
コンディション情報

大会総務 平塚 和則 トラック審判長 中島 剛

招集所審判長 鈴木 美代子

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2022/10/01 10:45 晴 24.0 68.0 東南東 0.1

11:00 晴 24.0 68.0 西南西 0.1

12:00 晴 25.0 61.0 北 0.4

13:00 晴 25.5 58.0 北 0.1

14:00 晴 26.0 55.0 西北西 0.3

15:00 晴 26.0 58.0 北 0.4

16:00 晴 26.0 55.0 北 0.1

17:00 晴 26.0 55.0 南南西 0.1

2022/10/02 10:30 晴 25.0 54.0 南南東 0.7

11:00 晴 25.0 51.0 西南西 0.2

12:00 晴 26.5 47.0 東北東 0.4

13:00 晴 26.5 46.0 南西 0.1

14:00 晴 27.5 43.0 北北西 0.2

15:00 晴 27.0 43.0 南南東 0.3

16:00 晴 27.0 43.0 南南西 0.1

17:00 晴 26.5 46.0 南西 0.1
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ト ラ ッ ク 審 判 長 中島 剛

ス タ ー ト 審 判 長 関 隆史

招 集 所 審 判 長 鈴木 美代子

記 録 主 任 蒲牟田 和彦

日付 種目

大東文化大学 39.05 東海大学 39.11 早稲田大学 39.33 中央大学 39.44 順天堂大学 39.49 洛南高校 39.65 日本体育大学 39.97 福岡大学 40.09

深川 真平(3) 熊田 竜也(3) 三浦 励央奈(4) 鷹 祥永(2) 木梨 嘉紀(3) 田村 莉樹(3) 増本 大吾(4) 山口 純平(2)

守 祐陽(1) 愛宕 頼(1) 稲毛 碧(3) 藤原 寛人(2) 宇野 勝翔(3) 南本 陸斗(3) 林 拓優(M1) 原田 暁(4)

平野 翔大(4) 下地 駿麻(3) 池淵 秀(3) 宮﨑 匠(3) 海老澤 蓮(2) 村松 悦基(1) 今野 大生(3) 大石 雄也(4)

假屋 直幹(4) 小島 大ﾎﾟｰﾙ(2) 西 裕大(3) 藤井 和寿(2) 村竹 ﾗｼｯﾄﾞ(3) 大石 凌功(3) 井澤 竜二(4) 平良 光勇真(4)

早稲田大学 3:05.23 法政大学 3:06.51 近畿大学 3:06.93 中央大学 3:06.95 東福岡高校 3:07.81 駿河台大学 3:08.12 関西学院大学 3:08.69 相洋高校 3:09.96

眞々田 洸大(2) 児玉 悠作(4) 末長 智幸(3) 西山 雄志(1) 庄籠 大翔(2) HR 勝 優虎(4) 横山 修大(3) 民谷 頼里(2)

新上 健太(3) 黒川 和樹(3) 濱口 虎汰郎(3) 三好 涼太(3) 渕上 翔太(2) 志賀 優晟(4) 安藤 礁吾(3) 中谷 颯汰(3)

藤好 駿太(3) 富田 大智(3) 西山 遥斗(4) 稲川 慧亮(2) 小坂 洸樹(2) 明石 昂樹(4) 内野々 諒(3) 江崎 優斗(2)

竹内 彰基(3) 地主 直央(3) 竹内 涼城(3) 森 周志(4) 冨永 湧平(3) 志賀 康晟(2) 山田 彩翔(1) 石川 駿(2)

凡例  HR:日本高校記録

10月2日 NCH男子4X400mR

第106回日本陸上競技選手権大会 ﾘﾚｰ競技 【22500243】 
国立競技場 【131040】 
2022/10/01 ～ 2022/10/02

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月2日 NCH男子4X100mR



ト ラ ッ ク 審 判 長 中島 剛

ス タ ー ト 審 判 長 関 隆史

招 集 所 審 判 長 鈴木 美代子

記 録 主 任 蒲牟田 和彦

日付 種目

甲南大学 44.72 環太平洋大学 45.15 日本体育大学 45.27 作新学院大学 45.96 常盤木学園高校 46.06 園田学園女子大学 46.11 駿河台大学 46.15 法政大学 46.27

岡根 和奏(1) 岩井 樹梨亜(1) 綿貫 真尋(1) 市川 亜澄(3) 板橋 瑠花(2) 杉村 美緒(4) 鈴木 聖菜(4) 川中 葵琳(3)

青山 華依(2) 前川 七海(1) 工藤 聖莉奈(2) 福田 奈央(4) 大槻 ゆめ(2) 三浦 愛華(3) 田中 きよの(3) 佐藤 瑠歩(2)

奥野 由萌(1) 石堂 陽奈(2) 広沢 優美(4) 関根 こころ(3) 千葉 安珠(1) 廣瀬 桃奈(4) 小針 涼葉(4) 熊谷 遥未(3)

井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ 風果(3) 清水 鈴奈(1) 髙橋 真由(4) 瀬沼 有咲(3) 浅野 結(2) 安達 茉鈴(2) 児玉 楓夏(4) 満永 朱音(2)

立命館大学 3:37.85 法政大学 3:38.43 青山学院大学 3:38.44 日本体育大学 3:38.54 中央大学 3:38.83 福岡大学 3:39.04 中京大中京高校 3:41.49 園田学園女子大学 3:41.63

松尾 季奈(4) 川中 葵琳(3) 金子 ひとみ(3) 佐々木 慧(3) 高島 菜都美(4) 森山 静穂(3) 中澤 愛菜(2) 安藤 百夏(4)

工藤 芽衣(2) 田橋 柚希乃(2) 青木 穂花(3) 吉田 詩央(3) 佐藤 美里(1) 髙野 七海(3) 和佐田 真広(3) 栃尾 陽菜(1)

吉岡 里奈(3) 佐藤 瑠歩(2) ﾋﾘｱｰ 紗璃苗(3) 森山 奈菜絵(3) 大島 愛梨(4) 村岡 芽依(2) 中野 知咲(3) 齊藤 朋佳(4)

山本 亜美(2) 熊谷 遥未(3) 髙島 咲季(3) 須藤 美桜(3) 松岡 萌絵(2) 城戸 優来(3) 平野 里歩(2) 安達 茉鈴(2)

凡例 

10月2日 NCH女子4X400mR

第106回日本陸上競技選手権大会 ﾘﾚｰ競技 【22500243】
国立競技場 【131040】
2022/10/01 ～ 2022/10/02

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月2日 NCH女子4X100mR



第106回日本陸上競技選手権大会 ﾘﾚｰ競技 【22500243】 新・タイ記録一覧表
国立競技場 【131040】 出力時刻 2022/10/02 17:40

2022/10/01 ～ 2022/10/02

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 10月2日 日本高校記録 男 NCH 4X400mR 決　勝 1 5 3:07.81 東福岡高校(福　岡) 庄籠 大翔(2)

渕上 翔太(2)
小坂 洸樹(2)
冨永 湧平(3)



NCH男子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

世界記録(WR)                 36.84     JAM･ジャマイカ(Nesta CARTER･Michael FRATER･Yohan BLAKE･Usain BOLT)2012

アジア記録(AR)               37.43     日本(多田 修平･白石 黄良々･桐生 祥秀･ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ･ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ)2019

日本記録(NR)                 37.43     日本(多田 修平･白石 黄良々･桐生 祥秀･ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ･ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ)2019 10月1日 14:10 予　選

大会記録(CR)                 38.79     筑波大(西田 佳哉･大瀬戸 一馬･矢野 琢斗･長田 拓也)2015 10月2日 13:30 決　勝

予　選　4組1着＋4

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 早稲田大学 371 三浦 励央奈(4) ﾐｳﾗ ﾚｵﾅ 39.09 1 4 洛南高校 337 田村 莉樹(3) ﾀﾑﾗ ﾘｷ 39.62

367 稲毛 碧(3) ｲﾅｹﾞ ｱｵｲ Q 339 南本 陸斗(3) ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾘｸﾄ Q

366 池淵 秀(3) ｲｹﾌﾁ ﾋﾃﾞ 0.169 340 村松 悦基(1) ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｷ 0.164

370 西 裕大(3) ﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 336 大石 凌功(3) ｵｵｲｼ ﾘｸ

2 4 大東文化大学 165 齊藤 光来(4) ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 39.56 2 9 東海大学北海道 198 松本 虎流(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ 40.26

169 守 祐陽(1) ﾓﾘ ﾕｳﾋ q 197 林 翔矢(4) ﾊﾔｼ ｼｮｳﾔ

166 平野 翔大(4) ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 0.168 193 赤沼 志龍(4) ｱｶﾇﾏ ｼﾘｭｳ 0.137

164 假屋 直幹(4) ｶﾘﾔ ﾅｵｷ 196 中村 伊吹(4) ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ [40.257]

3 6 明治大学 325 木村 颯太(3) ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 40.00 3 8 小島ﾌﾟﾚｽ 113 野村 勇輝 ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 40.66

326 木村 稜(3) ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 117 若杉 俊佑 ﾜｶｽｷﾞ ｼｭﾝｽｹ

327 小林 枚也(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾔ 0.174 114 服部 辰也 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 0.179

329 松下 かなう(2) ﾏﾂｼﾀ ｶﾅｳ 116 山田 佑輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

4 3 名古屋大学 232 西川原 友輝(2) ﾆｼｶﾜﾗ ﾄﾓｷ 40.50 4 6 関西学院大学 64 松村 大二郎(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 40.82

233 本郷 汰樹(M2) ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ 63 仲田 圭吾(3) ﾅｶﾀ ｹｲｺﾞ

231 鳥居 青矢(4) ﾄﾘｲ ｾｲﾔ 0.200 59 岡本 直也(3) ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 0.175

234 山本 悠生(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 61 首藤 大(2) ｽﾄｳ ﾀﾞｲ

5 9 中京大中京高校 184 田邉 隼門(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 40.52 5 2 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 279 則貞 魁(3) ﾉﾘｻﾀﾞ ｶｲ 40.88

183 髙橋 大地(3) ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 280 宮本 一樹(1) ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ

185 向井 悠汰(2) ﾑｶｲ ﾕｳﾀ 0.158 278 川田 一稀(2) ｶﾜﾀ ｶｽﾞｷ 0.166

181 亀山 祥吾(3) ｶﾒﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 282 山下 雄紀(2) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ [40.878]

6 1 駿河台大学 139 津田 葵音(1) ﾂﾀﾞ ｱｵﾄ 40.58 6 7 日本大学 259 小峰 大和(1) ｺﾐﾈ ﾔﾏﾄ 40.95

138 小林 研太(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 262 中村 仁平(2) ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝﾍﾟｲ

136 川嶋 陸(3) ｶﾜｼﾏ ﾘｸ 0.146 263 宮嶋 翔大(1) ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 0.204

135 ｵﾘｻ 裕司ﾏｲｹﾙ(2) ｵﾘｻ ﾕｳｼﾞﾏｲｹﾙ 261 中尾 洋翔(2) ﾅｶｵ ﾋﾛﾄ

7 8 市立船橋高校 11 八幡 琉空(2) ﾔﾊﾀ ﾘｸ 40.86 3 大阪大学 35 吉田 真拓(5) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ DQ,R2

7 田原 慶人(1) ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ 34 松中 馨大(3) ﾏﾂﾅｶ ｹｲﾀ

12 山下 遥也(3) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾔ 0.175 30 梅田 光太朗(2) ｳﾒﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

9 藤橋 亮太郎(2) ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 33 中澤 航介(3) ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｽｹ

8 2 復刻ｱｽﾘｰﾄ 300 清瀬 大暉 ｷﾖｾ ﾀﾞｲｷ 40.88 5 関西大学 51 宮内 和哉(3) ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾔ DNF

301 野坂 迅斗 ﾉｻｶ ﾊﾔﾄ 49 藤井 恒輝(3) ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ

298 加古 裕馬 ｶｺ ﾕｳﾏ 0.198 50 松井 健斗(2) ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ

303 森川 雄太 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ [40.880] 57 山田 雄大(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

7 環太平洋大学 74 大橋 明翔(1) ｵｵﾊｼ ｱｷﾄ DQ,R2

76 山崎 一沙(1) ﾔﾏｻｷ ｲｯｻ

73 臼田 紳二(2) ｳｽﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

75 福庭 陽成(3) ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ

3組 4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 中央大学 170 鷹 祥永(2) ﾀｶ ｼｮｳｴｲ 39.47 1 7 順天堂大学 120 木梨 嘉紀(3) ｷﾅｼ ﾖｼｷ 39.30

173 藤原 寛人(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ Q 118 宇野 勝翔(3) ｳﾉ ｼｮｳﾄ Q

174 宮﨑 匠(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 0.182 119 海老澤 蓮(2) ｴﾋﾞｻﾜ ﾚﾝ 0.163

172 藤井 和寿(2) ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾄｼ 127 村竹 ﾗｼｯﾄﾞ(3) ﾑﾗﾀｹ ﾗｼｯﾄﾞ

2 5 東海大学 188 熊田 竜也(3) ｸﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 39.49 2 5 立命館大学 348 相生 敦海(3) ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 40.08

187 愛宕 頼(1) ｱﾀｺﾞ ﾗｲ q 353 山中 聖也(3) ﾔﾏﾅｶ ｾｲﾔ

190 下地 駿麻(3) ｼﾓｼﾞ ｼｭﾝﾏ 0.186 351 松田 慎太郎(2) ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 0.174

191 山口 凜也(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝﾔ 349 今関 康明(3) ｲﾏｾﾞｷ ﾔｽｱｷ

3 6 日本体育大学 252 増本 大吾(4) ﾏｽﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 39.72 3 4 法政大学 306 田中 翔大(1) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 40.16

251 林 拓優(M1) ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ q 309 松浦 謙聖(4) ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｾｲ

249 今野 大生(3) ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 0.189 310 山路 康太郎(4) ﾔﾏｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 0.164

247 井澤 竜二(4) ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 308 林 哉太(3) ﾊﾔｼ ｶﾅﾀ

4 7 福岡大学 291 山口 純平(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 39.73 4 6 近畿大学 90 髙木 恒(4) ﾀｶｷﾞ ｺｳ 40.26

290 原田 暁(4) ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ q 91 田原 晴斗(4) ﾀﾊﾞﾙ ﾊﾙﾄ

287 大石 雄也(4) ｵｵｲｼ ﾕｳﾔ 0.170 93 山口 冬馬(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾏ 0.162

289 平良 光勇真(4) ﾀｲﾗ ﾋｭｳﾏ 89 馬出 晟冶(4) ｳﾏﾃﾞ ｾｲﾔ [40.257]

5 3 明星学園高校 318 飯澤 航洋(2) ｲｲｻﾞﾜ ｺｳﾖｳ 40.38 5 8 大阪国際大学 21 廣野 温大(2) ﾋﾛﾉ ﾊﾙﾄ 40.44

319 岩永 優月(2) ｲﾜﾅｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 22 二井 悠太(3) ﾌﾀｲ ﾕｳﾀ

320 川津 靖生(3) ｶﾜﾂ ｼｮｳｷ 0.182 23 山本 稔太(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾀ 0.189

321 神戸 毅裕(3) ｺﾞｳﾄﾞ ﾀｹﾋﾛ 20 辻中 悠河(4) ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｳｶﾞ

6 2 立教大学 346 布川 隼帆(2) ﾇﾉｶﾜ ｼｭﾝﾎ 40.77 6 3 東京学芸大学 203 豊嶋 琉久(4) ﾄﾖｼﾏ ﾘｸ 40.80

345 佐藤 蓮(3) ｻﾄｳ ﾚﾝ 200 内田 将太(M2) ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ

344 熊井 裕人(4) ｸﾏｲ ﾕｳﾄ 0.152 199 朝霧 純稀(4) ｱｻｷﾞﾘ ｼﾞｭﾝｷ 0.203

342 太田 善(2) ｵｵﾀ ｾﾞﾝ 201 大芝 健人(4) ｵｵｼﾊﾞ ﾀｹﾄ

7 8 新潟医療福祉大学 246 矢坂 昇太(4) ﾔｻｶ ｼｮｳﾀ 40.89 7 9 大阪体育大学 25 泉 翔太(2) ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 40.99

243 二階堂 陸(3) ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾘｸ 29 馬場 勇弥(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾔ

244 原 夢輝(2) ﾊﾗ ﾕﾒｷ 0.217 28 萩尾 脩人(2) ﾊｷﾞｵ ｼｭｳﾄ 0.156

241 小根山 慶汰(2) ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 27 大西 蒼玄(3) ｵｵﾆｼ ｿｳｹﾞﾝ

9 富山大学 227 ﾑｶﾞﾋﾞ 崇美ｱﾗﾝ(1) ﾑｶﾞﾋﾞ ｽｳﾋﾞｱﾗﾝ DQ,FS 8 2 ＡＳＡＰ 15 土方 誠 ﾋｼﾞｶﾀ ﾏｺﾄ 41.00

226 本間 和志(3) ﾎﾝﾏ ｶｽﾞｼ 16 平野 颯人 ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ

223 串田 幹士(4) ｸｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 17 黛 直汰朗 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾅｵﾀﾛｳ 0.169

224 小泉 侑真(M2) ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 13 高田 和 ﾀｶﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ

凡例  Q:順位による通過者 DNF:途中棄権 q:記録による通過者 DQ:失格 FS:(TR16.8)不正ｽﾀｰﾄ R2:(TR24.7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった



NCH男子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

世界記録(WR)                 36.84     JAM･ジャマイカ(Nesta CARTER･Michael FRATER･Yohan BLAKE･Usain BOLT)2012

アジア記録(AR)               37.43     日本(多田 修平･白石 黄良々･桐生 祥秀･ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ･ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ)2019

日本記録(NR)                 37.43     日本(多田 修平･白石 黄良々･桐生 祥秀･ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ･ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ)2019 10月1日 14:10 予　選

大会記録(CR)                 38.79     筑波大(西田 佳哉･大瀬戸 一馬･矢野 琢斗･長田 拓也)2015 10月2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 9 大東文化大学 167 深川 真平(3) ﾌｶｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 39.05

169 守 祐陽(1) ﾓﾘ ﾕｳﾋ

166 平野 翔大(4) ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 0.185

164 假屋 直幹(4) ｶﾘﾔ ﾅｵｷ

2 8 東海大学 188 熊田 竜也(3) ｸﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 39.11

187 愛宕 頼(1) ｱﾀｺﾞ ﾗｲ

190 下地 駿麻(3) ｼﾓｼﾞ ｼｭﾝﾏ 0.160

189 小島 大ﾎﾟｰﾙ(2) ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ

3 7 早稲田大学 371 三浦 励央奈(4) ﾐｳﾗ ﾚｵﾅ 39.33

367 稲毛 碧(3) ｲﾅｹﾞ ｱｵｲ

366 池淵 秀(3) ｲｹﾌﾁ ﾋﾃﾞ 0.171

370 西 裕大(3) ﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ

4 6 中央大学 170 鷹 祥永(2) ﾀｶ ｼｮｳｴｲ 39.44

173 藤原 寛人(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ

174 宮﨑 匠(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 0.178

172 藤井 和寿(2) ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾄｼ

5 5 順天堂大学 120 木梨 嘉紀(3) ｷﾅｼ ﾖｼｷ 39.49

118 宇野 勝翔(3) ｳﾉ ｼｮｳﾄ

119 海老澤 蓮(2) ｴﾋﾞｻﾜ ﾚﾝ 0.167

127 村竹 ﾗｼｯﾄﾞ(3) ﾑﾗﾀｹ ﾗｼｯﾄﾞ

6 4 洛南高校 337 田村 莉樹(3) ﾀﾑﾗ ﾘｷ 39.65

339 南本 陸斗(3) ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾘｸﾄ

340 村松 悦基(1) ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｷ 0.153

336 大石 凌功(3) ｵｵｲｼ ﾘｸ

7 3 日本体育大学 252 増本 大吾(4) ﾏｽﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 39.97

251 林 拓優(M1) ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ

249 今野 大生(3) ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 0.183

247 井澤 竜二(4) ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ

8 2 福岡大学 291 山口 純平(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 40.09

290 原田 暁(4) ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ

287 大石 雄也(4) ｵｵｲｼ ﾕｳﾔ 0.178

289 平良 光勇真(4) ﾀｲﾗ ﾋｭｳﾏ

凡例  Q:順位による通過者 DNF:途中棄権 q:記録による通過者 DQ:失格 FS:(TR16.8)不正ｽﾀｰﾄ R2:(TR24.7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった



NCH男子4X400mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

世界記録(WR)               2:54.29     USA･アメリカ(Andrew VALMON･Guincy WATTS･Butch REYNOLDS･Michael JOHNSON)1993

アジア記録(AR)             2:59.51     日本(佐藤 風雅･川端 魁人･ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ･中島 佑気 ｼﾞｮｾﾌ)2022

日本記録(NR)               2:59.51     日本(佐藤 風雅･川端 魁人･ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ･中島 佑気 ｼﾞｮｾﾌ)2022 10月1日 17:05 予　選

大会記録(CR)               3:04.68     日本大(鵜池 優至･荘司 晃佑･山本 竜大･井上 大地)2020 10月2日 17:15 決　勝

予　選　4組1着＋4

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 早稲田大学 376 眞々田 洸大(02) ﾏﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 3:05.05 1 4 法政大学 314 児玉 悠作(00) ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 3:06.24

373 新上 健太(01) ｼﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ Q 313 黒川 和樹(01) ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ Q

375 藤好 駿太(01) ﾌｼﾞﾖｼ ｼｭﾝﾀ 0.177 307 富田 大智(01) ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲﾁ 0.249

374 竹内 彰基(01) ﾀｹｳﾁ ｱｷﾉﾘ 315 地主 直央(01) ｼﾞﾇｼ ﾅｵﾋﾛ

2 4 駿河台大学 143 勝 優虎(01) ｶﾂ ﾕｳﾄ 3:07.83 2 5 近畿大学 95 末長 智幸(01) ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓﾕｷ 3:06.44

145 志賀 優晟(00) ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ q 98 濱口 虎汰郎(01) ﾊﾏｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ q

141 明石 昂樹(00) ｱｶｼ ｺｳｷ 0.212 97 西山 遥斗(00) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 0.176

144 志賀 康晟(02) ｼｶﾞ ｺｳｾｲ 96 竹内 涼城(01) ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｷ

3 2 東福岡高校 274 庄籠 大翔(05) ｼｮｳｺﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 3:09.35 3 2 Accel Track Club 3 板鼻 航平(94) ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ 3:10.45

276 渕上 翔太(05) ﾌﾁｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ q 1 相山 慶太郎(94) ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ

273 小坂 洸樹(05) ｺｻｶ ﾋﾛｷ 0.165 4 神田 真生(99) ｶﾝﾀﾞ ﾏｻｷ 0.201

275 冨永 湧平(04) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾍｲ 2 飯塚 啓伍(95) ｲｲﾂﾞｶ ｹｲｺﾞ

4 7 相洋高校 156 民谷 頼里(05) ﾀﾐﾔ ﾗｲﾘ 3:09.53 4 6 福岡大学 294 早田 駿斗(01) ｿｳﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 3:11.30

153 江崎 優斗(06) ｴｻﾞｷ ﾕｳﾄ q 295 福嶋 慶記(01) ﾌｸｼﾏ ﾖｼｷ

157 中谷 颯汰(04) ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾀ 0.217 291 山口 純平(02) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 0.168

152 石川 駿(05) ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ 287 大石 雄也(00) ｵｵｲｼ ﾕｳﾔ

5 8 仙台大学 147 菊地 翔哉(02) ｷｸﾁ ｼｮｳﾔ 3:09.55 5 7 国士舘大学 109 佐藤 健太(03) ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 3:12.03

150 高橋 洸成(03) ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 108 西能 司(00) ｻｲﾉｳ ﾂｶｻ

149 佐々木 優里(02) ｻｻｷ ﾕｳﾘ 0.188 111 三井 暖(02) ﾐﾂｲ ﾀﾞﾝ 0.226

148 小沼 史弥(03) ｺﾇﾏ ﾌﾐﾔ 110 常住 優太(00) ﾂﾈﾂﾞﾐ ﾕｳﾀ

6 6 関西大学 52 森原 蓮斗(03) ﾓﾘﾊﾗ ﾚﾝﾄ 3:10.23 6 8 成田高校 238 久保田 航生(05) ｸﾎﾞﾀ ｺｳｷ 3:13.29

48 濱田 澪(03) ﾊﾏﾀﾞ ﾚｲ 236 太田 瑞渉(05) ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾎ

53 京竹 泰雅(03) ｷｮｳﾀｹ ﾀｲｶﾞ 0.182 237 川村 瑞記(05) ｶﾜﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 0.221

56 増田 潮音(01) ﾏｽﾀﾞ ｼｵﾝ 235 伊橋 璃矩(05) ｲﾊｼ ﾘｸ

7 3 立命館大学 357 福字 涼太郎(02) ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3:11.05 3 順天堂大学 DNS

355 菅沼 玲央(03) ｽｶﾞﾇﾏ ﾚｵ

354 酒井 佑弥(01) ｻｶｲ ﾕｳﾔ 0.171

356 野瀬 大輝(01) ﾉｾ ﾀﾞｲｷ

3組 4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 中央大学 177 西山 雄志(03) ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼ 3:08.48 1 4 関西学院大学 69 山田 彩翔(03) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾄ 3:09.74

178 三好 涼太(01) ﾐﾖｼ ﾘｮｳﾀ Q 70 横山 修大(01) ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳﾀ Q

176 稲川 慧亮(02) ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 0.155 66 内野々 諒(01) ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 0.203

179 百田 仁成(01) ﾓﾓﾀ ﾋﾄﾅﾘ 65 安藤 礁吾(01) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ

2 6 環太平洋大学 77 岡村 元太(03) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 3:10.30 2 5 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 277 川北 脩斗(02) ｶﾜｷﾀ ｼｭｳﾄ 3:10.77

80 水津 享(01) ｽｲｽﾞ ｷｮｳ 281 森 貫太(02) ﾓﾘ ｶﾝﾀ

78 加藤 快(02) ｶﾄｳ ｶｲ 0.199 284 中山 敬太(03) ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 0.184

79 佐藤 恵斗(01) ｻﾄｳ ｹｲﾄ 285 眞砂 潤也(01) ﾏｻｺﾞ ｼﾞｭﾝﾔ [3:10.764]

3 5 大東文化大学 163 渡邉 彰太(01) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 3:10.65 3 6 京都産業大学 84 田口 竜也(00) ﾀｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 3:10.77

158 大舘 健人(01) ｵｵﾀﾞﾃ ｹﾝﾄ 87 野田 将太郎(01) ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

162 吉田 有佑(01) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 0.197 82 壹岐 元太(03) ｲｷ ｹﾞﾝﾀ 0.179

161 中井 脩太(01) ﾅｶｲ ｼｭｳﾀ 86 中川 諒(00) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ [3:10.768]

4 7 東京農業大学 206 藤 太樹(03) ﾄｳ ﾀｲｷ 3:10.93 4 8 大阪大学 32 長 奎吾(98) ﾁｮｳ ｹｲｺﾞ 3:11.14

207 富田 涼太郎(01) ﾄﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 39 広兼 浩二朗(95) ﾋﾛｶﾈ ｺｳｼﾞﾛｳ

205 小田 佳喜(02) ｵﾀﾞ ﾖｼｷ 0.228 40 細野 航太郎(99) ﾎｿﾉ ｺｳﾀﾛｳ 0.217

208 ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ ｱﾗﾝ(00) ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ ｱﾗﾝ 36 志賀 颯(98) ｼｶﾞ ﾊﾔﾀ

5 8 日本体育大学 255 米田 太陽(01) ｺﾒﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 3:12.29 5 2 復刻ｱｽﾘｰﾄ 303 森川 雄太(97) ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 3:11.43

247 井澤 竜二(01) ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 298 加古 裕馬(97) ｶｺ ﾕｳﾏ

258 渡邉 幹太(03) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀ 0.186 301 野坂 迅斗(02) ﾉｻｶ ﾊﾔﾄ 0.199

254 川田 橘平(02) ｶﾜﾀ ｷｯﾍﾟｲ 305 橋本 太喜(02) ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｷ

6 9 同志社大学 219 國枝 翔来(00) ｸﾆｴﾀﾞ ﾄﾋﾞﾗ 3:13.60 6 3 RUDOLF 361 片山 雄斗(97) ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 3:11.83

220 河野 彰真(00) ｺｳﾉ ｼｮｳﾏ 363 中川 滋貴(95) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞｷ

221 澤田 翔平(01) ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 0.222 364 前山 陽軌(96) ﾏｴﾔﾏ ﾊﾙｷ 0.177

222 水田 陸斗(03) ﾐｽﾞﾀ ﾘｸﾄ 365 山木 伝説(96) ﾔﾏｷ ｶｹﾙ

7 3 鹿児島南高校 44 坂元 龍晟(06) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 3:14.49 7 9 ＵＮＩＴＥ 330 大瀧 颯馬(96) ｵｵﾀｷ ｿｳﾏ 3:15.74

43 金城 篤哉(06) ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾂﾔ 333 中野 裕翔(98) ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ

42 川上 亮磨(04) ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾏ 0.210 335 三田 真也(95) ﾐﾀ ｼﾝﾔ 0.165

45 須田 心太朗(04) ｽﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 331 相良 和希(96) ｻｶﾞﾗ ｶｽﾞｷ

2 東京農大二高校 DNS 7 日本大学 DNS

凡例  HR:日本高校記録 DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



NCH男子4X400mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

世界記録(WR)               2:54.29     USA･アメリカ(Andrew VALMON･Guincy WATTS･Butch REYNOLDS･Michael JOHNSON)1993

アジア記録(AR)             2:59.51     日本(佐藤 風雅･川端 魁人･ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ･中島 佑気 ｼﾞｮｾﾌ)2022

日本記録(NR)               2:59.51     日本(佐藤 風雅･川端 魁人･ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ･中島 佑気 ｼﾞｮｾﾌ)2022 10月1日 17:05 予　選

大会記録(CR)               3:04.68     日本大(鵜池 優至･荘司 晃佑･山本 竜大･井上 大地)2020 10月2日 17:15 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 5 早稲田大学 376 眞々田 洸大(02) ﾏﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 3:05.23

373 新上 健太(01) ｼﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ

375 藤好 駿太(01) ﾌｼﾞﾖｼ ｼｭﾝﾀ 0.176

374 竹内 彰基(01) ﾀｹｳﾁ ｱｷﾉﾘ

2 6 法政大学 314 児玉 悠作(00) ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 3:06.51

313 黒川 和樹(01) ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ

307 富田 大智(01) ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲﾁ 0.241

315 地主 直央(01) ｼﾞﾇｼ ﾅｵﾋﾛ

3 8 近畿大学 95 末長 智幸(01) ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓﾕｷ 3:06.93

98 濱口 虎汰郎(01) ﾊﾏｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ

97 西山 遥斗(00) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 0.181

96 竹内 涼城(01) ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｷ

4 7 中央大学 177 西山 雄志(03) ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼ 3:06.95

178 三好 涼太(01) ﾐﾖｼ ﾘｮｳﾀ

176 稲川 慧亮(02) ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 0.159

180 森 周志(00) ﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ

5 2 東福岡高校 274 庄籠 大翔(05) ｼｮｳｺﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 3:07.81 HR

276 渕上 翔太(05) ﾌﾁｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ

273 小坂 洸樹(05) ｺｻｶ ﾋﾛｷ 0.191

275 冨永 湧平(04) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾍｲ

6 9 駿河台大学 143 勝 優虎(01) ｶﾂ ﾕｳﾄ 3:08.12

145 志賀 優晟(00) ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ

141 明石 昂樹(00) ｱｶｼ ｺｳｷ 0.168

144 志賀 康晟(02) ｼｶﾞ ｺｳｾｲ

7 4 関西学院大学 70 横山 修大(01) ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳﾀ 3:08.69

65 安藤 礁吾(01) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ

66 内野々 諒(01) ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 0.185

69 山田 彩翔(03) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾄ

8 3 相洋高校 156 民谷 頼里(05) ﾀﾐﾔ ﾗｲﾘ 3:09.96

157 中谷 颯汰(04) ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾀ

153 江崎 優斗(06) ｴｻﾞｷ ﾕｳﾄ 0.185

152 石川 駿(05) ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ

凡例  HR:日本高校記録 DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



NCH女子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

世界記録(WR)                 40.82     USA･アメリカ(Tianna MADISON･Allyson FELIX･Bianca KNIGHT･Carmelita JETER)2012

アジア記録(AR)               42.23     CHN･中国(Xiao Lin・Li Yali・Liu Xiaomei・Li Xuemei)1997

日本記録(NR)                 43.33     日本(青木 益未･君嶋 愛梨沙･兒玉 芽生･御家瀬 緑)2022 10月1日 13:45 予　選

大会記録(CR)                 44.37     東邦銀行(佐藤 眞有･千葉 麻美･青木 沙弥佳･渡辺 真弓)2012 10月2日 13:20 決　勝

予　選　4組1着＋4

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 日本体育大学 226 綿貫 真尋(1) ﾜﾀﾇｷ ﾏﾋﾛ 45.53 1 6 環太平洋大学 47 岩井 樹梨亜(1) ｲﾜｲ ｼﾞｭﾘｱ 45.63

221 工藤 聖莉奈(2) ｸﾄﾞｳ ｾﾘﾅ Q 50 前川 七海(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ Q

224 広沢 優美(4) ﾋﾛｻﾜ ﾕﾐ 0.240 46 石堂 陽奈(2) ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 0.232

222 髙橋 真由(4) ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ 49 清水 鈴奈(1) ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ

2 6 駿河台大学 93 鈴木 聖菜(4) ｽｽﾞｷ ｾﾅ 45.98 2 2 作新学院大学 83 市川 亜澄(3) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 46.05

91 児玉 楓夏(4) ｺﾀﾞﾏ ﾌｳｶ q 87 福田 奈央(4) ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ q

92 小針 涼葉(4) ｺﾊﾞﾘ ｽｽﾞﾊ 0.181 85 関根 こころ(3) ｾｷﾈ ｺｺﾛ 0.169

94 田中 きよの(3) ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 86 瀬沼 有咲(3) ｾﾇﾏ ｱﾘｻ

3 4 中京大中京高校 158 秋月 涼子(2) ｱｷﾂﾞｷ ﾘｮｳｺ 46.15 3 3 中央大学 144 久保田 真子(1) ｸﾎﾞﾀ ﾏｺ 46.18

161 林 美希(2) ﾊﾔｼ ﾐｷ 145 佐藤 美里(1) ｻﾄｳ ﾐｻﾄ

162 前田 紗希(3) ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 0.175 147 深澤 あまね(2) ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 0.146

160 藏重 みう(3) ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 146 田路 遥香(3) ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ

4 3 中京大学 157 外園 愛梨(3) ﾎｶｿﾞﾉ ｱｲﾘ 46.40 4 4 立命館大学 285 角 良子(1) ｽﾐ ﾘｮｳｺ 46.52

154 蟹江 璃彩子(1) ｶﾆｴ ﾘｻｺ 287 永石 小雪(1) ﾅｶﾞｲｼ ｺﾕｷ

155 須崎 心優(1) ｽｻﾞｷ ﾐｳ 0.164 284 榎本 樹羅(3) ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾗ 0.193

156 福本 萌菜(1) ﾌｸﾓﾄ ﾓﾅ 283 臼井 文音(4) ｳｽｲ ｱﾔﾈ

5 8 神戸山手女子高校 79 宗野 華楓(2) ｿｳﾉ ﾊﾙｶ 46.74 5 8 中村学園女子高校 195 木本 柊花(3) ｷﾓﾄ ｼｭｳｶ 46.75

77 岩永 彩萌(3) ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾔﾒ 197 福岡 梓音(1) ﾌｸｵｶ ｼｵﾝ

81 好井 愛結(2) ﾖｼｲ ｱﾕ 0.173 201 明日山 結月(3) ｱｹﾋﾞﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 0.200

78 香西 万桜(2) ｺｳｻﾞｲ ﾏｵ 199 前田 美結子(3) ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕｺ

6 2 大阪高校 33 赤坂 珠香(2) ｱｶｻｶ ｼｭｶ 46.89 6 7 筑紫女学園高校 141 松村 寧々(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾈﾈ 46.90

37 松田 空(3) ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 138 上嶋 夏希(3) ｳｴｼﾞﾏ ﾅﾂｷ

34 浅田 真子(2) ｱｻﾀﾞ ﾏｺ 0.153 136 池田 葵(2) ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ 0.183

35 麻生 妃奈乃(3) ｱｿｳ ﾋﾅﾉ 137 井手口 陽菜里(2) ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾅﾘ

7 7 園田学園高校 108 藤原 かれん(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 47.42 7 5 東海大翔洋高校 179 ﾌﾛﾚｽ ｱﾘｴ(3) ﾌﾛﾚｽ ｱﾘｴ 47.21

106 谷口 璃奈(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾅ 175 木村 美結(2) ｷﾑﾗ ﾐﾕ

107 中尾 柚希(3) ﾅｶｵ ﾕｽﾞｷ 0.179 180 松永 藍衣(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｲ 0.169

109 吉田 江梨花(3) ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｶ 177 鈴木 満里奈(3) ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾅ

3組 4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 甲南大学 70 下村 日向子(4) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅｺ 44.74 1 7 常盤木学園高校 131 板橋 瑠花(2) ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 45.97

66 青山 華依(2) ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ Q 132 大槻 ゆめ(2) ｵｵﾂｷ ﾕﾒ Q

69 奥野 由萌(1) ｵｸﾉ ﾕﾒ 0.176 134 千葉 安珠(1) ﾁﾊﾞ ｱﾝｼﾞｭ 0.155

67 井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ 風果(3) ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 130 浅野 結(2) ｱｻﾉ ﾕｲ

2 7 法政大学 256 川中 葵琳(3) ｶﾜﾅｶ ｱｵﾘ 45.70 2 4 青山学院大学 2 倉橋 美穂(1) ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 46.13

258 佐藤 瑠歩(2) ｻﾄｳ ﾙﾎ q 5 髙島 咲季(3) ﾀｶｼﾏ ｻｷ

257 熊谷 遥未(3) ｸﾏｶﾞｴ ﾊﾙﾐ 0.186 1 金子 ひとみ(3) ｶﾈｺ ﾋﾄﾐ 0.185

260 満永 朱音(2) ﾐﾂﾅｶﾞ ｱｶﾈ 4 塩田 夏鈴(4) ｼｵﾀﾞ ｶﾘﾝ

3 5 園田学園女子大学 115 杉村 美緒(4) ｽｷﾞﾑﾗ ﾐｵ 45.85 3 3 大分雄城台高校 32 宮岡 悠子(3) ﾐﾔｵｶ ﾕｳｺ 46.65

117 三浦 愛華(3) ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ q 31 谷中 天架(1) ﾀﾆﾅｶ ﾃﾝｶ

116 廣瀬 桃奈(4) ﾋﾛｾ ﾓﾓﾅ 0.222 28 佐伯 典香(3) ｻｲｷ ﾃﾝｶ 0.166

113 安達 茉鈴(2) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 27 大林 璃音(2) ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ

4 8 新潟医療福祉大学 212 小川 ひかり(3) ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾘ 46.79 4 5 京都橘高校 55 福井 彩乃(2) ﾌｸｲ ｱﾔﾉ 46.73

214 遠山 侑里(2) ﾄｵﾔﾏ ﾕﾘ 56 森本 海咲希(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｷ

213 笠原 理瑚(M1) ｶｻﾊﾗ ﾘｺ 0.238 52 河野 桃々(1) ｺｳﾉ ﾓﾓ 0.218

211 穴澤 沙也可(M1) ｱﾅｻﾞﾜ ｻﾔｶ 53 瀧野 未来(2) ﾀｷﾉ ﾐｸ

5 4 市立船橋高校 13 品村 百香(2) ｼﾅﾑﾗ ﾓﾓｶ 47.76 5 2 宇治山田商業高校 22 阪村 美紅(2) ｻｶﾑﾗ ﾐｸ 47.08

16 樋口 葵(2) ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 24 中川 真友(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ

11 亀山 美南(1) ｶﾒﾔﾏ ﾐﾅﾐ 0.173 26 前川 優奈(3) ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 0.200

19 伊藤 麻紗(1) ｲﾄｳ ｱｻ [47.751] 23 世古 綾葉(3) ｾｺ ｱﾔﾊ

6 2 同志社大学 185 中尾 玲(3) ﾅｶｵ ﾚｲ 47.76 6 6 福岡大学 251 加藤 汐織(3) ｶﾄｳ ｼｵﾘ 51.31

186 柳澤 祐衣(4) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｲ 249 森山 静穂(3) ﾓﾘﾔﾏ ｼｽﾞﾎ

181 黄瀬 蒼(4) ｷｾ ｱｵｲ 0.198 246 城戸 優来(3) ｷﾄﾞ ﾕｳｷ 0.183

184 谷 奈美(2) ﾀﾆ ﾅﾐ [47.760] 247 田島 美春(1) ﾀｼﾞﾏ ﾐﾊﾙ

6 山梨学院大学 278 高須 鮎香(3) ﾀｶｽ ｱﾕｶ DQ,R2 8 日本女子体育大学 234 伊藤 すずほ(3) ｲﾄｳ ｽｽﾞﾎ DNF

275 阿部 璃音(2) ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 237 鴻田 萌子(2) ｺｳﾀﾞ ﾓｴｺ

276 大野 瑞奈(2) ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 233 荒井 涼香(2) ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ

279 渡邉 葉月(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 236 金子 実樹(3) ｶﾈｺ ﾐｷ

凡例  Q:順位による通過者 DNF:途中棄権 q:記録による通過者 DQ:失格 R2:(TR24.7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった



NCH女子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

世界記録(WR)                 40.82     USA･アメリカ(Tianna MADISON･Allyson FELIX･Bianca KNIGHT･Carmelita JETER)2012

アジア記録(AR)               42.23     CHN･中国(Xiao Lin・Li Yali・Liu Xiaomei・Li Xuemei)1997

日本記録(NR)                 43.33     日本(青木 益未･君嶋 愛梨沙･兒玉 芽生･御家瀬 緑)2022 10月1日 13:45 予　選

大会記録(CR)                 44.37     東邦銀行(佐藤 眞有･千葉 麻美･青木 沙弥佳･渡辺 真弓)2012 10月2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 4 甲南大学 68 岡根 和奏(1) ｵｶﾈ ﾜｶﾅ 44.72

66 青山 華依(2) ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ

69 奥野 由萌(1) ｵｸﾉ ﾕﾒ 0.187

67 井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ 風果(3) ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ

2 6 環太平洋大学 47 岩井 樹梨亜(1) ｲﾜｲ ｼﾞｭﾘｱ 45.15

50 前川 七海(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ

46 石堂 陽奈(2) ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 0.161

49 清水 鈴奈(1) ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ

3 7 日本体育大学 226 綿貫 真尋(1) ﾜﾀﾇｷ ﾏﾋﾛ 45.27

221 工藤 聖莉奈(2) ｸﾄﾞｳ ｾﾘﾅ

224 広沢 優美(4) ﾋﾛｻﾜ ﾕﾐ 0.196

222 髙橋 真由(4) ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ

4 2 作新学院大学 83 市川 亜澄(3) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 45.96

87 福田 奈央(4) ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ

85 関根 こころ(3) ｾｷﾈ ｺｺﾛ 0.189

86 瀬沼 有咲(3) ｾﾇﾏ ｱﾘｻ

5 5 常盤木学園高校 131 板橋 瑠花(2) ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 46.06

132 大槻 ゆめ(2) ｵｵﾂｷ ﾕﾒ

134 千葉 安珠(1) ﾁﾊﾞ ｱﾝｼﾞｭ 0.167

130 浅野 結(2) ｱｻﾉ ﾕｲ

6 9 園田学園女子大学 115 杉村 美緒(4) ｽｷﾞﾑﾗ ﾐｵ 46.11

117 三浦 愛華(3) ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ

116 廣瀬 桃奈(4) ﾋﾛｾ ﾓﾓﾅ 0.173

113 安達 茉鈴(2) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ

7 3 駿河台大学 93 鈴木 聖菜(4) ｽｽﾞｷ ｾﾅ 46.15

94 田中 きよの(3) ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ

92 小針 涼葉(4) ｺﾊﾞﾘ ｽｽﾞﾊ 0.161

91 児玉 楓夏(4) ｺﾀﾞﾏ ﾌｳｶ

8 8 法政大学 256 川中 葵琳(3) ｶﾜﾅｶ ｱｵﾘ 46.27

258 佐藤 瑠歩(2) ｻﾄｳ ﾙﾎ

257 熊谷 遥未(3) ｸﾏｶﾞｴ ﾊﾙﾐ 0.162

260 満永 朱音(2) ﾐﾂﾅｶﾞ ｱｶﾈ

凡例  Q:順位による通過者 DNF:途中棄権 q:記録による通過者 DQ:失格 R2:(TR24.7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった



NCH女子4X400mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

世界記録(WR)               3:15.17     URS･ソ連(Tatyana LEDOVSKAYA･Olga NANZAROV･Mariya PINIGINA･Olga BRYZGINA)1988

アジア記録(AR)             3:24.28     CHN･中国(An Xiaohong・Bai Xiaoyun・Cao Chunying・Ma Yuqin)1993

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 10月1日 16:30 予　選

大会記録(CR)               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2日 17:05 決　勝

予　選　4組1着＋4

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 福岡大学 252 髙野 七海(01) ﾀｶﾉ ﾅﾅﾐ 3:40.41 1 5 日本体育大学 227 佐々木 慧(01) ｻｻｷ ｹｲ 3:39.00

246 城戸 優来(01) ｷﾄﾞ ﾕｳｷ Q 231 森山 奈菜絵(01) ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅｴ Q

248 村岡 芽依(02) ﾑﾗｵｶ ﾒｲ 0.219 232 吉田 詩央(01) ﾖｼﾀﾞ ｼｵ 0.181

249 森山 静穂(01) ﾓﾘﾔﾏ ｼｽﾞﾎ 229 須藤 美桜(02) ｽﾄﾞｳ ﾐｵ

2 4 東邦銀行 190 中村 美宇(99) ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 3:40.76 2 6 立命館大学 293 吉岡 里奈(01) ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 3:39.11

188 青木 りん(98) ｱｵｷ ﾘﾝ 292 山本 亜美(02) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ q

189 武石 この実(91) ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 0.277 289 工藤 芽衣(02) ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 0.196

192 松本 奈菜子(96) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 291 松尾 季奈(00) ﾏﾂｵ ｷﾅ

3 7 大宮東高校 43 松野 小梅(05) ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ 3:44.01 3 4 中京大中京高校 164 中澤 愛菜(05) ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅ 3:40.49

44 山内 そよ(04) ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ 168 和佐田 真広(04) ﾜｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ q

40 ｲﾚﾁｭｸ ｱﾏｶﾐﾗ(06) ｲﾚﾁｭｸ ｱﾏｶﾐﾗ 0.200 165 中野 知咲(04) ﾅｶﾉ ﾁｻｷ 0.184

42 長島 ありさ(04) ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ 166 平野 里歩(05) ﾋﾗﾉ ﾘﾎ

4 8 滝川第二高校 127 榮 瑠那(05) ｻｶｴ ﾙﾅ 3:47.97 4 7 駿河台大学 97 吉田 佳純(99) ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 3:44.08

124 井谷 陽菜(05) ｲﾀﾆ ﾊﾙﾅ 91 児玉 楓夏(00) ｺﾀﾞﾏ ﾌｳｶ

128 前底 希果(04) ﾏｴｿｺ ﾉﾉｶ 0.199 94 田中 きよの(02) ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 0.315

125 小林 侑加(06) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 89 安達 有羽(02) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ

5 6 東海大相模高校 172 瀬田 陽菜(06) ｾﾀ ﾊﾙﾅ 3:50.51 5 3 園田学園高校 111 好井 万結(05) ﾖｼｲ ﾏﾕ 3:46.13

169 井上 瑞葵(05) ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 106 谷口 璃奈(04) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾅ

171 鈴野 ゆり(04) ｽｽﾞﾉ ﾕﾘ 0.249 112 吉村 心(04) ﾖｼﾑﾗ ｺｺﾛ 0.244

173 和田 久美子(04) ﾜﾀﾞ ｸﾐｺ 107 中尾 柚希(04) ﾅｶｵ ﾕｽﾞｷ

6 5 市立船橋高校 21 星野 美優(06) ﾎｼﾉ ﾐﾕ 3:53.70 6 8 大阪高校 34 浅田 真子(06) ｱｻﾀﾞ ﾏｺ 3:48.23

19 伊藤 麻紗(06) ｲﾄｳ ｱｻ 37 松田 空(04) ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ

16 樋口 葵(05) ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 0.181 39 中村 美裕(05) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 0.209

18 石川 愛梨(05) ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ 35 麻生 妃奈乃(04) ｱｿｳ ﾋﾅﾉ

7 2 常盤木学園高校 131 板橋 瑠花(05) ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 3:54.38 7 2 近大福岡高校 64 廣瀬 沙知(06) ﾋﾛｾ ｻﾁ 3:51.98

133 黒丸 朝日(04) ｸﾛﾏﾙ ｱｻﾋ 60 加来 さくら(04) ｶｸ ｻｸﾗ

194 佐藤 結華(04) ｻﾄｳ ﾕｲｶ 0.188 61 小西 悠生(06) ｺﾆｼ ﾕｳ 0.257

135 細谷 真優(05) ﾎｿﾔ ﾏﾕ 65 吉村 美南(05) ﾖｼﾑﾗ ﾐﾅﾐ

3組 4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 青山学院大学 1 金子 ひとみ(02) ｶﾈｺ ﾋﾄﾐ 3:40.22 1 4 中央大学 149 高島 菜都美(00) ﾀｶｼﾏ ﾅﾂﾐ 3:39.66

7 青木 穂花(01) ｱｵｷ ﾎﾉｶ Q 145 佐藤 美里(03) ｻﾄｳ ﾐｻﾄ Q

10 ﾋﾘｱｰ 紗璃苗(01) ﾋﾘｱｰ ｻﾘﾅ 0.171 148 大島 愛梨(00) ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 0.251

5 髙島 咲季(02) ﾀｶｼﾏ ｻｷ 153 松岡 萌絵(03) ﾏﾂｵｶ ﾓｴ

2 5 園田学園女子大学 119 安藤 百夏(00) ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 3:40.73 2 5 法政大学 262 田橋 柚希乃(03) ﾀﾊﾞｼ ﾕｷﾉ 3:40.02

121 栃尾 陽菜(03) ﾄﾁｵ ﾋﾅﾀ q 256 川中 葵琳(01) ｶﾜﾅｶ ｱｵﾘ q

120 齊藤 朋佳(00) ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ 0.229 263 中野 なみち(01) ﾅｶﾉ ﾅﾐﾁ 0.263

113 安達 茉鈴(03) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 257 熊谷 遥未(01) ｸﾏｶﾞｴ ﾊﾙﾐ

3 6 京都橘高校 57 小野田 菜七(05) ｵﾉﾀﾞ ﾅﾅ 3:44.98 3 7 東大阪大学 240 大西 愛永(00) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ 3:44.71

53 瀧野 未来(05) ﾀｷﾉ ﾐｸ 242 外山 桃(01) ﾄﾔﾏ ﾓﾓ

52 河野 桃々(06) ｺｳﾉ ﾓﾓ 0.205 241 窪 美咲(01) ｸﾎﾞ ﾐｻｷ 0.283

55 福井 彩乃(05) ﾌｸｲ ｱﾔﾉ 244 邨田 菜摘(02) ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ

4 4 相洋高校 99 畑 和希(06) ﾊﾀ ｶｽﾞｷ 3:47.81 4 3 武庫川女子大学 268 山本 早留香(02) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 3:45.04

103 山部 愛心(06) ﾔﾏﾍﾞ ｱｺ 264 石野 智深(02) ｲｼﾉ ﾄﾓﾐ

102 光井 梨乃(04) ﾐﾂｲ ﾘﾉ 0.263 267 中野 菜乃(01) ﾅｶﾉ ﾅﾉ 0.162

98 奥 珠杏(04) ｵｸ ｼﾞｭｱﾝ 266 中塚 萌(00) ﾅｶﾂｶ ﾓｴ

5 2 成田高校 207 加藤 充悟(07) ｶﾄｳ ﾐｻﾄ 3:48.67 5 8 山梨学院大学 281 藤崎 ありす(01) ﾌｼﾞｻｷ ｱﾘｽ 3:46.52

206 伊藤 愛理(05) ｲﾄｳ ｱｲﾘ 275 阿部 璃音(02) ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ

208 坂本 真優(05) ｻｶﾓﾄ ﾏﾕ 0.199 280 大野 梨里葵(01) ｵｵﾉ ﾘﾘｱ 0.222

205 泉谷 尚希(04) ｲｽﾞﾀﾆ ﾅｵｷ 276 大野 瑞奈(02) ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ

6 8 中村学園女子高校 202 伊藤 明鈴(04) ｲﾄｳ ｱｶﾘ 3:51.68 6 2 新潟医療福祉大学 220 干場 萌香(02) ﾎｼﾊﾞ ﾓｶ 3:48.60

201 明日山 結月(04) ｱｹﾋﾞﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 214 遠山 侑里(03) ﾄｵﾔﾏ ﾕﾘ

198 保楊枝 琴乃(06) ﾎﾖｼ ｺﾄﾉ 0.230 217 大沼 優花(03) ｵｵﾇﾏ ﾕｳｶ 0.283

197 福岡 梓音(07) ﾌｸｵｶ ｼｵﾝ 213 笠原 理瑚(99) ｶｻﾊﾗ ﾘｺ

7 7 同志社大学 181 黄瀬 蒼(01) ｷｾ ｱｵｲ 3:56.53 7 6 甲南大学 76 平野 芙佑花(00) ﾋﾗﾉ ﾌｳｶ 3:50.23

184 谷 奈美(03) ﾀﾆ ﾅﾐ 74 堂本 真衣(00) ﾄﾞｳﾓﾄ ﾏｲ

185 中尾 玲(01) ﾅｶｵ ﾚｲ 0.231 73 続木 千尋(01) ﾂﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ 0.195

187 河本 瑞華(03) ｶﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｶ 75 樋口 綾音(04) ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ

凡例  Q:順位による通過者 q:記録による通過者
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記録主任：蒲牟田 和彦

世界記録(WR)               3:15.17     URS･ソ連(Tatyana LEDOVSKAYA･Olga NANZAROV･Mariya PINIGINA･Olga BRYZGINA)1988

アジア記録(AR)             3:24.28     CHN･中国(An Xiaohong・Bai Xiaoyun・Cao Chunying・Ma Yuqin)1993

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 10月1日 16:30 予　選

大会記録(CR)               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2日 17:05 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 8 立命館大学 291 松尾 季奈(00) ﾏﾂｵ ｷﾅ 3:37.85

289 工藤 芽衣(02) ｸﾄﾞｳ ﾒｲ

293 吉岡 里奈(01) ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 0.247

292 山本 亜美(02) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ

2 9 法政大学 256 川中 葵琳(01) ｶﾜﾅｶ ｱｵﾘ 3:38.43

262 田橋 柚希乃(03) ﾀﾊﾞｼ ﾕｷﾉ

258 佐藤 瑠歩(02) ｻﾄｳ ﾙﾎ 0.268

257 熊谷 遥未(01) ｸﾏｶﾞｴ ﾊﾙﾐ

3 6 青山学院大学 1 金子 ひとみ(02) ｶﾈｺ ﾋﾄﾐ 3:38.44

7 青木 穂花(01) ｱｵｷ ﾎﾉｶ

10 ﾋﾘｱｰ 紗璃苗(01) ﾋﾘｱｰ ｻﾘﾅ 0.187

5 髙島 咲季(02) ﾀｶｼﾏ ｻｷ

4 5 日本体育大学 227 佐々木 慧(01) ｻｻｷ ｹｲ 3:38.54

232 吉田 詩央(01) ﾖｼﾀﾞ ｼｵ

231 森山 奈菜絵(01) ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅｴ 0.196

229 須藤 美桜(02) ｽﾄﾞｳ ﾐｵ

5 4 中央大学 149 高島 菜都美(00) ﾀｶｼﾏ ﾅﾂﾐ 3:38.83

145 佐藤 美里(03) ｻﾄｳ ﾐｻﾄ

148 大島 愛梨(00) ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 0.239

153 松岡 萌絵(03) ﾏﾂｵｶ ﾓｴ

6 7 福岡大学 249 森山 静穂(01) ﾓﾘﾔﾏ ｼｽﾞﾎ 3:39.04

252 髙野 七海(01) ﾀｶﾉ ﾅﾅﾐ

248 村岡 芽依(02) ﾑﾗｵｶ ﾒｲ 0.192

246 城戸 優来(01) ｷﾄﾞ ﾕｳｷ

7 2 中京大中京高校 164 中澤 愛菜(05) ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅ 3:41.49

168 和佐田 真広(04) ﾜｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ

165 中野 知咲(04) ﾅｶﾉ ﾁｻｷ 0.189

166 平野 里歩(05) ﾋﾗﾉ ﾘﾎ

8 3 園田学園女子大学 119 安藤 百夏(00) ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 3:41.63

121 栃尾 陽菜(03) ﾄﾁｵ ﾋﾅﾀ

120 齊藤 朋佳(00) ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ 0.220

113 安達 茉鈴(03) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ

凡例  Q:順位による通過者 q:記録による通過者


