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審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

日本記録(NR)            3:28.91   日本(青山・市川・千葉・青木)          2015
県記録(KR)              3:46.32   宇治山田商高(寺田・作野・橋爪・世古)  2009 7月8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8日 17:15 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 四日市商高 21 赤嶺麗央奈(1) ｱｶﾐﾈ ﾚｵﾅ 4:06.68 1 8 宇治山田商高-B 837 米奥　怜実(3) ﾖﾈｵｸ ﾚﾐ 4:10.43

36 佐藤なつみ(1) ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ Q 836 森本　奈那(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅ Q
4 三杉　七美(3) ﾐｽｷﾞ ﾅﾅﾐ 825 片山　和奈(3) ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾅ
5 柴原　茜音(3) ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｶﾈ 826 井上　真緒(3) ｲﾉｳｴ ﾏｵ

2 7 皇學館大 6361 渡邊　明花(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 4:06.86 2 5 いなべ総合高 556 林　茉日瑠(3) ﾊﾔｼ ﾏﾋﾙ 4:14.40

6360 松坂　果歩(1) ﾏﾂｻｶ ｶﾎ Q 572 金森　末帆(2) ｶﾅﾓﾘ ﾏﾎ Q
6318 古市穂乃佳(2) ﾌﾙｲﾁ ﾎﾉｶ 554 田邉　蓮華(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝｶ
6317 服部　愛美(2) ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅﾐ 574 林　　宏香(2) ﾊﾔｼ ﾋﾛｶ

3 6 宇治山田商高-A 850 岡村　万琳(2) ｵｶﾑﾗ ﾏﾘﾝ 4:07.00 3 4 鈴鹿高 2007 浅野とこは(2) ｱｻﾉ ﾄｺﾊ 4:14.83

854 辻　　歩理(2) ﾂｼﾞ ｱﾕﾘ Q 2010 山中　　瞳(2) ﾔﾏﾅｶ ﾋﾄﾐ Q
848 新井　鈴愛(2) ｱﾗｲ ﾚｲｱ 2008 谷中　　鈴(2) ﾀﾆﾅｶ ｽｽﾞ
871 倉野　加奈(1) ｸﾗﾉ ｶﾅ 2009 平岡　萌夏(2) ﾋﾗｵｶ ﾓｴｶ

4 4 津商高-A 1278 安保奈々子(3) ｱﾎﾞ ﾅﾅｺ 4:10.70 4 2 津商高-B 1303 山内　美優(1) ﾔﾏｳﾁ ﾐﾕ 4:17.20

1281 太田　瑛美(3) ｵｵﾀ ｴﾐ q 1305 望月　美玖(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ q
1279 三田　明音(3) ｻﾝﾀﾞ ｱｶﾈ 1309 野村　果鈴(1) ﾉﾑﾗ ｶﾘﾝ
1295 稲田　　想(2) ｲﾅﾀﾞ ｺｺﾛ 1308 野村　玲奈(1) ﾉﾑﾗ ﾚﾅ

5 3 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 1081 有冨　貴麗(1) ｱﾘﾄﾐ ｷﾗﾗ 4:19.82 5 7 松阪商高 407 三ッ岩こころ(2) ﾐﾂｲﾜ ｺｺﾛ 4:22.04

1077 飯田　英恵(2) ｲｲﾀﾞ ﾊﾅｴ 399 山野　綾香(3) ﾔﾏﾉ ｱﾔｶ
1079 角谷　姫佳(2) ｶﾄﾞﾔ ﾋﾒｶ 411 出口　紗名(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ｽｽﾞﾅ
1078 植松　百音(2) ｳｴﾏﾂ ﾓﾈ 398 山口　夢乃(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒﾉ

6 8 伊勢高 1226 松永　紗季(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｻｷ 4:20.47 6 9 桑名西高 204 中西菜々子(3) ﾅｶﾆｼ ﾅﾅｺ 4:22.18

1194 岡田　華歩(2) ｵｶﾀﾞ ｶﾎ 220 岡　　すず(2) ｵｶ ｽｽﾞ
1200 松本みのり(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾘ 224 髙井　結衣(2) ﾀｶｲ ﾕｲ
1195 小林　真子(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺ 253 木村　百花(1) ｷﾑﾗ ﾓﾓｶ

7 9 四日市高 455 佐藤　杏香(2) ｻﾄｳ ｷｮｳｶ 4:27.15 7 3 高田高 2063 谷口きらら(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｷﾗﾗ 4:24.92

2106 三原　静香(1) ﾐﾊﾗ ｼｽﾞｶ 2050 松井　結菜(2) ﾏﾂｲ ﾕｲﾅ
2102 奥平　桃子(1) ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾓﾓｺ 2062 黒古　春奈(1) ｸﾛｺ ﾊﾙﾅ
460 森岡　柚衣(2) ﾓﾘｵｶ ﾕｲ 2046 川島　千歩(2) ｶﾜｼﾏ ﾁﾎ

2 三重高 DNS 6 皇學館高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 四日市商高 21 赤嶺麗央奈(1) ｱｶﾐﾈ ﾚｵﾅ 4:02.61

36 佐藤なつみ(1) ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ
4 三杉　七美(3) ﾐｽｷﾞ ﾅﾅﾐ
5 柴原　茜音(3) ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｶﾈ

2 7 宇治山田商高-B 837 米奥　怜実(3) ﾖﾈｵｸ ﾚﾐ 4:07.23

836 森本　奈那(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅ
825 片山　和奈(3) ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾅ
826 井上　真緒(3) ｲﾉｳｴ ﾏｵ

3 6 皇學館大 6361 渡邊　明花(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 4:08.43

6308 中世古祥恵(3) ﾅｶｾｺ ｻﾁｴ
6318 古市穂乃佳(2) ﾌﾙｲﾁ ﾎﾉｶ
6360 松坂　果歩(1) ﾏﾂｻｶ ｶﾎ

4 9 宇治山田商高-A 882 圓山　遥比(1) ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾋ 4:09.21

854 辻　　歩理(2) ﾂｼﾞ ｱﾕﾘ
848 新井　鈴愛(2) ｱﾗｲ ﾚｲｱ
871 倉野　加奈(1) ｸﾗﾉ ｶﾅ

5 4 いなべ総合高 556 林　茉日瑠(3) ﾊﾔｼ ﾏﾋﾙ 4:10.67

572 金森　末帆(2) ｶﾅﾓﾘ ﾏﾎ
554 田邉　蓮華(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝｶ
574 林　　宏香(2) ﾊﾔｼ ﾋﾛｶ

6 3 津商高-A 1278 安保奈々子(3) ｱﾎﾞ ﾅﾅｺ 4:12.06

1281 太田　瑛美(3) ｵｵﾀ ｴﾐ
1279 三田　明音(3) ｻﾝﾀﾞ ｱｶﾈ
1295 稲田　　想(2) ｲﾅﾀﾞ ｺｺﾛ

7 8 鈴鹿高 2007 浅野とこは(2) ｱｻﾉ ﾄｺﾊ 4:17.28

2010 山中　　瞳(2) ﾔﾏﾅｶ ﾋﾄﾐ
2008 谷中　　鈴(2) ﾀﾆﾅｶ ｽｽﾞ
2009 平岡　萌夏(2) ﾋﾗｵｶ ﾓｴｶ

8 2 津商高-B 1303 山内　美優(1) ﾔﾏｳﾁ ﾐﾕ 4:18.73

1305 望月　美玖(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ
1309 野村　果鈴(1) ﾉﾑﾗ ｶﾘﾝ
1308 野村　玲奈(1) ﾉﾑﾗ ﾚﾅ

凡例  DNS:欠場


