
女子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

日本記録(NR)            43.58     日本(北風・福島・渡辺・高橋)          2009

県記録(KR)              46.02     宇治山田商高(木下・橋爪・作野・世古)  2009 7月10日 10:30 予選

大会記録(GR)            47.54     宇治山田商高(作野・竹内・堤・世古)    2007(第70回) 7月10日 17:20 決勝

予選 4組1着＋4

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 4 宇治山田商高-B 48.79 Q 1 842 岩井　智香 (2) ｲﾜｲ ﾁｶ 宇治山田商高

2 848 橋爪　咲奈 (2) ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ 宇治山田商高

3 847 西田　裕美 (2) ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 宇治山田商高

4 825 山本まどか (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 宇治山田商高

2 6 皇學館高 49.62 q 1 589 大谷奈都希 (2) ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 皇學館高

2 588 宇佐美澄子 (2) ｳｻﾐ ｽﾐｺ 皇學館高

3 1840 小山　綾香 (1) ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 皇學館高

4 1843 東海　里香 (1) ﾄｳｶｲ ﾘｶ 皇學館高

3 7 四日市高 49.71 1 917 宮崎　伶菜 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市高

2 936 宇尾野瑞希 (2) ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ 四日市高

3 911 阿部　祥子 (3) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市高

4 935 川島　和子 (2) ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ 四日市高

4 8 伊勢高 51.65 1 1159 伊藤　祥子 (3) ｲﾄｳ ｻﾁｺ 伊勢高

2 1160 中嶋　花奈 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ 伊勢高

3 1175 角前　温子 (2) ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ 伊勢高

4 1191 山本　佳奈 (1) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 伊勢高

5 9 上野高 52.56 1 760 山崎　和香 (2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ 上野高

2 763 日根野愛海 (2) ﾋﾈﾉ ｱｲﾐ 上野高

3 766 及川　千子 (1) ｵｲｶﾜ ﾁｺ 上野高

4 777 松岡　夏実 (1) ﾏﾂｵｶ ﾅﾂﾐ 上野高

6 3 いなべ総合高 52.61 1 201 中村　彩希 (2) ﾅｶﾑﾗ ｻｷ いなべ総合高

2 1912 山本　夏未 (1) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ いなべ総合高

3 1907 佐野まりあ (1) ｻﾉ ﾏﾘｱ いなべ総合高

4 1906 仮屋　美佑 (1) ｶﾘﾔ ﾐﾕ いなべ総合高

7 5 高田 53.16 1 1936 堀　　純伶 (1) ﾎﾘ ｽﾐﾚ 高田高

2 1628 平松　千依 (3) ﾋﾗﾏﾂ ﾁｴ 高田高

3 1637 池田　円香 (2) ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 高田高

4 1648 谷川　円香 (1) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ 高田高

凡例  DNS:欠場



女子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

日本記録(NR)            43.58     日本(北風・福島・渡辺・高橋)          2009

県記録(KR)              46.02     宇治山田商高(木下・橋爪・作野・世古)  2009 7月10日 10:30 予選
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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 4 四日市商高-A 48.33 Q 1 22 松浦　史奈 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾅ 四日市商高

2 12 伊藤　瑞希 (2) ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 四日市商高

3 10 小﨑かすみ (3) ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ 四日市商高

4 4 北川　里奈 (3) ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ 四日市商高

2 7 宇治山田商高-A 49.44 q 1 850 薮木　彩乃 (2) ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ 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

4 882 森本　真由 (1) ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ 宇治山田商高

3 6 久居高 51.32 1 1312 東　美友子 (2) ﾋｶﾞｼ ﾐﾕｺ 久居高

2 1304 安藤　紗英 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｻｴ 久居高

3 1305 井口　稚菜 (3) ｲｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 久居高

4 1307 杉山　祐子 (3) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｺ 久居高

4 5 四日市西高 51.37 1 1351 山村　咲月 (3) ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 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 1348 澤田　華奈 (3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 四日市西高

4 1369 林　絵美里 (1) ﾊﾔｼ ｴﾐﾘ 四日市西高

5 9 神戸高 52.83 1 1149 松宮　　遥 (1) ﾏﾂﾐﾔ ﾊﾙｶ 神戸高

2 1145 下井　美咲 (1) ｼﾓｲ ﾐｻｷ 神戸高

3 1124 西村　祐香 (2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ 神戸高

4 1122 寺前　由紀 (2) ﾃﾗﾏｴ ﾕｷ 神戸高

6 3 稲生高 53.36 1 448 新宅　恭子 (2) ｼﾝﾀｸ ｷｮｳｺ 稲生高

2 447 大西　杏奈 (2) ｵｵﾆｼ ｱﾝﾅ 稲生高

3 472 野田友理香 (1) ﾉﾀﾞ ﾕﾘｶ 稲生高

4 450 早坂奈津紀 (2) ﾊﾔｻｶ ﾅﾂｷ 稲生高

7 8 津東高 54.27 1 1266 真瀬　夏実 (1) ﾏｾ ﾅﾂﾐ 津東高

2 1247 松田　明里 (2) ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 津東高

3 1265 竹村　若奈 (1) ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ 津東高

4 1246 大石　　岬 (2) ｵｵｲｼ ﾐｻｷ 津東高
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女子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

日本記録(NR)            43.58     日本(北風・福島・渡辺・高橋)          2009

県記録(KR)              46.02     宇治山田商高(木下・橋爪・作野・世古)  2009 7月10日 10:30 予選

大会記録(GR)            47.54     宇治山田商高(作野・竹内・堤・世古)    2007(第70回) 7月10日 17:20 決勝

3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 5 宇治山田商高-C 49.04 Q 1 876 辻　保奈美 (1) ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ 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

3 871 金澤　　凪 (1) ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞ 宇治山田商高

4 880 羽根　翔子 (1) ﾊﾈ ｼｮｳｺ 宇治山田商高

2 7 桑名高 49.20 q 1 518 蛭川あかね (2) ﾋﾙｶﾜ ｱｶﾈ 桑名高

2 516 辻　　彩美 (2) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑名高

3 549 堀　　琴美 (1) ﾎﾘ ｺﾄﾐ 桑名高

4 512 石川　可奈 (3) ｲｼｶﾜ ｶﾅ 桑名高

3 4 ASSA-TC 50.40 1 4689 堤　　真千 ﾂﾂﾐ ﾏﾁ ASSA-TC

2 4690 中村　佳奈 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ ASSA-TC

3 4687 塚原　菜絵 ﾂｶﾊﾗ ﾅｴ ASSA-TC

4 4692 中村　花子 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ ASSA-TC

4 6 四日市商高-B 51.24 1 24 坂森　彩音 (1) ｻｶﾓﾘ ｱﾔﾈ 四日市商高

2 16 吉田　香織 (1) ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 四日市商高

3 21 藤原恵里佳 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾘｶ 四日市商高

4 9 水谷　春奈 (3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 四日市商高

5 2 宇治山田高 53.34 1 1779 島田　茉歩 (1) ｼﾏﾀﾞ ﾏﾎ 宇治山田高

2 373 中川　風香 (2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳｶ 宇治山田高

3 372 中川　朱理 (2) ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ 宇治山田高

4 374 藤井　　梓 (2) ﾌｼﾞｲ ｱｽﾞｻ 宇治山田高

6 3 名張桔梗丘 53.69 1 685 坂　唯女乃 (1) ｻｶ ﾕﾒﾉ 名張桔梗丘高

2 680 中田　侑里 (2) ﾅｶﾀ ﾕｳﾘ 名張桔梗丘高

3 687 鈴木可奈子 (1) ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 名張桔梗丘高

4 689 池住　瑞紀 (1) ｲｹｽﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 名張桔梗丘高

7 9 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 54.55 1 177 岩間　恵莉 (1) ｲﾜﾏ ｴﾘ セントヨゼフ高

2 172 西村　優衣 (2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｲ セントヨゼフ高

3 173 川嶋　里香 (2) ｶﾜｼﾏ ﾘｶ セントヨゼフ高

4 170 稲垣　亜唯 (2) ｲﾅｶﾞｷ ｱｲ セントヨゼフ高

8 8 亀山高 54.72 1 1510 伊藤　京子 (2) ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 亀山高

2 1511 森川加央里 (2) ﾓﾘｶﾜ ｶｵﾘ 亀山高

3 1512 杉江　杏実 (2) ｽｷﾞｴ ｷｮｳﾐ 亀山高

4 1509 丸山　真依 (2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｲ 亀山高
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女子4×100mＲ
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4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 4 皇學館大 49.01 Q 1 5-2271 堤　　扶子 (3) ﾂﾂﾐ ﾓﾄｺ 皇學館大

2 5-2268 入山　怜紗 (3) ｲﾘﾔﾏ ﾚｲｻ 皇學館大

3 5-2270 小林　由季 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 皇學館大

4 5-2266 伊東　知美 (4) ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 皇學館大

2 5 津商高 49.67 q 1 1064 森本　茉央 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾏｵ 津商高

2 1052 川本　詩乃 (3) ｶﾜﾓﾄ ｼﾉ 津商高

3 1050 浅生　愛弓 (3) ｱｻｵ ﾏﾅﾐ 津商高

4 1059 中島　朱理 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 津商高

3 7 宇治山田商高-D 50.58 1 874 阪　由紀子 (1) ｻｶ ﾕｷｺ 宇治山田商高

2 872 亀井　衿香 (1) ｶﾒｲ ｴﾘｶ 宇治山田商高

3 870 角谷　侑香 (1) ｶﾄﾞﾔ ﾕｳｶ 宇治山田商高

4 875 竹内えりか (1) ﾀｹｳﾁ ｴﾘｶ 宇治山田商高

4 3 尾鷲 52.73 1 730 寺浦　成美 (1) ﾃﾗｳﾗ ﾅﾙﾐ 尾鷲高

2 729 福田　　萌 (2) ﾌｸﾀﾞ ﾓｴ 尾鷲高

3 724 福山　　歩 (3) ﾌｸﾔﾏ ｱﾕﾐ 尾鷲高

4 725 尾﨑未弥妃 (3) ｵｻﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ 尾鷲高

5 9 松阪商高 52.93 1 995 中嶋　恵利 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾘ 松阪商高

2 999 田村はるか (2) ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 松阪商高

3 992 一色　杏奈 (3) ｲｯｼｷ ｱﾝﾅ 松阪商高

4 994 中川由梨奈 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘﾅ 松阪商高

6 8 津西高 54.53 1 1560 岡副　　楓 (2) ｵｶｿﾞｴ ｶｴﾃﾞ 津西高

2 1561 鈴木茉央里 (2) ｽｽﾞｷ ﾏｵﾘ 津西高

3 1562 山中今日子 (2) ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｺ 津西高

4 1559 川口奈津季 (2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 津西高

7 2 伊賀白鳳高 54.87 1 340 森田　夏実 (2) ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ 伊賀白鳳高

2 348 長岡　美帆 (1) ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾎ 伊賀白鳳高

3 345 藤林亜紗美 (1) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｱｻﾐ 伊賀白鳳高

4 342 岡嶋　祐子 (2) ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｺ 伊賀白鳳高
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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(学年) カナ名 所属

1 5 四日市商高-A 47.69 1 22 松浦　史奈 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾅ 四日市商高

2 12 伊藤　瑞希 (2) ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 四日市商高

3 10 小﨑かすみ (3) ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ 四日市商高

4 4 北川　里奈 (3) ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ 四日市商高

2 6 宇治山田商高-B 48.53 1 842 岩井　智香 (2) ｲﾜｲ ﾁｶ 宇治山田商高

2 848 橋爪　咲奈 (2) ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ 宇治山田商高

3 847 西田　裕美 (2) ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 宇治山田商高

4 825 山本まどか (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 宇治山田商高

3 9 桑名高 48.88 1 518 蛭川あかね (2) ﾋﾙｶﾜ ｱｶﾈ 桑名高

2 516 辻　　彩美 (2) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑名高

3 549 堀　　琴美 (1) ﾎﾘ ｺﾄﾐ 桑名高

4 512 石川　可奈 (3) ｲｼｶﾜ ｶﾅ 桑名高

4 4 皇學館大 48.98 1 5-2271 堤　　扶子 (3) ﾂﾂﾐ ﾓﾄｺ 皇學館大

2 5-2268 入山　怜紗 (3) ｲﾘﾔﾏ ﾚｲｻ 皇學館大

3 5-2270 小林　由季 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 皇學館大

4 5-2266 伊東　知美 (4) ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 皇學館大

5 7 宇治山田商高-C 49.08 1 876 辻　保奈美 (1) ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ 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

3 871 金澤　　凪 (1) ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞ 宇治山田商高

4 880 羽根　翔子 (1) ﾊﾈ ｼｮｳｺ 宇治山田商高

6 2 津商高 49.95 1 1064 森本　茉央 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾏｵ 津商高

2 1052 川本　詩乃 (3) ｶﾜﾓﾄ ｼﾉ 津商高

3 1050 浅生　愛弓 (3) ｱｻｵ ﾏﾅﾐ 津商高

4 1059 中島　朱理 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 津商高

7 3 皇學館高 50.03 1 589 大谷奈都希 (2) ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 皇學館高

2 588 宇佐美澄子 (2) ｳｻﾐ ｽﾐｺ 皇學館高

3 1840 小山　綾香 (1) ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 皇學館高

4 1843 東海　里香 (1) ﾄｳｶｲ ﾘｶ 皇學館高

8 8 宇治山田商高-A 50.35 1 850 薮木　彩乃 (2) ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ 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

4 882 森本　真由 (1) ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ 宇治山田商高

凡例  DNS:欠場


