
女子　４×４００ｍＲ
審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

県高校記録(KH)             3:46.32     宇治山田商(寺田・作野・橋爪・世古)    2009 10月3日 10:00 予　選
大会記録(GR)               3:55.74     宇治山田商(角谷・岩井・橋爪・寺田)    2010(第49回) 10月3日 16:00 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 3 宇治山田商 850 倉野　亜唯(1) ｸﾗﾉ ｱｲ 4:18.49 1 2 四日市商 8 山路　彩乃(2) ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ 4:16.43

821 中村　里菜(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ Q 9 森口　和果(2) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾜｶ Q
876 田中　彩純(2) ﾀﾅｶ ｱﾂﾞﾅ 13 池田　真結(2) ｲｹﾀﾞ ﾏﾕ
834 前川　優奈(2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 6 古川　智未(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ

2 2 鈴鹿 553 末藤　新菜(1) ｽｴﾌｼﾞ ﾆｲﾅ 4:18.96 2 5 伊勢学園 176 久田　朱里(2) ﾋｻﾀﾞ ｱｶﾘ 4:17.27

560 青山　ひより(1) ｱｵﾔﾏ ﾋﾖﾘ Q 198 村田　まどか(1) ﾑﾗﾀ ﾏﾄﾞｶ Q
558 本多　志(1) ﾎﾝﾀﾞ ｺｺﾛ 184 内田　鈴音(1) ｳﾁﾀﾞ ｽｽﾞﾈ
544 服部　りら(2) ﾊｯﾄﾘ ﾘﾗ 167 牧井　砂樹(2) ﾏｷｲ ｻｷ

3 5 伊勢 758 荒木　杏(2) ｱﾗｷ ｱﾝ 4:19.47 3 4 四日市西 1750 吉山　結菜(1) ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾅ 4:20.09

775 佐々木　悠花(2) ｻｻｷ ﾊﾙｶ Q 1749 一尾　瑠華(1) ｲﾁｵ ﾙｶ Q
783 松村　美空(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾐｸ 1737 谷　陽向(2) ﾀﾆ ﾋﾅﾀ
767 佐々木　麦乃(1) ｻｻｷ ｺﾑｷﾞ 1739 十市　ひなの(2) ﾄｲﾁ ﾋﾅﾉ

4 6 いなべ総合 904 齋藤　瀬莉奈(1) ｻｲﾄｳ ｾﾘﾅ 4:20.22 4 8 津商 1357 中川　瑚陽(1) ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾊﾙ 4:21.91

896 丹村　和咲(2) ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｻ q 1351 寺村　奈々花(1) ﾃﾗﾑﾗ ﾅﾅｶ q
924 渡邊　沙耶乃(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔﾉ 1346 平岡　璃子(2) ﾋﾗｵｶ ﾘｺ
928 近藤　結捺(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾅ 1352 宮元　彩花(1) ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ

5 8 川越 1086 大山　留奈(2) ｵｵﾔﾏ ﾙﾅ 4:26.03 5 3 桑名 1203 野口　結夢(2) ﾉｸﾞﾁ ﾕﾒ 4:22.12

1080 田中　詩乃(2) ﾀﾅｶ ｼﾉ 1198 田中　万琳(1) ﾀﾅｶ ﾏﾘﾝ
1068 石川　陽那菜(2) ｲｼｶﾜ ﾋﾅﾅ 1185 森岡　彩乃(1) ﾓﾘｵｶ ｱﾔﾉ
1073 永井　柚里奈(2) ﾅｶﾞｲ ﾕﾘﾅ 1210 黒田　侑花(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｶ

6 7 桑名西 1233 後藤　杏美(1) ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 4:33.32 6 7 皇學館 346 有留　摩於(2) ｱﾘﾄﾒ ﾏｵ 4:29.64

1231 駒田　梨花(1) ｺﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ 365 濵口　七星(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｾ
1225 佐久間　楓子(1) ｻｸﾏ ﾌｳｺ 391 吉岡　万桜(1) ﾖｼｵｶ ﾏｵ
1228 石川　凜(1) ｲｼｶﾜ ﾘﾝ 383 喜多井　昊良(1) ｷﾀｲ ｿﾗ

7 4 四日市 1688 栁川　真心(2) ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｺﾛ 4:36.45 6 高田 DNS
1691 境　文音(2) ｻｶｲ ｱﾔﾈ
1699 三島　早絢(1) ﾐｼﾏ ｻﾔ
1686 橋本　実(2) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾘ

8 9 三重 1886 大森　心葉(1) ｵｵﾓﾘ ｺｺﾊ 4:45.11 9 上野 DNS
1874 三輪　ひな(1) ﾐﾜ ﾋﾅ
1903 平尾　香乃(1) ﾋﾗｵ ｶﾉ
1876 淺井　千幸(1) ｱｻｲ ﾁﾕｷ

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 宇治山田商 834 前川　優奈(2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 4:09.22

821 中村　里菜(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ
832 渡邉　心音(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾈ
820 澤井　風月(2) ｻﾜｲ ﾌﾂﾞｷ

2 7 鈴鹿 553 末藤　新菜(1) ｽｴﾌｼﾞ ﾆｲﾅ 4:12.70

560 青山　ひより(1) ｱｵﾔﾏ ﾋﾖﾘ
556 矢田　楓子(1) ﾔﾀﾞ ﾌｳｺ
544 服部　りら(2) ﾊｯﾄﾘ ﾘﾗ

3 6 伊勢学園 176 久田　朱里(2) ﾋｻﾀﾞ ｱｶﾘ 4:12.72

198 村田　まどか(1) ﾑﾗﾀ ﾏﾄﾞｶ
184 内田　鈴音(1) ｳﾁﾀﾞ ｽｽﾞﾈ
167 牧井　砂樹(2) ﾏｷｲ ｻｷ

4 4 四日市商 8 山路　彩乃(2) ﾔﾏｼﾞ ｱﾔﾉ 4:17.59

9 森口　和果(2) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾜｶ
13 池田　真結(2) ｲｹﾀﾞ ﾏﾕ
6 古川　智未(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ

5 8 伊勢 758 荒木　杏(2) ｱﾗｷ ｱﾝ 4:18.37

775 佐々木　悠花(2) ｻｻｷ ﾊﾙｶ
783 松村　美空(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾐｸ
767 佐々木　麦乃(1) ｻｻｷ ｺﾑｷﾞ

6 3 いなべ総合 924 渡邊　沙耶乃(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔﾉ 4:21.33

896 丹村　和咲(2) ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｻ
893 山際　乃愛(2) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ
928 近藤　結捺(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾅ

7 2 津商 1357 中川　瑚陽(1) ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾊﾙ 4:22.38

1346 平岡　璃子(2) ﾋﾗｵｶ ﾘｺ
1351 寺村　奈々花(1) ﾃﾗﾑﾗ ﾅﾅｶ
1352 宮元　彩花(1) ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ

8 9 四日市西 1750 吉山　結菜(1) ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾅ 4:23.81

1749 一尾　瑠華(1) ｲﾁｵ ﾙｶ
1737 谷　陽向(2) ﾀﾆ ﾋﾅﾀ
1739 十市　ひなの(2) ﾄｲﾁ ﾋﾅﾉ

凡例  DNS:欠場


