
女子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

日本記録(NR)            3:30.17   日本(青木・丹野・久保倉・木田)        2007

県記録(KR)              3:46.32   宇治山田商高(寺田・作野・橋爪・世古)  2009 7月11日 09:30 予選

大会記録(GR)            3:53.62   桑名高(辻・大月・寺埜・愛敬)          2009(第72回) 7月11日 17:15 決勝

予選 2組3着＋2

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

1 3 宇治山田商高 4:07.63 Q 1 870 角谷　侑香 (1) ｶﾄﾞﾔ ﾕｳｶ 宇治山田商高

2 869 伊藤　友里 (1) ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 宇治山田商高

3 880 羽根　翔子 (1) ﾊﾈ ｼｮｳｺ 宇治山田商高

4 822 松本　芽唯 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 宇治山田商高

2 6 四日市西高 4:10.35 Q 1 1348 澤田　華奈 (3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 四日市西高

2 1350 古川　恭子 (3) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ 四日市西高

3 1346 長谷川仁美 (3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 四日市西高

4 1351 山村　咲月 (3) ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 四日市西高

3 5 四日市商高 4:10.38 Q 1 15 桂山　柚花 (2) ｶﾂﾗﾔﾏ ﾕｳｶ 四日市商高

2 26 南部　友花 (1) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｶ 四日市商高

3 14 西村　佳奈 (2) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 四日市商高

4 3 佐久間仁美 (3) ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ 四日市商高

4 1 四日市四郷高 4:13.63 q 1 1277 水谷　智美 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾐ 四日市四郷高

2 1278 河合　　渚 (2) ｶﾜｲ ﾅｷﾞｻ 四日市四郷高

3 1279 服部　貴子 (2) ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｺ 四日市四郷高

4 1287 安井　典子 (1) ﾔｽｲ ﾉﾘｺ 四日市四郷高

5 8 津商高 4:15.48 q 1 1049 青木　琴美 (3) ｱｵｷ ｺﾄﾐ 津商高

2 1075 家城　里奈 (2) ｲｴｷ ﾘﾅ 津商高

3 1055 鈴木　希望 (3) ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 津商高

4 1083 樋口　里紗 (2) ﾋｸﾞﾁ ﾘｻ 津商高

6 4 皇學館高 4:15.84 1 1840 小山　綾香 (1) ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 皇學館高

2 1843 東海　里香 (1) ﾄｳｶｲ ﾘｶ 皇學館高

3 588 宇佐美澄子 (2) ｳｻﾐ ｽﾐｺ 皇學館高

4 589 大谷奈都希 (2) ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 皇學館高

7 7 桑名西高 4:21.71 1 1607 近藤玲央奈 (2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｵﾅ 桑名西高

2 1606 呑名　綾美 (2) ｴﾋﾞﾅ ｱﾔﾐ 桑名西高

3 1608 森川　まい (2) ﾓﾘｶﾜ ﾏｲ 桑名西高

4 1605 牧野　　遥 (2) ﾏｷﾉ ﾊﾙｶ 桑名西高

8 2 川越高 4:26.07 1 974 岡村　祐歩 (2) ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾎ 川越高

2 976 松井　志帆 (2) ﾏﾂｲ ｼﾎ 川越高

3 985 水野　沙彩 (1) ﾐｽﾞﾉ ｻｱﾔ 川越高

4 987 清水　理絵 (1) ｼﾐｽﾞ ﾘｴ 川越高

9 9 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 4:35.72 1 177 岩間　恵莉 (1) ｲﾜﾏ ｴﾘ セントヨゼフ高

2 173 川嶋　里香 (2) ｶﾜｼﾏ ﾘｶ セントヨゼフ高

3 171 仁木のどか (2) ﾆｷ ﾉﾄﾞｶ セントヨゼフ高

4 172 西村　優衣 (2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｲ セントヨゼフ高

凡例  DNS:欠場
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2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 3 伊勢高 4:06.47 Q 1 1159 伊藤　祥子 (3) ｲﾄｳ ｻﾁｺ 伊勢高

2 1161 三浦　琴乃 (3) ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 伊勢高

3 1160 中嶋　花奈 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ 伊勢高

4 1176 出口和佳奈 (2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 伊勢高

2 4 四日市高 4:08.13 Q 1 911 阿部　祥子 (3) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市高

2 935 川島　和子 (2) ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ 四日市高

3 936 宇尾野瑞希 (2) ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ 四日市高

4 917 宮崎　伶菜 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市高

3 6 桑名高 4:11.74 Q 1 517 水谷百合香 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾘｶ 桑名高

2 512 石川　可奈 (3) ｲｼｶﾜ ｶﾅ 桑名高

3 549 堀　　琴美 (1) ﾎﾘ ｺﾄﾐ 桑名高

4 516 辻　　彩美 (2) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑名高

4 7 伊勢学園高 4:16.11 1 1450 池田　有華 (3) ｲｹﾀﾞ ﾕｶ 伊勢学園高

2 1483 山本　綺美 (1) ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ 伊勢学園高

3 1465 中村　美穂 (2) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 伊勢学園高

4 1452 北村　瑞希 (3) ｷﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 伊勢学園高

5 9 高田 4:22.66 1 1637 池田　円香 (2) ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 高田高

2 1628 平松　千依 (3) ﾋﾗﾏﾂ ﾁｴ 高田高

3 1648 谷川　円香 (1) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ 高田高

4 1623 黒宮　　渚 (3) ｸﾛﾐﾔ ﾅｷﾞｻ 高田高

6 1 三重高 4:35.82 1 269 野谷　公美 (1) ﾉﾀﾆ ｸﾐ 三重高

2 268 大西　夕湖 (1) ｵｵﾆｼ ﾕｳｺ 三重高

3 271 柳瀬　紘子 (1) ﾔﾅｾ ﾋﾛｺ 三重高

4 270 濱口絵梨奈 (1) ﾊﾏｸﾞﾁ ｴﾘﾅ 三重高
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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(学年) カナ名 所属

1 5 宇治山田商高 3:59.97 1 869 伊藤　友里 (1) ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 宇治山田商高

2 822 松本　芽唯 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 宇治山田商高

3 841 石原　瑞穂 (2) ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 宇治山田商高

4 848 橋爪　咲奈 (2) ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ 宇治山田商高

2 9 四日市商高 4:07.37 1 3 佐久間仁美 (3) ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ 四日市商高

2 10 小﨑かすみ (3) ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ 四日市商高

3 14 西村　佳奈 (2) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 四日市商高

4 5 中山　綾香 (3) ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｶ 四日市商高

3 6 伊勢高 4:13.50 1 1159 伊藤　祥子 (3) ｲﾄｳ ｻﾁｺ 伊勢高

2 1161 三浦　琴乃 (3) ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 伊勢高

3 1160 中嶋　花奈 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ 伊勢高

4 1176 出口和佳奈 (2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 伊勢高

4 8 桑名高 4:14.30 1 517 水谷百合香 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾘｶ 桑名高

2 512 石川　可奈 (3) ｲｼｶﾜ ｶﾅ 桑名高

3 549 堀　　琴美 (1) ﾎﾘ ｺﾄﾐ 桑名高

4 516 辻　　彩美 (2) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑名高

5 4 四日市西高 4:17.55 1 1348 澤田　華奈 (3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 四日市西高

2 1350 古川　恭子 (3) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ 四日市西高

3 1351 山村　咲月 (3) ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 四日市西高

4 1346 長谷川仁美 (3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 四日市西高

6 7 四日市高 4:17.63 1 911 阿部　祥子 (3) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市高

2 935 川島　和子 (2) ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ 四日市高

3 936 宇尾野瑞希 (2) ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ 四日市高

4 917 宮崎　伶菜 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市高

7 3 津商高 4:22.05 1 1049 青木　琴美 (3) ｱｵｷ ｺﾄﾐ 津商高

2 1075 家城　里奈 (2) ｲｴｷ ﾘﾅ 津商高

3 1055 鈴木　希望 (3) ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 津商高

4 1083 樋口　里紗 (2) ﾋｸﾞﾁ ﾘｻ 津商高

8 2 四日市四郷高 4:24.23 1 1277 水谷　智美 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾐ 四日市四郷高

2 1278 河合　　渚 (2) ｶﾜｲ ﾅｷﾞｻ 四日市四郷高

3 1279 服部　貴子 (2) ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｺ 四日市四郷高

4 1287 安井　典子 (1) ﾔｽｲ ﾉﾘｺ 四日市四郷高
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