ﾏﾁ ASSA-TC
2 4593 中村 佳奈 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ ASSA-TC
3 4590 塚原 菜絵 ﾂｶﾊﾗ ﾅｴ ASSA-TC
4 4595 中村 花子 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ ASSA-TC

6 7 四日市商高－Ｂ 50.10 1 18 鴨田 　心 (2) ｶﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 四日市商高
2 22 小﨑かすみ (2) ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ 四日市商高
3 28 西村 佳奈 (1) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 四日市商高
4 19 中山 綾香 (2) ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｶ 四日市商高

7 3 四日市高 50.72 1 955 宇尾野瑞希 (1) ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ 四日市高
2 927 阿部 祥子 (2) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市高
3 933 宮崎 伶菜 (2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市高
4 952 川島 和子 (1) ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ 四日市高

8 8 皇學館高－Ａ 51.41 1 1799 宇佐美澄子 (1) ｳｻﾐ ｽﾐｺ 皇學館高
2 50 上村 唯 (3) ｳｴﾑﾗ ﾕｲ 皇學館高

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

2 50 上村 　唯 (3) ｳｴﾑﾗ ﾕｲ 皇學館高
3 52 中村 志穂 (3) ﾅｶﾑﾗ ｼﾎ 皇學館高
4 1883 大谷奈都希 (1) ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 皇學館高

凡例  
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予選  4組1着+4

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 5 桑名高 48.64 Q 1 266 寺埜　紗織 (2) ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ 桑名高
2 247 愛敬　麻矢 (3) ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 桑名高
3 250 大月菜穂子 (3) ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ 桑名高
4 272 辻　　彩美 (1) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑名高

2 6 津商高 51.40 1 110 森本　茉央 (2) ﾓﾘﾓﾄ ﾏｵ 津商高
2 87 神成　理世 (3) ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘｾ 津商高
3 96 浅生　愛弓 (2) ｱｻｵ ﾏﾅﾐ 津商高
4 105 中島　朱理 (2) ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 津商高

3 4 久居高 51.58 1 886 安藤　紗英 (2) ｱﾝﾄﾞｳ ｻｴ 久居高
2 881 小室三奈美 (3) ｺﾑﾛ ﾐﾅﾐ 久居高
3 887 井口　稚菜 (2) ｲｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 久居高
4 882 近藤　恵美 (3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 久居高

4 3 皇學館高－Ｂ 52.14 1 69 森　　望美 (2) ﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ 皇學館高
2 1808 宮本　愛美 (1) ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅﾐ 皇學館高
3 1803 髙松　麻妃 (1) ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ 皇學館高
4 70 山添　莉子 (2) ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｺ 皇學館高

5 7 伊勢高－Ａ 52.26 1 198 奥村　麻央 (3) ｵｸﾑﾗ ﾏｵ 伊勢高
2 199 中川　綾菜 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 伊勢高
3 201 山村　真由 (3) ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾕ 伊勢高
4 212 中嶋　花奈 (2) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ 伊勢高

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 7 四日市商高－Ｂ 50.72 Q 1 18 鴨田　　心 (2) ｶﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 四日市商高
2 22 小﨑かすみ (2) ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ 四日市商高
3 28 西村 佳奈 (1) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 四日市商高

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

3 28 西村 佳奈 (1) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 四日市商高
4 19 中山　綾香 (2) ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｶ 四日市商高

2 4 津高 51.56 1 621 深田　さほ (2) ﾌｶﾀ ｻﾎ 津高
2 619 杉田　真実 (2) ｽｷﾞﾀ ﾏﾐ 津高
3 620 武富可南子 (2) ﾀｹﾄﾞﾐ ｶﾅｺ 津高
4 630 石神　晴美 (1) ｲｼｶﾞﾐ ﾊﾙﾐ 津高

3 6 三重大医陸 52.35 1 4244 大西　　綾 (3) ｵｵﾆｼｱﾔ 三重大医
2 4245 大畑　春奈 (3) ｵｵﾊﾀﾊﾙﾅ 三重大医
3 4250 渦元 杏奈 (2) ｳｽﾞﾓﾄｱﾝﾅ 三重大医
4 4246 中根早有生 (3) ﾅｶﾈｻﾕﾐ 三重大医

4 8 伊勢高－Ｂ 52.78 1 211 伊藤 祥子 (2) ｲﾄｳ ｻﾁｺ 伊勢高
2 225 角前 温子 (1) ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ 伊勢高
3 200 中川こずえ (3) ﾅｶｶﾞﾜ ｺｽﾞｴ 伊勢高
4 226 下村真有子 (1) ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ 伊勢高

5 9 四日市南高 54.67 1 1493 山田 実央 (2) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ 四日市南高
2 1486 浅井 真美 (2) ｱｻｲ ﾏﾐ 四日市南高
3 1510 田中 　愛 (1) ﾀﾅｶ ｱｲ 四日市南高
4 1488 伊藤 清香 (2) ｲﾄｳ ｻﾔｶ 四日市南高

3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 5 四日市商高－Ａ 48.49 Q 1 21 北川 里奈 (2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ 四日市商高

2 1 樫野　有美 (3) ｶｼﾉ ﾕﾐ 四日市商高

3 17 佐久間仁美 (2) ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ 四日市商高
4 26 伊藤 瑞希 (1) ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 四日市商高

2 6 宇治山田商高－Ｂ 49.46 q 1 865 石原 瑞穂 (1) ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 宇治山田商高
2 866 岩井 智香 (1) ｲﾜｲ ﾁｶ 宇治山田商高
3 871 西田 裕美 (1) ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 宇治山田商高
4 869 寺田 菜美 (1) ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 宇治山田商高

3 7 ASSA-TC 50.48 q 1 4592 堤 　真千 ﾂﾂﾐ ﾏﾁ ASSA-TC
2 4593 中村 佳奈 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ ASSA-TC
3 4595 中村 花子 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ ASSA-TC
4 4600 山本ひかる ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ ASSA-TC

4 2 四日市高 50.75 q 1 955 宇尾野瑞希 (1) ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ 四日市高
2 927 阿部 祥子 (2) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市高
3 933 宮崎 伶菜 (2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市高
4 952 川島 和子 (1) ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ 四日市高

5 9 鈴鹿高専 51.77 1 4306 増田 智香 (2) ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｶ 鈴鹿高専
2 4693 杉本 雅子 (1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｺ 鈴鹿高専
3 5-2308 堀田 真衣 (4) ﾎｯﾀ ﾏｲ 鈴鹿高専
4 5-2307 杉本あかり (4) ｽｷﾞﾓﾄ ｱｶﾘ 鈴鹿高専

凡例    DSQ：失格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  DNS：欠場
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審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

4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 6 皇學館大 49.21 Q 1 5-2284 堤 　扶子 (2) ﾂﾂﾐﾓﾄｺ 皇學館大

2 5-2278 入山　怜紗 (2) ｲﾘﾔﾏﾚｲｻ 皇學館大

3 5-2282 小林 由季 (2) ｺﾊﾞﾔｼﾕｷ 皇學館大
4 5-2286 山本奈津美 (2) ﾔﾏﾓﾄﾅﾂﾐ 皇學館大

2 5 皇學館高－Ａ 49.58 q 1 1799 宇佐美澄子 (1) ｳｻﾐ ｽﾐｺ 皇學館高
2 50 上村 　唯 (3) ｳｴﾑﾗ ﾕｲ 皇學館高
3 52 中村 志穂 (3) ﾅｶﾑﾗ ｼﾎ 皇學館高
4 51 東海 由佳 (3) ﾄｳｶｲ ﾕｶ 皇學館高

3 4 稲生高 51.39 1 437 早坂奈津紀 (1) ﾊﾔｻｶ ﾅﾂｷ 稲生高
2 381 平子 良枝 (3) ﾋﾗｺ ﾖｼｴ 稲生高
3 382 益川 夏実 (3) ﾏｽｶﾜ ﾅﾂﾐ 稲生高
4 380 加藤 里奈 (3) ｶﾄｳ ﾘﾅ 稲生高

4 7 川越高 51.84 1 575 門脇 可奈 (2) ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾅ 川越高
2 578 竹下 順子 (2) ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ 川越高
3 572 池畑 早紀 (2) ｲｹﾊﾀ ｻﾂｷ 川越高
4 579 中嶋 美咲 (2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 川越高

5 8 津東高 53.27 1 1090 山崎 　南 (2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 津東高
2 1104 松田 明里 (1) ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 津東高
3 1102 大石 　岬 (1) ｵｵｲｼ ﾐｻｷ 津東高
4 1089 出口ほのか (2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 津東高

凡例    DSQ：失格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  DNS：欠場


