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男子4X100mR
審 判 長：鎌倉　光男
記録主任：西山　博正

日本記録(NR)            37.60     日本(山縣 亮太・飯塚 翔太・桐生 祥秀・ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ 飛鳥)2016
U20日本記録(JNR)        39.01     日本(大瀬戸 一馬・橋元 晃志・ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ 飛鳥・金森 和貴)2012 10月28日 15:00 予　選
大会記録(GR)            38.79     法政大(西垣 佳哉・大瀬戸 一馬・矢野 琢斗・長田 拓也)2015 10月29日 13:30 決　勝

予　選　3組2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 2 中央大 306 川上　拓也 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 39.48 1 8 法政大 284 勝瀬　健大 ｶﾂｾ ｹﾝﾀﾞｲ 39.91
(学　連) 305 谷口　耕太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ Q (学　連) 280 大瀬戸　一馬 ｵｵｾﾄ ｶｽﾞﾏ Q

307 日吉　克実 ﾋﾖｼ ｶﾂﾐ 281 長田　拓也 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ
308 竹田　一平 ﾀｹﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 283 川辺　隼也 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

2 5 関西大 382 坂井　隆一郎 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 39.88 2 7 大東文化大 335 廣田　将孝 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 40.25
(学　連) 377 大石　烈 ｵｵｲｼ ﾀｹﾙ Q (学　連) 339 白石　黄良々 ｼﾗｲｼ ｷﾗﾗ Q

376 魚澄　宗一朗 ｳｵｽﾞﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 338 須貝　陽太郎 ｽｶﾞｲ ﾖｳﾀﾛｳ
375 寺西　崇浩 ﾃﾗﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 340 高橋　雄樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

3 9 国士舘大 272 滝沢　透麻 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｳﾏ 40.00 3 5 新潟医療福祉大 97 邊見　祐太 ﾍﾝﾐ ﾕｳﾀ 40.42
(学　連) 273 金戸　正太郎 ｶﾈﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ q (学　連) 96 横川　康佑 ﾖｺｶﾞﾜ ｺｳｽｹ

274 松野　大地 ﾏﾂﾉ ﾀﾞｲﾁ 99 長谷川　雅人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ
275 深澤　拓己 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 95 倉部　勇哉 ｸﾗﾍﾞ ﾕｳﾔ

4 8 日本体育大 355 山根　達矢 ﾔﾏﾈ ﾀﾂﾔ 40.18 4 4 近畿大 263 宮坂　圭佑 ﾐﾔｻｶ ｹｲｽｹ 40.62
(学　連) 352 鷹合　耕甫 ﾀｶｱｲ ｺｳｽｹ (学　連) 265 川西　裕太 ｶﾜﾆｼ ﾕｳﾀ

357 平岡　誠大 ﾋﾗｵｶ ﾀｶﾋﾛ 264 船口　凌 ﾌﾅｸﾞﾁ ﾘｮｳ
353 川瀬　孝則 ｶﾜｾ ﾀｶﾉﾘ 260 滝内　誠 ﾀｷｳﾁ ﾏｺﾄ

5 7 洛南高 34 和田　遼 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 40.43 5 2 駿河台大 397 小林　一成 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 40.76
(京　都) 29 宮本　大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ (学　連) 396 渡辺　一希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ

31 井本　佳伸 ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 400 蔦谷　隆也 ﾂﾀﾔ ﾘｭｳﾔ
32 樋口　優人 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 398 清水　勇登 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ

6 6 福岡大 50 辻　　隼人 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ 40.61 6 3 宮崎工高 79 水久保　漱至 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 40.86
(学　連) 43 好岡　郁弥 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾔ (宮　崎) 82 和藤　一真 ﾜﾄｳ ｶｽﾞﾏ

45 岩尾　直樹 ｲﾜｵ ﾅｵｷ 81 野村　勇輝 ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ
46 牛田　匠 ｳｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 80 木下　裕貴 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ

7 4 東京農業大 92 西尾　悠汰 ﾆｼｵ ﾕｳﾀ 40.67 7 1 東洋大 121 津波　響樹 ﾂﾊ ﾋﾋﾞｷ 40.91
(学　連) 88 石井　裕也 ｲｼｲ ﾕｳﾔ (学　連) 117 与那原　良貴 ﾖﾅﾊﾗ ﾘｮｳｷ

87 青柳　明日翔 ｱｵﾔｷﾞ ｱｽｶ 119 森下　祐樹 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｷ
93 山縣　史博 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾌﾐﾋﾛ 118 北村　将太 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ

1 国際武道大 59 加藤　一也 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ DQ,R1 8 6 中京大 166 若杉　俊佑 ﾜｶｽｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 40.97
(学　連) 57 三崎　大樹 ﾐｻｷ ﾀﾞｲｷ (学　連) 162 児島　大樹 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

63 田中　求夢 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾑ 171 浦井　崚自 ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ
60 岡田　英希 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 165 黒木　省悟 ｸﾛｷﾞ ｼｮｳｺﾞ

3 NTN DNS 9 城西大 DNS
(三　重) (学　連)

3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

1 5 早稲田大 209 竹吉　大記 ﾀｹﾖｼ ﾀﾞｲｷ 39.67
(学　連) 208 須田　隼人 ｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ Q

207 橋元　晃志 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ
211 徳山　黎 ﾄｸﾔﾏ ﾚｲ

2 8 住友電工 348 竹下　裕希 ﾀｹｼﾀ ﾕｳｷ 39.85
(兵　庫) 347 野川　大地 ﾉｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ Q

345 土手　啓史 ﾄﾞﾃ ﾋﾛｼ
346 堀江　新太郎 ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ

3 7 順天堂大 135 佐川ｵﾀﾋﾞｵ ｻｶﾞﾜ ｵﾀﾋﾞｵ 40.16
(学　連) 137 犬塚　渉 ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ q

133 北川　翔 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ
132 秦　　啓一郎 ﾊﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ

4 3 大阪体育大 256 石倉　大暉 ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｷ 40.49
(学　連) 257 小池　譲也 ｺｲｹ ｼﾞｮｳﾔ

255 松井　一星 ﾏﾂｲ ｲｯｾｲ
253 佐野　雅樹 ｻﾉ ﾏｻｷ

5 1 筑波大 372 山下　潤 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 40.54
(学　連) 367 金森　和貴 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ

366 魚里　勇介 ｳｵｻﾞﾄ ﾕｳｽｹ
371 薬師寺　亮 ﾔｸｼｼﾞ ﾘｮｳ

6 6 同志社大 184 長岡　義樹 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼｷ 41.18
(学　連) 183 八尋　風太 ﾔﾋﾛ ﾌｳﾀ

190 渡会　元貴 ﾜﾀﾗｲ ﾓﾄｷ
189 渡部　弘樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ

4 慶應義塾大 320 岩見　隆裕 ｲﾜﾐ ﾀｶﾋﾛ DNF
(学　連) 324 永田　駿斗 ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾄ

323 小倉　亮介 ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ
322 小池　祐貴 ｺｲｹ ﾕｳｷ

9 城西大城西高 13 池田　和飛 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾔ DQ,R1

(東　京) 15 倉田　信太郎 ｸﾗﾀ ｼﾝﾀﾛｳ
17 阿部　寛太 ｱﾍﾞ ｶﾝﾀ
18 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ･貞哉 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ﾃｲﾔ

2 関西学院大 DNS
(学　連)

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了し
なかった
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男子4X100mR
審 判 長：鎌倉　光男
記録主任：西山　博正

日本記録(NR)            37.60     日本(山縣 亮太・飯塚 翔太・桐生 祥秀・ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ 飛鳥)2016
U20日本記録(JNR)        39.01     日本(大瀬戸 一馬・橋元 晃志・ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ 飛鳥・金森 和貴)2012 10月28日 15:00 予　選
大会記録(GR)            38.79     法政大(西垣 佳哉・大瀬戸 一馬・矢野 琢斗・長田 拓也)2015 10月29日 13:30 決　勝

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 7 法政大 284 勝瀬　健大 ｶﾂｾ ｹﾝﾀﾞｲ 38.89
(学　連) 280 大瀬戸　一馬 ｵｵｾﾄ ｶｽﾞﾏ

288 矢野　琢斗 ﾔﾉ ﾀｸﾄ
281 長田　拓也 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ

2 4 住友電工 348 竹下　裕希 ﾀｹｼﾀ ﾕｳｷ 39.06
(兵　庫) 347 野川　大地 ﾉｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ

345 土手　啓史 ﾄﾞﾃ ﾋﾛｼ
346 堀江　新太郎 ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ

3 6 早稲田大 209 竹吉　大記 ﾀｹﾖｼ ﾀﾞｲｷ 39.26
(学　連) 208 須田　隼人 ｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ

207 橋元　晃志 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ
211 徳山　黎 ﾄｸﾔﾏ ﾚｲ

4 5 中央大 306 川上　拓也 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 39.31
(学　連) 305 谷口　耕太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ

304 諏訪　達郎 ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ
308 竹田　一平 ﾀｹﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ

5 8 大東文化大 335 廣田　将孝 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 39.66
(学　連) 339 白石　黄良々 ｼﾗｲｼ ｷﾗﾗ

338 須貝　陽太郎 ｽｶﾞｲ ﾖｳﾀﾛｳ
340 高橋　雄樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

6 9 関西大 382 坂井　隆一郎 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 39.82
(学　連) 377 大石　烈 ｵｵｲｼ ﾀｹﾙ

376 魚澄　宗一朗 ｳｵｽﾞﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ
375 寺西　崇浩 ﾃﾗﾆｼ ﾀｶﾋﾛ

7 3 国士舘大 272 滝沢　透麻 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｳﾏ 40.06
(学　連) 273 金戸　正太郎 ｶﾈﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ

274 松野　大地 ﾏﾂﾉ ﾀﾞｲﾁ
275 深澤　拓己 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ

2 順天堂大 135 佐川ｵﾀﾋﾞｵ ｻｶﾞﾜ ｵﾀﾋﾞｵ DQ,T3

(学　連) 137 犬塚　渉 ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ
133 北川　翔 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ
132 秦　　啓一郎 ﾊﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了し
なかった
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男子4X400mR
審 判 長：鎌倉　光男
記録主任：西山　博正

日本記録(NR)            3:00.76   日本(苅部 俊二・伊東 浩司・小坂田 淳・大森 盛一)1996
U20日本記録(JNR)        3:04.11   日本(ｳｵﾙｼｭｼﾞｭﾘｱﾝ・油井 快晴・北川 貴理・加藤 修也)2014 10月29日 16:45 予　選
大会記録(GR)            3:05.02   中央大(加瀬 宏二郎・飯塚 翔太・木村 淳・鬼塚 祐志)2011 10月30日 13:40 決　勝

予　選　3組2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 7 順天堂大 142 北川　貴理 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 3:08.29 1 6 大東文化大 343 山崎　大紀 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 3:08.17

(学　連) 141 油井　快晴 ﾕｲ ｶｲｾｲ Q (学　連) 338 須貝　陽太郎 ｽｶﾞｲ ﾖｳﾀﾛｳ Q
140 野口　直人 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 336 森　　雅治 ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ
144 佐々木　愛斗 ｻｻｷ ﾏﾅﾄ 342 北村　柊也 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ

2 1 福岡大 55 松清　和希 ﾏﾂｷﾖ ｶｽﾞｷ 3:08.91 2 7 駿河台大 408 若林　康太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 3:08.83

(学　連) 43 好岡　郁弥 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾔ Q (学　連) 404 相山　慶太郎 ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ Q
47 三浦　歩 ﾐｳﾗ ｽｽﾑ 401 中川　滋貴 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞｷ
52 宮崎　大樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 406 伏見　亮 ﾌｼﾐ ﾘｮｳ

3 2 岩手大 160 兎澤　航平 ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 3:10.00 3 9 東洋大 127 松原　秀一郎 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 3:09.34

(学　連) 154 櫻井　貴広 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾋﾛ (学　連) 126 櫻井　朴也 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ q
157 後藤　秀也 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 129 花岡　一臣 ﾊﾅｵｶ ｶｽﾞｵﾐ
156 小原　俊介 ｵﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ 128 池田　仁 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ

4 9 札幌大 150 菅　　英登 ｽｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 3:10.08 4 3 新潟医療福祉大 105 風間　正輝 ｶｻﾞﾏ ﾏｻｷ 3:09.90

(学　連) 146 小堀　凌 ｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳ (学　連) 96 横川　康佑 ﾖｺｶﾞﾜ ｺｳｽｹ
151 長谷川　峻也 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 104 渡辺　晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ
147 芥川　翔太 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 103 古川　慶次 ﾌﾙｶﾜ ｹｲｼﾞ

5 3 相洋高 7 中机　陽彦 ﾅｶﾂｸｴ ﾊﾙﾋｺ 3:10.32 5 8 環太平洋大 179 大山　和茂 ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 3:10.38

(神奈川) 8 飯嶋　駿 ｲｲｼﾞﾏ ｼｭﾝ (学　連) 178 有田　英憲 ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ
9 大坪　未樹 ｵｵﾂﾎﾞ ﾐｷ 177 稲井　達也 ｲﾅｲ ﾀﾂﾔ
10 増子　雄太 ﾏｼｺ ﾕｳﾀ 180 園部　翔平 ｿﾉﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ

6 6 関西大 374 大森　俊哉 ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾔ 3:12.55 6 5 立命館大 114 松浦　晟 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾗ 3:11.05

(学　連) 376 魚澄　宗一朗 ｳｵｽﾞﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ (学　連) 110 山上　剛志 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾖｼ
383 佐々木　颯 ｻｻｷ ﾊﾔﾀ 112 井上　駆 ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ
388 南　　翔之 ﾐﾅﾐ ｼｮｳﾉ 113 佐々木　一希 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ

7 4 大阪教育大 40 天野　勝斗 ｱﾏﾉ ｶﾂﾄ 3:14.07 7 2 城西大 425 川越　広弥 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛﾔ 3:14.18

(学　連) 37 森本　公人 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾐﾄ (学　連) 421 大浦　宏貴 ｵｵｳﾗ ﾋﾛｷ
39 奥田　将基 ｵｸﾀﾞ ﾏｻｷ 419 金子　涼 ｶﾈｺ ﾘｮｳ
36 藤田　慎也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ 424 港　　大空 ﾐﾅﾄ ﾋﾛﾀｶ

5 住友電工 DNS 8 1 生野高 427 畑浦　佑亮 ﾊﾀｳﾗ ﾕｳｽｹ 3:14.65

(兵　庫) (大　阪) 428 小林　大航 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ
429 高橋　頼 ﾀｶﾊｼ ﾗｲ
426 畑浦　秀哉 ﾊﾀｳﾗ ｼｭｳﾔ

8 関西学院大 DNS 9 4 京都産業大 245 杉山　陽一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 3:19.35

(学　連) (学　連) 246 蘆田　京平 ｱｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
247 足立　泰樹 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｼﾞｭ
248 美馬　淳兵 ﾐﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

3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

1 3 日本体育大 352 鷹合　耕甫 ﾀｶｱｲ ｺｳｽｹ 3:08.56

(学　連) 353 川瀬　孝則 ｶﾜｾ ﾀｶﾉﾘ Q
362 山下　翔太郎 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
361 岸本　昂大 ｷｼﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

2 2 法政大 287 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 3:08.81

(学　連) 289 本間　大介 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ Q
288 矢野　琢斗 ﾔﾉ ﾀｸﾄ
292 片山　雄斗 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ

3 5 早稲田大 199 愛敬　彰太郎 ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 3:08.99

(学　連) 200 中野　直哉 ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ q
204 西久保　達也 ﾆｼｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ
201 石田　裕介 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ

4 8 近畿大 266 大林　督享 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 3:11.31

(学　連) 269 瀬戸　亮太 ｾﾄ ﾘｮｳﾀ
267 秋田　圭登 ｱｷﾀ ｹｲﾄ
268 高橋　祐満 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ

5 4 慶應義塾大 329 前山　陽軌 ﾏｴﾔﾏ ﾊﾙｷ 3:12.15

(学　連) 325 塩津　和輝 ｼｵﾂ ｶｽﾞｷ
330 大谷　尚文 ｵｵﾔ ﾅｵﾌﾐ
328 千葉　亮 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳ

6 7 同志社大 189 渡部　弘樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 3:12.36

(学　連) 191 上野　晃平 ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ
193 金森　怜也 ｶﾅﾓﾘ ﾚｲﾔ
194 伊藤　幸矢 ｲﾄｳ ﾕｷﾔ

7 1 中央大 311 長谷　伸之助 ﾊｾ ｼﾝﾉｽｹ 3:13.13

(学　連) 312 藤川　哲平 ﾌｼﾞｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ
318 古元　翼 ﾌﾙﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ
309 田邉　将大良 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

8 9 青山学院大 228 吉田　知央 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 3:14.53

(学　連) 230 冨田　恭兵 ﾄﾐﾀ ｷｮｳﾍｲ
234 藤岡　壱成 ﾌｼﾞｵｶ ｲｯｾｲ
231 齋藤　未藍 ｻｲﾄｳ ﾐﾗﾝ

6 中京大 168 髙松　知史 ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ DNS
(学　連) 169 遠藤　侑汰 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

170 祖父江　巧 ｿﾌｴ ﾀｸﾐ
167 野村　一輝 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｷ

凡例  DNS:欠場



男子4X400mR
審 判 長：鎌倉　光男
記録主任：西山　博正

日本記録(NR)            3:00.76   日本(苅部 俊二・伊東 浩司・小坂田 淳・大森 盛一)1996
U20日本記録(JNR)        3:04.11   日本(ｳｵﾙｼｭｼﾞｭﾘｱﾝ・油井 快晴・北川 貴理・加藤 修也)2014 10月29日 16:45 予　選
大会記録(GR)            3:05.02   中央大(加瀬 宏二郎・飯塚 翔太・木村 淳・鬼塚 祐志)2011 10月30日 13:40 決　勝

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 2 早稲田大 199 愛敬　彰太郎 ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 3:08.00

(学　連) 211 徳山　黎 ﾄｸﾔﾏ ﾚｲ
201 石田　裕介 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ
202 加藤　修也 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ

2 7 日本体育大 352 鷹合　耕甫 ﾀｶｱｲ ｺｳｽｹ 3:08.67

(学　連) 353 川瀬　孝則 ｶﾜｾ ﾀｶﾉﾘ
362 山下　翔太郎 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
361 岸本　昂大 ｷｼﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

3 9 駿河台大 408 若林　康太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 3:09.93

(学　連) 404 相山　慶太郎 ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ
401 中川　滋貴 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞｷ
406 伏見　亮 ﾌｼﾐ ﾘｮｳ

4 4 法政大 287 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 3:10.31

(学　連) 289 本間　大介 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ
288 矢野　琢斗 ﾔﾉ ﾀｸﾄ
292 片山　雄斗 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ

5 5 順天堂大 142 北川　貴理 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 3:10.36

(学　連) 137 犬塚　渉 ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ
144 佐々木　愛斗 ｻｻｷ ﾏﾅﾄ
141 油井　快晴 ﾕｲ ｶｲｾｲ

6 8 福岡大 55 松清　和希 ﾏﾂｷﾖ ｶｽﾞｷ 3:10.56

(学　連) 43 好岡　郁弥 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾔ
47 三浦　歩 ﾐｳﾗ ｽｽﾑ
52 宮崎　大樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ

7 3 東洋大 127 松原　秀一郎 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 3:14.49

(学　連) 126 櫻井　朴也 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ
129 花岡　一臣 ﾊﾅｵｶ ｶｽﾞｵﾐ
128 池田　仁 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ

8 6 大東文化大 343 山崎　大紀 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 3:16.86

(学　連) 338 須貝　陽太郎 ｽｶﾞｲ ﾖｳﾀﾛｳ
336 森　　雅治 ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ
342 北村　柊也 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ

凡例  DNS:欠場



第100回日本陸上競技選手権
リレー競技大会

女　子

ー86ー



女子4X100mR
審 判 長：鎌倉　光男
記録主任：西山　博正

日本記録(NR)            43.39     日本(北風 沙織・高橋 萌木子・福島 千里・市川 華菜)2011
U20日本記録(JNR)        44.48     東京高(斉田 果歩・福田 真衣・上村 希実・ｴﾄﾞﾊﾞｰｲﾖﾊﾞ)2015 10月28日 14:35 予　選
大会記録(GR)            44.37     東邦銀行(佐藤 真有・千葉 麻美・青木 沙弥佳・渡辺 真弓)2012 10月29日 13:20 決　勝

予　選　3組2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 4 東邦銀行 236 紫村　仁美 ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 45.56 1 9 甲南大 284 木村　瑞穂 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 45.85
(福　島) 237 武石　この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ Q (学　連) 281 永野　真莉子 ﾅｶﾞﾉ ﾏﾘｺ Q

234 青木　沙弥佳 ｱｵｷ ｻﾔｶ 286 藤井　彩和子 ﾌｼﾞｲ ｻﾜｺ
233 千葉　麻美 ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ 290 西尾　香穂 ﾆｼｵ ｶﾎ

2 1 大東文化大 324 横田　理紗 ﾖｺﾀ ﾘｻ 46.19 2 1 青山学院大 256 島田　沙絵 ｼﾏﾀﾞ ｻｴ 46.15
(学　連) 323 佐藤　日奈子 ｻﾄｳ ﾋﾅｺ Q (学　連) 261 足立　紗矢香 ｱﾀﾞﾁ ｻﾔｶ Q

322 細谷　優美 ﾎｿﾔ ﾕﾐ 260 高森　真帆 ﾀｶﾓﾘ ﾏﾎ
321 土井　杏南 ﾄﾞｲ ｱﾝﾅ 258 藤森　安奈 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ

3 9 日本体育大 329 田井　茜 ﾀｲ ｱｶﾈ 46.45 3 2 東京高 39 斉田　果歩 ｻｲﾀ ｶﾎ 46.23
(学　連) 333 広沢　真愛 ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ (東　京) 38 福田　真衣 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲ q

336 君嶋　愛梨沙 ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 42 山内　さくら ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ
331 中嶋　瑞穂 ﾅｶｼﾏ ﾐｽﾞﾎ 40 守田　紗矢香 ﾓﾘﾀ ｻﾔｶ

4 8 福島大 227 安部　遥香 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 46.51 4 8 環太平洋大 163 青木　益未 ｱｵｷ ﾏｽﾐ 46.28
(学　連) 226 高橋　美香子 ﾀｶﾊｼ ﾐｶｺ (学　連) 166 深川　恵充 ﾌｶｶﾞﾜ ｴﾐ

228 齋藤　歩夏 ｻｲﾄｳ ｱﾕｶ 164 松田　優美 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ
225 山下　愛美 ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾐ 165 近藤　夏奈 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅ

5 7 中央大 201 大石　沙南 ｵｵｲｼ ｻﾅ 46.67 5 7 埼玉大 87 中村　優希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 47.26
(学　連) 198 星野　楓 ﾎｼﾉ ｶｴﾃﾞ (学　連) 83 原賀　祥乃 ﾊﾗｶﾞ ﾖｼﾉ

194 藤沼　朱音 ﾌｼﾞﾇﾏ ｱｶﾈ 88 江口　琴美 ｴｸﾞﾁ ｺﾄﾐ
199 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ･恵 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ ﾒｸﾞ 84 小峰　紫緒里 ｺﾐﾈ ｼｵﾘ

6 5 駿河台大 344 良知　なつ美 ﾗﾁ ﾅﾂﾐ 46.95 6 3 岩手大 137 大坂　汐里 ｵｵｻｶ ｼｵﾘ 47.71
(学　連) 345 中野　真琴 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ (学　連) 139 高橋　鈴香 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ

348 榛澤　聖子 ﾊﾝｻﾞﾜ ｾｲｺ 138 熊谷　晴菜 ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾅ
341 渡邉　ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 135 川﨑　志穂美 ｶﾜｻｷ ｼﾎﾐ

7 2 中京大中京高 373 天神　綾音 ﾃﾝｼﾞﾝ ｱﾔﾈ 47.09 7 6 京都教育大 210 坪井　わか菜 ﾂﾎﾞｲ ﾜｶﾅ 48.75
(愛　知) 369 久野　なつ ｸﾉ ﾅﾂ (学　連) 209 鈴木　ﾀﾘﾈ ｽｽﾞｷ ﾀﾘﾈ

370 澤井　萌奈 ｻﾜｲ ﾓﾅ 208 岡本　梨花 ｵｶﾓﾄ ﾘｶ
371 長谷川　愛樹 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲｷ 207 北澤　千紗 ｷﾀｻﾞﾜ ﾁｻ

8 6 園田学園女子大 146 大橋　沙季 ｵｵﾊｼ ｻｷ 47.12 8 5 荏田高 178 楠本　奈々子 ｸｽﾓﾄ ﾅﾅｺ 49.15
(学　連) 143 中島　ひとみ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ (神奈川) 176 林　　里咲 ﾊﾔｼ ﾘｻ

148 鈴木　彩芳 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 175 髙山　百合香 ﾀｶﾔﾏ ﾕﾘｶ
150 宮本　まきの ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ 174 穐山　友里 ｱｷﾔﾏ ﾕﾘ

9 3 立命館大 249 本村　優華 ﾓﾄﾑﾗ ﾕｶ 47.73 4 夙川学院高 113 藤原　沙耶 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔ DQ,R1

(学　連) 247 野林　祐実 ﾉﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ (兵　庫) 118 宮田　乙葉 ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ
251 山中　日菜美 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅﾐ 115 榎　　真菜 ｴﾉｷ ﾏﾅ
252 壱岐　いちこ ｲｷ ｲﾁｺ 117 三村　萌 ﾐﾑﾗ ﾒﾊﾞｴ

3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

1 6 大阪成蹊大 52 柴山　沙也香 ｼﾊﾞﾔﾏ ｻﾔｶ 45.76
(学　連) 49 中村　水月 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ Q

50 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ
51 中島　藍梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾘ

2 8 倉敷中央高 30 末石　和莉 ｽｴｲｼ ｱｲﾘ 45.84
(岡　山) 31 澤谷　柚花 ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ Q

32 野口　理帆 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ
33 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ

3 5 新潟医療福祉大 130 新澤　梨乃 ｼﾝｻﾞﾜ ﾘﾉ 45.99
(学　連) 127 前山　美優 ﾏｴﾔﾏ ﾐﾕ q

129 椎谷　佳奈子 ｼｲﾔ ｶﾅｺ
128 佐藤　静香 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ

4 3 東大阪大敬愛高 13 村上　瑞季 ﾑﾗｶﾐ ﾐｽﾞｷ 46.73
(大　阪) 17 井上　愛梨 ｲﾉｳｴ ｱｲﾘ

14 西田　美菜 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾅ
11 佐々木　梓 ｻｻｷ ｱｽﾞｻ

5 1 京都橘高 8 福林　春香 ﾌｸﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 46.94
(京　都) 7 壹岐　あいこ ｲｷ ｱｲｺ

6 姫野　万里乃 ﾋﾒﾉ ﾏﾘﾉ
5 吉野　史織 ﾖｼﾉ ｼｵﾘ

6 2 市立船橋高 90 泉對　愛莉 ｾﾝｽﾞｲ ｱｲﾘ 47.23
(千　葉) 92 藤井　彩乃 ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾉ

89 後藤　さわ ｺﾞﾄｳ ｻﾜ
96 鈴木　野々春 ｽｽﾞｷ ﾉﾉﾊ

7 4 福岡大 107 田代　純子 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝｺ 47.44
(学　連) 103 花田　優理 ﾊﾅﾀﾞ ﾕﾘ

105 久保山　晴菜 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ
102 重永　乃理子 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾉﾘｺ

7 慶應義塾大 DNS
(学　連)

9 中京大 DNS
(学　連)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった
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女子4X100mR
審 判 長：鎌倉　光男
記録主任：西山　博正

日本記録(NR)            43.39     日本(北風 沙織・高橋 萌木子・福島 千里・市川 華菜)2011
U20日本記録(JNR)        44.48     東京高(斉田 果歩・福田 真衣・上村 希実・ｴﾄﾞﾊﾞｰｲﾖﾊﾞ)2015 10月28日 14:35 予　選
大会記録(GR)            44.37     東邦銀行(佐藤 真有・千葉 麻美・青木 沙弥佳・渡辺 真弓)2012 10月29日 13:20 決　勝

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 7 大阪成蹊大 52 柴山　沙也香 ｼﾊﾞﾔﾏ ｻﾔｶ 45.00
(学　連) 49 中村　水月 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ

50 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ
51 中島　藍梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾘ

2 6 東邦銀行 236 紫村　仁美 ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 45.08
(福　島) 237 武石　この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ

234 青木　沙弥佳 ｱｵｷ ｻﾔｶ
233 千葉　麻美 ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ

3 5 甲南大 284 木村　瑞穂 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 45.16
(学　連) 281 永野　真莉子 ﾅｶﾞﾉ ﾏﾘｺ

286 藤井　彩和子 ﾌｼﾞｲ ｻﾜｺ
290 西尾　香穂 ﾆｼｵ ｶﾎ

4 8 大東文化大 324 横田　理紗 ﾖｺﾀ ﾘｻ 45.24
(学　連) 323 佐藤　日奈子 ｻﾄｳ ﾋﾅｺ

322 細谷　優美 ﾎｿﾔ ﾕﾐ
321 土井　杏南 ﾄﾞｲ ｱﾝﾅ

5 9 青山学院大 256 島田　沙絵 ｼﾏﾀﾞ ｻｴ 45.25
(学　連) 261 足立　紗矢香 ｱﾀﾞﾁ ｻﾔｶ

262 上村　希実 ｳｴﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ
258 藤森　安奈 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ

6 4 倉敷中央高 30 末石　和莉 ｽｴｲｼ ｱｲﾘ 45.38
(岡　山) 31 澤谷　柚花 ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ

32 野口　理帆 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ
33 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ

7 2 新潟医療福祉大 130 新澤　梨乃 ｼﾝｻﾞﾜ ﾘﾉ 45.61
(学　連) 127 前山　美優 ﾏｴﾔﾏ ﾐﾕ

129 椎谷　佳奈子 ｼｲﾔ ｶﾅｺ
128 佐藤　静香 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ

8 3 東京高 39 斉田　果歩 ｻｲﾀ ｶﾎ 46.44
(東　京) 38 福田　真衣 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲ

42 山内　さくら ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ
43 高橋　真由 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった

ー88ー



女子4X400mR
審 判 長：鎌倉　光男
記録主任：西山　博正

日本記録(NR)            3:28.91   日本(青山 聖佳・市川 華菜・千葉 麻美・青木 沙弥佳)2015
U20日本記録(JNR)        3:34.83   日本(天野 恵子・笠島 里美・山形 依希子・柿沼 和恵)1992 10月29日 16:15 予　選
大会記録(GR)            3:34.70   福島大(渡辺 なつみ・丹野 麻美・青木 沙弥佳・金田一 菜可)2007 10月30日 13:25 決　勝

予　選　3組2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 9 東邦銀行 237 武石　この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 3:39.58 1 3 東大阪大敬愛高 15 戸谷　湧海 ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 3:39.61

(福　島) 238 新宮　美歩 ｼﾝｸﾞｳ ﾐﾎ Q (大　阪) 16 戸谷　温海 ﾄﾀﾆ ｱﾂﾐ Q
236 紫村　仁美 ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 20 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ
233 千葉　麻美 ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ 11 佐々木　梓 ｻｻｷ ｱｽﾞｻ

2 3 中央大 196 福嶋　美幸 ﾌｸｼﾏ ﾐﾕｷ 3:39.83 2 8 筑波大 270 荒川　沙絵 ｱﾗｶﾜ ｻｴ 3:43.39

(学　連) 194 藤沼　朱音 ﾌｼﾞﾇﾏ ｱｶﾈ Q (学　連) 272 松本　奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ Q
199 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ･恵 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ ﾒｸﾞ 275 新木　詩乃 ｱﾗｷ ｼﾉ
200 岩田　優奈 ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ 276 佐々木　天 ｻｻｷ ﾃﾝ

3 2 立命館大 245 柴田　知春 ｼﾊﾞﾀ ﾁﾊﾙ 3:40.68 3 9 東京高 41 中島　沙弥香 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 3:44.03

(学　連) 242 木本　彩葉 ｷﾓﾄ ｱﾔﾊ q (東　京) 38 福田　真衣 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲ
239 王子田　萌 ｵｵｼﾃﾞﾝ ﾓｴ 40 守田　紗矢香 ﾓﾘﾀ ｻﾔｶ
240 梅原　紗月 ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ 42 山内　さくら ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ

4 8 市立船橋高 91 比嘉　和希 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 3:41.49 4 5 相洋高 28 野口　友里 ﾉｸﾞﾁ ﾕﾘ 3:45.04

(千　葉) 92 藤井　彩乃 ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾉ q (神奈川) 25 青木　りん ｱｵｷ ﾘﾝ
95 河野　百花 ｺｳﾉ ﾓﾓｶ 27 八柳　千歩 ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾎ
90 泉對　愛莉 ｾﾝｽﾞｲ ｱｲﾘ 26 佐藤　未歩 ｻﾄｳ ﾐﾎ

5 6 福岡大 110 黒岩　晶菜 ｸﾛｲﾜ ｾｲﾅ 3:43.86 5 7 夙川学院高 118 宮田　乙葉 ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ 3:45.07

(学　連) 109 片山　晴日 ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙｶ (兵　庫) 116 尾上　梨香 ｵﾉｴ ﾘｶ
102 重永　乃理子 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾉﾘｺ 114 横田　華恋 ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ
103 花田　優理 ﾊﾅﾀﾞ ﾕﾘ 112 津山　葵 ﾂﾔﾏ ｱｵｲ

6 7 園田学園女子大 143 中島　ひとみ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 3:44.66 6 6 川崎市立橘高 184 ﾃﾞｨﾐﾉ･美貴ｴﾘｰﾇ ﾃﾞｨﾐﾉ ﾐｷｴﾘｰﾇ 3:45.91

(学　連) 144 稲岡　真由 ｲﾅｵｶ ﾏﾕ (神奈川) 190 吉田　薫 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ
149 堀出　百花 ﾎﾘﾃﾞ ﾓﾓｶ 191 佐野　琴美 ｻﾉ ｺﾄﾐ
142 ﾒﾄﾞﾗﾉ･ﾐﾂｴ ﾒﾄﾞﾗﾉ ﾐﾂｴ 183 小山　佳奈 ｺﾔﾏ ｶﾅ

7 1 青山学院大 263 畑澤　桃香 ﾊﾀｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 3:46.96 7 1 至学館高 67 釜田　留奈 ｶﾏﾀﾞ ﾙﾅ 3:46.54

(学　連) 262 上村　希実 ｳｴﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ (愛　知) 68 磯部　まみ ｲｿﾍﾞ ﾏﾐ
267 奧田　真澄 ｵｸﾀﾞ ﾏｽﾐ 71 井上　葉南 ｲﾉｳｴ ﾊﾅ
265 三藤　祐梨子 ﾐﾄｳ ﾕﾘｺ 65 時久　彩音 ﾄｷﾋｻ ｱﾔﾈ

8 5 東大阪大 73 山岡　未与 ﾔﾏｵｶ ﾐﾄ 3:48.30 8 4 駿河台大 349 松本　聖華 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶ 3:47.66

(学　連) 79 石塚　晴子 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｺ (学　連) 347 半田　茉美 ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾐ
74 森　　彩乃 ﾓﾘ ｱﾔﾉ 352 李　　舞 ﾘ ﾏｲ
78 逢坂　友利子 ｵｵｻｶ ﾕﾘｺ 350 伊谷　栞奈 ｲﾀﾆ ｶﾝﾅ

9 4 埼玉栄高 377 石井　菜摘 ｲｼｲ ﾅﾂﾐ 3:50.75 2 早稲田大 DNS
(埼　玉) 376 芝田　望笑 ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ (学　連)

385 豊泉　百々花 ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾓﾓｶ
384 西村　優佳 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ

3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

1 2 新潟医療福祉大 129 椎谷　佳奈子 ｼｲﾔ ｶﾅｺ 3:42.20

(学　連) 127 前山　美優 ﾏｴﾔﾏ ﾐﾕ Q
131 坂井　円 ｻｶｲ ﾏﾄﾞｶ
128 佐藤　静香 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ

2 9 大阪成蹊大 60 島岡　未奈実 ｼﾏｵｶ ﾐﾅﾐ 3:42.90

(学　連) 57 吉見　美咲 ﾖｼﾐ ﾐｻｷ Q
59 中島　藍梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾘ
58 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ

3 1 京都文教高 299 椹木　亜美 ｻﾜﾗｷﾞ ｱﾐ 3:43.82

(京　都) 301 藤山　日鈴 ﾌｼﾞﾔﾏ ｶﾘﾝ
302 村井　萌恵 ﾑﾗｲ ﾓｴ
300 塩見　綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ

4 6 七十七銀行 296 齋藤　真佑 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 3:44.33

(宮　城) 294 倉澤　理絵 ｸﾗｻﾜ ﾘｴ
292 山田　舞 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ
295 伴野　里緒 ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ

5 4 東京学芸大 219 利藤　野乃花 ﾘﾄｳ ﾉﾉｶ 3:44.78

(学　連) 222 中釜　佐和子 ﾅｶｶﾞﾏ ｻﾜｺ
218 山田　はな ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅ
217 安西　この実 ｱﾝｻﾞｲ ｺﾉﾐ

6 3 甲南大 282 西山　沙優 ﾆｼﾔﾏ ｻﾕ 3:45.41

(学　連) 286 藤井　彩和子 ﾌｼﾞｲ ｻﾜｺ
283 松ヶ谷　茜里 ﾏﾂｶﾞﾀﾆ ｱｶﾘ
281 永野　真莉子 ﾅｶﾞﾉ ﾏﾘｺ

7 8 日本体育大 338 小林　茉由 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 3:45.45

(学　連) 333 広沢　真愛 ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ
339 森　　美悠 ﾓﾘ ﾐﾕ
337 福部　真子 ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ

8 5 環太平洋大 170 加島　元香 ｶｼﾏ ﾓﾄｶ 3:46.22

(学　連) 169 亀岡　美鶴 ｶﾒｵｶ ﾐﾂﾙ
171 今村　亜子 ｲﾏﾑﾗ ｱｺ
165 近藤　夏奈 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅ

9 7 武庫川女子大 309 茂森　紗希 ｼｹﾞﾓﾘ ｻｷ 3:53.36

(学　連) 307 江口　あす実 ｴｸﾞﾁ ｱｽﾐ
308 小原　愛里菜 ｵﾊﾗ ｱﾘﾅ
311 寶珠山　汐梨 ﾎｳｼﾞｭﾔﾏ ｼｵﾘ

凡例  DNS:欠場
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女子4X400mR
審 判 長：鎌倉　光男
記録主任：西山　博正

日本記録(NR)            3:28.91   日本(青山 聖佳・市川 華菜・千葉 麻美・青木 沙弥佳)2015
U20日本記録(JNR)        3:34.83   日本(天野 恵子・笠島 里美・山形 依希子・柿沼 和恵)1992 10月29日 16:15 予　選
大会記録(GR)            3:34.70   福島大(渡辺 なつみ・丹野 麻美・青木 沙弥佳・金田一 菜可)2007 10月30日 13:25 決　勝

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 6 東大阪大敬愛高 15 戸谷　湧海 ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 3:41.26

(大　阪) 16 戸谷　温海 ﾄﾀﾆ ｱﾂﾐ
11 佐々木　梓 ｻｻｷ ｱｽﾞｻ
20 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ

2 5 東邦銀行 237 武石　この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 3:42.09

(福　島) 233 千葉　麻美 ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ
238 新宮　美歩 ｼﾝｸﾞｳ ﾐﾎ
234 青木　沙弥佳 ｱｵｷ ｻﾔｶ

3 4 新潟医療福祉大 129 椎谷　佳奈子 ｼｲﾔ ｶﾅｺ 3:42.27

(学　連) 127 前山　美優 ﾏｴﾔﾏ ﾐﾕ
131 坂井　円 ｻｶｲ ﾏﾄﾞｶ
128 佐藤　静香 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ

4 7 中央大 196 福嶋　美幸 ﾌｸｼﾏ ﾐﾕｷ 3:42.67

(学　連) 194 藤沼　朱音 ﾌｼﾞﾇﾏ ｱｶﾈ
199 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ･恵 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ ﾒｸﾞ
200 岩田　優奈 ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ

5 9 大阪成蹊大 57 吉見　美咲 ﾖｼﾐ ﾐｻｷ 3:43.07

(学　連) 59 中島　藍梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾘ
62 安井　彩奈 ﾔｽｲ ｱﾔﾅ
58 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ

6 2 市立船橋高 91 比嘉　和希 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 3:43.56

(千　葉) 90 泉對　愛莉 ｾﾝｽﾞｲ ｱｲﾘ
95 河野　百花 ｺｳﾉ ﾓﾓｶ
92 藤井　彩乃 ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾉ

7 3 立命館大 245 柴田　知春 ｼﾊﾞﾀ ﾁﾊﾙ 3:45.82

(学　連) 242 木本　彩葉 ｷﾓﾄ ｱﾔﾊ
240 梅原　紗月 ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ
239 王子田　萌 ｵｵｼﾃﾞﾝ ﾓｴ

8 8 筑波大 270 荒川　沙絵 ｱﾗｶﾜ ｻｴ 3:46.06

(学　連) 272 松本　奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ
275 新木　詩乃 ｱﾗｷ ｼﾉ
271 川上　風花 ｶﾜｶﾐ ﾌｳｶ

凡例  DNS:欠場
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