
予選 10月23日 15:00
決勝 10月24日 13:25

日本記録(NR)                    38.03 日　本                                        2007        
（塚原　直貴・末續　慎吾・高平　慎士・朝原　宣治）

ｼ゙ｭﾆｱ日本記録(JNR)              39.01 日本ジュニア                                  2012        
（大瀬戸　一馬・橋元　晃志・ケンブリッジ　飛鳥・金森　和貴）

大会記録(GR)                    38.81 法政大                                        2014        
（西垣　佳哉・大瀬戸　一馬・冨田　智・長田　拓也）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  6 法政大    37西垣  佳哉     39.37 Q  1  3 東海大   142岩崎  浩太郎     39.44 Q

ﾆｼｶ゙ｷ ﾖｼﾔ ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ
   38大瀬戸  一馬   140渡邊  壮史

ｵｵｾﾄ ｶｽ゙ﾏ ﾜﾀﾅﾍ゙ ｿｳｼ
   39長田  拓也   138小林  直己

ﾅｶ゙ﾀ ﾀｸﾔ ｺﾊ゙ﾔｼ ﾅｵｷ
   40川辺  隼也   145増田  拓巳

ｶﾜﾍ゙ ｼ゙ｭﾝﾔ ﾏｽﾀ゙ ﾀｸﾐ
 2  9 筑波大   367山下  航平     39.86 Q  2  9 ｱﾛー ｽ゙ ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ   373川瀬  総一朗     40.12 Q

ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ ｶﾜｾ ｿｳｲﾁﾛｳ
  363魚里  勇介   376平野  直人

ｳｵｻ゙ﾄ ﾕｳｽｹ ﾋﾗﾉ ﾅｵﾄ
  370東田  旺洋   375伊藤  卓

ﾋｶ゙ｼﾀ゙ ｱｷﾋﾛ ｲﾄｳ ｽｸ゙ﾙ
  364大村  航希   374屋貝  博文

ｵｵﾑﾗ ｺｳｷ ﾔｶ゙ｲ ﾋﾛﾌﾐ
 3  1 中京大   295丹羽  勇揮     39.92 q  3  4 新潟医療福祉大    60邊見  祐太     40.24 

ﾆﾜ ﾕｳｷ ﾍﾝﾐ ﾕｳﾀ
  294松本  優一    61横川  康佑

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲﾁ ﾖｺｶ゙ﾜ ｺｳｽｹ
  296平田  勝己    52山川  宗一郎

ﾋﾗﾀ ｶﾂﾐ ﾔﾏｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ
  297児島  大樹    51倉部  勇哉

ｺｼ゙ﾏ ﾋﾛｷ ｸﾗﾍ゙ ﾕｳﾔ
 4  4 大東文化大   264須貝  陽太郎     40.18 q  4  6 早稲田大   206橋元  晃志     40.39 

ｽｶ゙ｲ ﾖｳﾀﾛｳ ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ
  259森    雅治   205須田  隼人

ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ ｽﾀ゙ ﾊﾔﾄ
  263廣田  将孝   210玉井  修平

ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ ﾀﾏｲ ｼｭｳﾍｲ
  262佐藤  礼   207徳山  黎

ｻﾄｳ ﾚｲ ﾄｸﾔﾏ ﾚｲ
 5  7 作新学院大    89橿淵  京平     40.40  5  7 駿河台大   315川本  想太朗     40.48 

ｶｼﾌ゙ﾁ ｷｮｳﾍｲ ｶﾜﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ
   88坂本  将希   316小林  一成

ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ ｺﾊ゙ﾔｼ ｲｯｾｲ
   85前原  宙哉   307篠原  凌

ﾏｴﾊﾗ ﾋﾛﾔ ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳ
   84海老原  侑也   321千葉  翔陽

ｴﾋ゙ﾊﾗ ﾕｳﾔ ﾁﾊ゙ ｼｮｳﾖｳ
 6  3 大阪体育大   223松井  一星     40.62  6  8 ユティック     5田中  崇良     40.64 

ﾏﾂｲ ｲｯｾｲ ﾀﾅｶ ﾀｶﾖｼ
  219松井  星矢     4吉田  開

ﾏﾂｲ ｾｲﾔ ﾖｼﾀ゙ ｶｲ
  220石塚  春輝     3小林  貢

ｲｼﾂ゙ｶ ﾊﾙｷ ｺﾊ゙ﾔｼ ﾐﾂｸ゙
  222佐野  雅樹     2村田  和哉

ｻﾉ ﾏｻｷ ﾑﾗﾀ ｶｽ゙ﾔ
 7  5 同志社大   291長岡  義樹     40.66   2 城西大

ﾅｶ゙ｵｶ ﾖｼｷ 欠場
  283奥野  圭太朗

ｵｸﾉ ｹｲﾀﾛｳ
  292渡会  元貴

ﾜﾀﾗｲ ﾓﾄｷ
  287金森  怜也

ｶﾅﾓﾘ ﾚｲﾔ
 8  8 名古屋高    31稲垣  晃隆     40.93   5 関西学院大

ｲﾅｶ゙ｷ ｱｷﾀｶ 欠場
   36堀場  廉

ﾎﾘﾊ゙ ﾚﾝ
   33伊里  洋海

ｲﾘ ﾋﾛﾐ
   34小川  太郎

ｵｶ゙ﾜ ﾀﾛｳ
  2 東京学芸大

欠場

男子

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ

予選予選予選 通過基準  3組  2着 + 2通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者





[ 3組]
順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  6 住友電工   172土手  啓史     39.46 Q

ﾄ゙ﾃ ﾋﾛｼ
  170小谷  優介

ｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ
  171竹下  裕希

ﾀｹｼﾀ ﾕｳｷ
  174田村  朋也

ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ
 2  7 日本体育大   245鷹合  耕甫     39.60 Q

ﾀｶｱｲ ｺｳｽｹ
  241山本  悠史

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼ゙
  242川瀬  孝則

ｶﾜｾ ﾀｶﾉﾘ
  240松尾  慎太郎

ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ
 3  4 近畿大   193滝内  誠     40.25 

ﾀｷｳﾁ ﾏｺﾄ
  188武部  佑紀

ﾀｹﾍ゙ ﾕｳｷ
  191細川  和紀

ﾎｿｶﾜ ｶｽ゙ｷ
  194安倍  謙司

ｱﾍ゙ ｹﾝｼ゙
 4  2 東洋大   154西澤  拓也     40.64 

ﾆｼｻ゙ﾜ ﾀｸﾔ
  156与那原  良貴

ﾖﾅﾊﾗ ﾘｮｳｷ
  157北村  将大

ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ
  160ｳｫﾙｼｭ・ｼ゙ｭﾘｱﾝ

ｳｫﾙｼｭ･ ｼ゙ｭﾘｱﾝ
 5  5 静岡大   106石井  嵐     40.93 

ｲｼｲ ｱﾗｼ
  103窪田  駿

ｸﾎ゙ﾀ ｼｭﾝ
  102望月  紳太郎

ﾓﾁﾂ゙ｷ ｼﾝﾀﾛｳ
  105川端  友也

ｶﾜﾊ゙ﾀ ﾄﾓﾔ
 6  3 京都産業大   178仲島  諒     41.32 

ﾅｶｼ゙ﾏ ﾘｮｳ
  180林田  隼大

ﾊﾔｼﾀ゙ ﾊﾔﾀ
  179内記  拓哉

ﾅｲｷ ﾀｸﾔ
  181西野  隼人

ﾆｼﾉ ﾊﾔﾄ
  8 慶應義塾大

欠場

  9 東京高
欠場

男子男子

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ



順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  5 法政大    37西垣  佳哉     38.79 

ﾆｼｶ゙ｷ ﾖｼﾔ 大会新
   38大瀬戸  一馬

ｵｵｾﾄ ｶｽ゙ﾏ
   44矢野  琢斗

ﾔﾉ ﾀｸﾄ
   39長田  拓也

ﾅｶ゙ﾀ ﾀｸﾔ
 2  4 住友電工   172土手  啓史     39.07 

ﾄ゙ﾃ ﾋﾛｼ
  170小谷  優介

ｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ
  171竹下  裕希

ﾀｹｼﾀ ﾕｳｷ
  174田村  朋也

ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ
 3  7 日本体育大   245鷹合  耕甫     39.15 

ﾀｶｱｲ ｺｳｽｹ
  241山本  悠史

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼ゙
  242川瀬  孝則

ｶﾜｾ ﾀｶﾉﾘ
  240松尾  慎太郎

ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ
 4  6 東海大   145増田  拓巳     39.42 

ﾏｽﾀ゙ ﾀｸﾐ
  140渡邊  壮史

ﾜﾀﾅﾍ゙ ｿｳｼ
  138小林  直己

ｺﾊ゙ﾔｼ ﾅｵｷ
  142岩崎  浩太郎

ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ
 5  2 中京大   296平田  勝己     39.93 

ﾋﾗﾀ ｶﾂﾐ
  297児島  大樹

ｺｼ゙ﾏ ﾋﾛｷ
  295丹羽  勇揮

ﾆﾜ ﾕｳｷ
  294松本  優一

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲﾁ
 6  8 筑波大   367山下  航平     39.98 

ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ
  363魚里  勇介

ｳｵｻ゙ﾄ ﾕｳｽｹ
  370東田  旺洋

ﾋｶ゙ｼﾀ゙ ｱｷﾋﾛ
  364大村  航希

ｵｵﾑﾗ ｺｳｷ
 7  3 大東文化大   264須貝  陽太郎     40.38 

ｽｶ゙ｲ ﾖｳﾀﾛｳ
  259森    雅治

ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ
  263廣田  将孝

ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ
  262佐藤  礼

ｻﾄｳ ﾚｲ
  9 ｱﾛー ｽ゙ ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ   373川瀬  総一朗

ｶﾜｾ ｿｳｲﾁﾛｳ 途中棄権
  376平野  直人

ﾋﾗﾉ ﾅｵﾄ
  375伊藤  卓

ｲﾄｳ ｽｸ゙ﾙ
  374屋貝  博文

ﾔｶ゙ｲ ﾋﾛﾌﾐ

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ
決勝決勝決勝

男子男子



予選 10月23日 14:35
決勝 10月24日 13:15

日本記録(NR)                    43.39 日本Ａ                                        2011        
（北風　沙織・高橋　萌木子・福島　千里・市川　華菜）

ｼ゙ｭﾆｱ日本記録(JNR)              44.90 日　本                                        1992        
（伊藤　佳奈恵・柿沼　和恵・庄司　奈実・金子　朋未）

大会記録(GR)                    44.37 東邦銀行                                      2012        
（佐藤　真有・千葉　麻美・青木　沙弥佳・渡辺　真弓）

順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  5 東京高   267斉田  果歩     44.48 

ｻｲﾀ ｶﾎ Jr.日本新
  266福田  真衣

ﾌｸﾀ゙ ﾏｲ
  264上村  希実

ｳｴﾑﾗ ﾉｿ゙ﾐ
  263ｴﾄ゙ ﾊ゙ ｲーﾖﾊ゙

ｴﾄ゙ ﾊ゙  ーｲﾖﾊ゙
 2  6 東邦銀行   215紫村  仁美     44.48 

ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ
  211千葉  麻美

ﾁﾊ゙ ｱｻﾐ
  212青木  沙弥佳

ｱｵｷ ｻﾔｶ
  210渡辺  真弓

ﾜﾀﾅﾍ゙ ﾏﾕﾐ
 3  7 甲南大   305寺井  美穂     45.06 

ﾃﾗｲ ﾐﾎ
  308田中  杏梨

ﾀﾅｶ ｱﾝﾘ
  312木村  瑞穂

ｷﾑﾗ ﾐｽ゙ﾎ
  307永野  真莉子

ﾅｶ゙ﾉ ﾏﾘｺ
 4  2 青山学院大   197小川  梨花     45.07 

ｵｶ゙ﾜ ﾘｶ
  201足立  紗矢香

ｱﾀ゙ﾁ ｻﾔｶ
  195島田  沙絵

ｼﾏﾀ゙ ｻｴ
  196藤森  安奈

ﾌｼ゙ﾓﾘ ｱﾝﾅ
 5  4 大阪成蹊大   103柴崎  玲香     45.16 

ｼﾊ゙ ｻ゙ｷ ﾚｲｶ
  104中村  水月

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂ゙ｷ
  105島岡  未奈実

ｼﾏｵｶ ﾐﾅﾐ
  106青山  聖佳

ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ
 6  3 京都橘高     7西村  百花     45.73 

ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｶ
    6壹岐  いちこ

ｲｷ ｲﾁｺ
    9姫野  万里乃

ﾋﾒﾉ ﾏﾘﾉ
    8吉野  史織

ﾖｼﾉ ｼｵﾘ
 7  9 大東文化大   191横田  理紗     45.75 

ﾖｺﾀ ﾘｻ
  185土井  杏南

ﾄ゙ｲ ｱﾝﾅ
  186秋葉  七海

ｱｷﾊ゙ ﾅﾅﾐ
  187細谷  優美

ﾎｿﾔ ﾕﾐ
 8  8 倉敷中央高    62澤谷  柚花     46.09 

ｻﾜﾀﾆ ﾕｽ゙ｶ
   60三宅  真理奈

ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ
   63末石  和莉

ｽｴｲｼ ｱｲﾘ
   61齋藤  愛美

ｻｲﾄｳ ｱﾐ

女子

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ

決勝決勝決勝



予選 10月24日 16:40
決勝 10月25日 13:40

日本記録(NR)                  3:00.76 日　本                                        1996        
（苅部俊二・伊東浩司・小坂田淳・大森盛一）

ｼ゙ｭﾆｱ日本記録(JNR)            3:04.11 日　本                                        2014        
（ｳｵﾙｼｭｼ゙ｭﾘｱﾝ・油井　快晴・北川　貴理・加藤　修也）

大会記録(GR)                  3:05.02 中大                                          2011        
（加瀬  宏二郎・飯塚  翔太・木村  淳・鬼塚  祐志）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  2 法政大    46片山  雄斗   3:06.64 Q  1  1 城西大   129渡部  佳朗   3:10.49 Q

ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ ﾜﾀﾅﾍ゙ ﾖｼﾛｳ
   47猪口  悠太   123加藤  龍尋

ｲﾉｸﾁ ﾕｳﾀ ｶﾄｳ ﾘｭｳｼ゙ﾝ
   45伊藤  健太   130荒木  孝一

ｲﾄｳ ｹﾝﾀ ｱﾗｷ ｺｳｲﾁ
   44矢野  琢斗   119堀井  浩介

ﾔﾉ ﾀｸﾄ ﾎﾘｲ ｺｳｽｹ
 2  4 住友電工   378柳澤  純希   3:06.86 Q  2  8 九州学院高   328齊藤  勇真   3:10.56 Q

ﾔﾅｷ゙ｻﾜ ｼ゙ｭﾝｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ
  173堀江  新太郎   324松原  秀一郎

ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ ﾏﾂﾊ゙ﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
  379小西  勇太   325中村  拓都

ｺﾆｼ ﾕｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ
  174田村  朋也   323江藤  拓都

ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ ｴﾄｳ ﾀｸﾄ
 3  5 近畿大   202大林  督享   3:07.07 q  3  9 東洋大   167櫻井  朴也   3:10.61 

ｵｵﾊ゙ﾔｼ ﾏｻﾕｷ ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ
  196高橋  央   157北村  将大

ﾀｶﾊｼ ﾖｳ ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ
  200秋田  圭登   168池田  仁

ｱｷﾀ ｹｲﾄ ｲｹﾀ゙ ｼ゙ﾝ
  201高橋  祐満   166山本  翼

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾊ゙ｻ
 4  1 新潟医療福祉大    59古川  慶次   3:08.42  4  7 大阪体育大   230中村  俊貴   3:11.78 

ﾌﾙｶﾜ ｹｲｼ゙ ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｷ
   53長谷川  大輔   229貴島  康介

ﾊｾｶ゙ﾜ ﾀ゙ｲｽｹ ｷｼ゙ﾏ ｺｳｽｹ
   61横川  康佑   226越智  泰勢

ﾖｺｶ゙ﾜ ｺｳｽｹ ｵﾁ ﾀｲｾｲ
   57渡辺  晃   232片岡  直希

ﾜﾀﾅﾍ゙ ﾋｶﾙ ｶﾀｵｶ ﾅｵｷ
 5  8 明治大   132西村  定喜   3:09.74  5  3 同志社大   285松川  航也   3:11.88 

ﾆｼﾑﾗ ｻﾀ゙ｷ ﾏﾂｶﾜ ｺｳﾔ
  133服部  達哉   284上野  晃平

ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ
  136中西  大輔   283奥野  圭太朗

ﾅｶﾆｼ ﾀ゙ｲｽｹ ｵｸﾉ ｹｲﾀﾛｳ
  137浅川  優人   287金森  怜也

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ ｶﾅﾓﾘ ﾚｲﾔ
 6  3 駿河台大   319工藤  大晟   3:10.08  6  6 日本ｳｪﾙﾈｽ専     9渡邊  涼太   3:16.40 

ｸﾄ゙ｳ ﾀｲｾｲ ﾜﾀﾅﾍ゙ ﾘｮｳﾀ
  310相山  慶太郎    10福谷  龍也

ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ ﾌｸﾀﾆ ﾘｭｳﾔ
  309澤池  祐誠    11山田  在永

ｻﾜﾁ ﾕｳｾｲ ﾔﾏﾀ゙ ｱﾘﾋｻ
  313高山  裕昭    13関    真巧

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｱｷ ｾｷ ﾏｺﾄ
 7  9 ｱﾛー ｽ゙ ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ   376平野  直人   3:10.75   2 慶應義塾大

ﾋﾗﾉ ﾅｵﾄ 欠場
  373川瀬  総一朗

ｶﾜｾ ｿｳｲﾁﾛｳ
  375伊藤  卓

ｲﾄｳ ｽｸ゙ﾙ
  374屋貝  博文

ﾔｶ゙ｲ ﾋﾛﾌﾐ
 8  6 相洋高    28中机  陽彦   3:11.36   4 盛岡南高

ﾅｶﾂｸｴ ﾊﾙﾋｺ 欠場
   27飯嶋  駿

ｲｲｼ゙ﾏ ｼｭﾝ
   30増子  雄太

ﾏｼｺ ﾕｳﾀ
   25眞壁  正平

ﾏｶﾍ゙ ｼｮｳﾍｲ
 9  7 京都教育大   269大村  涼   3:11.67   5 筑波大

ｵｵﾑﾗ ﾘｮｳ 欠場
  271森本  公人

ﾓﾘﾓﾄ ｷﾐﾄ
  270東川  滉希

男子
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ﾋｶ゙ｼｶﾜ ｺｳｷ
  273戸村  貴史

ﾄﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ



[ 3組]
順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  8 早稲田大   214佐藤  拓也   3:07.36 Q

ｻﾄｳ ﾀｸﾔ
  212木村  賢太

ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ
  215加藤  修也

ｶﾄｳ ﾉﾌ゙ﾔ
  216中野  直哉

ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ
 2  7 大東文化大   265川瀬  実来央   3:07.74 Q

ｶﾜｾ ﾐｷｵ
  268山崎  大紀

ﾔﾏｻ゙ｷ ﾀ゙ｲｷ
  264須貝  陽太郎

ｽｶ゙ｲ ﾖｳﾀﾛｳ
  259森    雅治

ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ
 3  6 日本体育大   236松尾  祐輝   3:08.12 q

ﾏﾂｵ ﾕｳｷ
  237岸本  昂大

ｷｼﾓﾄ ｺｳﾀ゙ｲ
  238椿本  将也

ﾂﾊ゙ｷﾓﾄ ﾏｻﾔ
  235桑島  拓郎

ｸﾜｼ゙ﾏ ﾀｸﾛｳ
 4  9 岐阜経済大   117川満  健太   3:09.77 

ｶﾜﾐﾂ ｹﾝﾀ
  110東    魁輝

ｱｽ゙ﾏ ｶｲｷ
  111市野  泰地

ｲﾁﾉ ﾀｲﾁ
  113松村  翔

ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳ
 5  5 成田高    19伊東  利来也   3:09.86 

ｲﾄｳ ﾘｸﾔ
   17山本  竜大

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ
   18秦    弘樹

ﾊﾀ ﾋﾛｷ
   21本間  諒太

ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾀ
 6  3 立命館大   280鈴木  拓資   3:12.02 

ｽｽ゙ｷ ﾀｸｼ
  282井上  駆

ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ
  279山上  剛志

ﾔﾏｶ゙ﾐ ﾂﾖｼ
  276長谷川  健太

ﾊｾｶ゙ﾜ ｹﾝﾀ
 7  1 京都産業大   185杉山  陽一   3:12.18 

ｽｷ゙ﾔﾏ ﾖｳｲﾁ
  184鯉田  将史

ｺｲﾀ゙ ﾏｻｼ
  187蘆田  京平

ｱｼﾀ゙ ｷｮｳﾍｲ
  183高井  貴一

ﾀｶｲ ｷｲﾁ
 8  2 関西学院大   347芳村  健斗   3:12.33 

ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾄ
  351橘田  佳和

ｷｯﾀ ﾖｼｶｽ゙
  350宮澤  勇伎

ﾐﾔｻ゙ﾜ ﾕｳｷ゙
  345山岸  高大

ﾔﾏｷ゙ｼ ﾀｶﾋﾛ
 9  4 大阪教育大    92藤田  拓矢   3:12.86 

ﾌｼ゙ﾀ ﾀｸﾔ
   96奥田  将基

ｵｸﾀ゙ ﾏｻｷ
   93廣瀬  達也

ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ
   94藤田  慎也

ﾌｼ゙ﾀ ｼﾝﾔ

男子男子

４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ



順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  2 近畿大   202大林  督享

ｵｵﾊ゙ﾔｼ ﾏｻﾕｷ
  196高橋  央

ﾀｶﾊｼ ﾖｳ
  200秋田  圭登

ｱｷﾀ ｹｲﾄ
  201高橋  祐満

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ
  3 日本体育大   236松尾  祐輝

ﾏﾂｵ ﾕｳｷ
  237岸本  昂大

ｷｼﾓﾄ ｺｳﾀ゙ｲ
  238椿本  将也

ﾂﾊ゙ｷﾓﾄ ﾏｻﾔ
  235桑島  拓郎

ｸﾜｼ゙ﾏ ﾀｸﾛｳ
  4 住友電工   378柳澤  純希

ﾔﾅｷ゙ｻﾜ ｼ゙ｭﾝｷ
  173堀江  新太郎

ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ
  379小西  勇太

ｺﾆｼ ﾕｳﾀ
  174田村  朋也

ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ
  5 法政大    46片山  雄斗

ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ
   47猪口  悠太

ｲﾉｸﾁ ﾕｳﾀ
   45伊藤  健太

ｲﾄｳ ｹﾝﾀ
   44矢野  琢斗

ﾔﾉ ﾀｸﾄ
  6 城西大   129渡部  佳朗

ﾜﾀﾅﾍ゙ ﾖｼﾛｳ
  123加藤  龍尋

ｶﾄｳ ﾘｭｳｼ゙ﾝ
  130荒木  孝一

ｱﾗｷ ｺｳｲﾁ
  119堀井  浩介

ﾎﾘｲ ｺｳｽｹ
  7 早稲田大   214佐藤  拓也

ｻﾄｳ ﾀｸﾔ
  212木村  賢太

ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ
  215加藤  修也

ｶﾄｳ ﾉﾌ゙ﾔ
  216中野  直哉

ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ
  8 九州学院高   328齊藤  勇真

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ
  324松原  秀一郎

ﾏﾂﾊ゙ﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
  325中村  拓都

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ
  323江藤  拓都

ｴﾄｳ ﾀｸﾄ
  9 大東文化大   265川瀬  実来央

ｶﾜｾ ﾐｷｵ
  268山崎  大紀

ﾔﾏｻ゙ｷ ﾀ゙ｲｷ
  264須貝  陽太郎

ｽｶ゙ｲ ﾖｳﾀﾛｳ
  259森    雅治

ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ

４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ
決勝決勝決勝

男子男子



予選 10月24日 16:10
決勝 10月25日 13:25

日本記録(NR)                  3:28.91 日  本                                        2015        
（青山　聖佳・市川　華菜・千葉　麻美・青木沙弥佳）

ｼ゙ｭﾆｱ日本記録(JNR)            3:34.83 日　本                                        1992        
（天野　恵子・笠島　里美・山形依希子・柿沼　和恵）

大会記録(GR)                  3:34.70 福島大                                        2007        
（渡辺　なつみ・丹野　麻美・青木　沙弥佳・金田一　菜可）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  3 至学館高   216柴山  沙也香   3:41.84 Q  1  6 東大阪大敬愛高    55戸谷  湧海   3:39.06 Q

ｼﾊ゙ﾔﾏ ｻﾔｶ ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ
  225時久  彩音    53村上  瑞季

ﾄｷﾋｻ ｱﾔﾈ ﾑﾗｶﾐ ﾐｽ゙ｷ
  217柴山  亜沙美    51佐々木  梓

ｼﾊ゙ﾔﾏ ｱｻﾐ ｻｻｷ ｱｽ゙ｻ
  224向井  智香    47石塚  晴子

ﾑｶｲ ﾁｶ ｲｼﾂ゙ｶ ﾊﾙｺ
 2  7 七十七銀行   316佐藤  朝香   3:42.38 Q  2  7 中央大   230宮崎  紗希   3:40.73 Q

ｻﾄｳ ﾄﾓｶ ﾐﾔｻ゙ｷ ｻｷ
  317倉澤  理絵   233藤沼  朱音

ｸﾗｻﾜ ﾘｴ ﾌｼ゙ﾇﾏ ｱｶﾈ
  314山田  舞   228羽鳥  玲奈

ﾔﾏﾀ゙ ﾏｲ ﾊﾄﾘ ﾚﾅ
  318伴野  里緒   229新宅  麻未

ﾊ゙ﾝﾉ ﾘｵ ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ
 3  2 立命館大    75王子田  萌   3:42.79  3  3 東京高   270井上  彩加   3:41.50 q

ｵｵｼﾃ゙ﾝ ﾓｴ ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ
   74梅原  紗月   266福田  真衣

ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ ﾌｸﾀ゙ ﾏｲ
   76下村  香穂   268守田  紗矢香

ｼﾓﾑﾗ ｶﾎ ﾓﾘﾀ ｻﾔｶ
   77木本  彩葉   264上村  希実

ｷﾓﾄ ｱﾔﾊ ｳｴﾑﾗ ﾉｿ゙ﾐ
 4  4 都留文科大    34園田  可南子   3:42.98  4  9 青山学院大   206奧田  真澄   3:43.04 

ｿﾉﾀ゙ ｶﾅｺ ｵｸﾀ゙ ﾏｽﾐ
   36出塚  千恵   203畑澤  桃香

ｲﾃ゙ ﾂ゙ｶ ﾁｴ ﾊﾀｻ゙ﾜ ﾓﾓｶ
   33池嶋  祥子   204三藤  祐梨子

ｲｹｼ゙ﾏ ｼｮｳｺ ﾐﾄｳ ﾕﾘｺ
   44堅田  悠希   199杉浦  はる香

ｶﾀﾀ ﾕｳｷ ｽｷ゙ｳﾗ ﾊﾙｶ
 5  9 日本体育大   244中田  愛理   3:44.28  5  8 市立船橋高    25比嘉  和希   3:44.58 

ﾅｶﾀ゙ ｱｲﾘ ﾋｶ゙ ｶｽ゙ｷ
  248北村  夢    26藤井  彩乃

ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ ﾌｼ゙ｲ ｱﾔﾉ
  247白永  優美子    27渡部  栞

ｼﾗﾅｶ゙ ﾕﾐｺ ﾜﾀﾅﾍ゙ ｼｵﾘ
  246大宅  楓    28泉對  愛莉

ｵｵﾔ ｶｴﾃ゙ ｾﾝｽ゙ｲ ｱｲﾘ
 6  8 中京大中京高   102澤井  萌奈   3:44.42  6  2 新潟医療福祉大   179椎谷  佳奈子   3:45.93 

ｻﾜｲ ﾓﾅ ｼｲﾔ ｶﾅｺ
   98長屋  美月   176吉田  皆美

ﾅｶ゙ﾔ ﾐﾂｷ ﾖｼﾀ゙ ﾐﾅﾐ
   96山中  今日香   177佐藤  静香

ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｶ ｻﾄｳ ｼｽ゙ｶ
   97岩田  帆乃夏   175鈴木  喜実

ｲﾜﾀ ﾎﾉｶ ｽｽ゙ｷ ﾖｼﾐ
 7  6 武庫川女子大   254小原  愛里菜   3:47.91  7  4 夙川学院高    70横田  華恋   3:46.37 

ｵﾊﾗ ｱﾘﾅ ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ
  258寶珠山  汐梨    69津山  葵

ﾎｳｼ゙ｭﾔﾏ ｼｵﾘ ﾂﾔﾏ ｱｵｲ
  255江口  あす実    71榎    真菜

ｴｸ゙ﾁ ｱｽﾐ ｴﾉｷ ﾏﾅ
  262山下  優香    68杉浦  真弥

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ ｽｷ゙ｳﾗ ﾏﾔ
 8  5 白梅学園高   118渡邉  真央   3:51.66  8  5 常盤木学園高    91渡部  さやか   3:47.46 

ﾜﾀﾅﾍ゙ ﾏｵ ﾜﾀﾅﾍ゙ ｻﾔｶ
  116高橋  このか    92丹野  璃紗

ﾀｶﾊｼ ｺﾉｶ ﾀﾝﾉ ﾘｻ
  123志村  美希    93渡邉  菜々

ｼﾑﾗ ﾐｷ ﾜﾀﾅﾍ゙ ﾅﾅ
  120佐藤  千夏    89菅原  美里

ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ ｽｶ゙ﾜﾗ ﾐｻﾄ

女子

４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ

予選予選予選 通過基準  3組  2着 + 2通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  6 大阪成蹊大   111吉見  美咲   3:41.91 Q

ﾖｼﾐ ﾐｻｷ
  105島岡  未奈実

ｼﾏｵｶ ﾐﾅﾐ
  109伊藤  里帆

ｲﾄｳ ﾘﾎ
  106青山  聖佳

ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ
 2  7 園田学園女子大   154川原  菜摘   3:41.93 Q

ｶﾜﾊﾗ ﾅﾂﾐ
  148名倉  千晃

ﾅｸ゙ﾗ ﾁｱｷ
  147宇都宮  絵莉

ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ
  157稲岡  真由

ｲﾅｵｶ ﾏﾕ
 3  9 京都文教高   144藤山  日鈴   3:42.02 q

ﾌｼ゙ﾔﾏ ｶﾘﾝ
  139出水  楓

ﾃ゙ﾐｽ゙ ｶｴﾃ゙
  138中島  藍梨

ﾅｶｼ゙ﾏ ｱｲﾘ
  143塩見  綾乃

ｼｵﾐ ｱﾔﾉ
 4  5 成田高    12太田  麻香   3:42.15 

ｵｵﾀ ｱｻｶ
   15村上  夏美

ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ
   13並木  静香

ﾅﾐｷ ｼｽ゙ｶ
   11豊田  麗

ﾄﾖﾀ゙ ｳﾗﾗ
 5  2 東京学芸大   299安西  この実   3:43.71 

ｱﾝｻ゙ｲ ｺﾉﾐ
  302利藤  野乃花

ﾘﾄｳ ﾉﾉｶ
  298山下  理花

ﾔﾏｼﾀ ﾘｶ
  297西野  愛梨

ﾆｼﾉ ｱｲﾘ
 6  8 甲南大   308田中  杏梨   3:43.89 

ﾀﾅｶ ｱﾝﾘ
  307永野  真莉子

ﾅｶ゙ﾉ ﾏﾘｺ
  313藤井  彩和子

ﾌｼ゙ｲ ｻﾜｺ
  310西山  沙優

ﾆｼﾔﾏ ｻﾕ
 7  4 駿河台大   294村上  ちはる   3:45.27 

ﾑﾗｶﾐ ﾁﾊﾙ
  286佐藤  彩夏

ｻﾄｳ ｱﾔｶ
  288須藤  唯

ｽﾄ゙ｳ ﾕｲ
  284加藤  沙季

ｶﾄｳ ｻｷ
 8  3 大東文化大   191横田  理紗   3:52.09 

ﾖｺﾀ ﾘｻ
  193加田  美香

ｶﾀ゙ ﾐｶ
  194小山  涼華

ｺﾔﾏ ｽｽ゙ｶ
  192武内  緩奈

ﾀｹｳﾁ ｶﾝﾅ

女子女子

４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ



順 ﾚー ﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  2 京都文教高   144藤山  日鈴

ﾌｼ゙ﾔﾏ ｶﾘﾝ
  139出水  楓

ﾃ゙ﾐｽ゙ ｶｴﾃ゙
  138中島  藍梨

ﾅｶｼ゙ﾏ ｱｲﾘ
  143塩見  綾乃

ｼｵﾐ ｱﾔﾉ
  3 東京高   270井上  彩加

ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ
  266福田  真衣

ﾌｸﾀ゙ ﾏｲ
  268守田  紗矢香

ﾓﾘﾀ ｻﾔｶ
  264上村  希実

ｳｴﾑﾗ ﾉｿ゙ﾐ
  4 中央大   230宮崎  紗希

ﾐﾔｻ゙ｷ ｻｷ
  233藤沼  朱音

ﾌｼ゙ﾇﾏ ｱｶﾈ
  228羽鳥  玲奈

ﾊﾄﾘ ﾚﾅ
  229新宅  麻未

ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ
  5 至学館高   216柴山  沙也香

ｼﾊ゙ﾔﾏ ｻﾔｶ
  225時久  彩音

ﾄｷﾋｻ ｱﾔﾈ
  217柴山  亜沙美

ｼﾊ゙ﾔﾏ ｱｻﾐ
  224向井  智香

ﾑｶｲ ﾁｶ
  6 大阪成蹊大   111吉見  美咲

ﾖｼﾐ ﾐｻｷ
  105島岡  未奈実

ｼﾏｵｶ ﾐﾅﾐ
  109伊藤  里帆

ｲﾄｳ ﾘﾎ
  106青山  聖佳

ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ
  7 東大阪大敬愛高    55戸谷  湧海

ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ
   53村上  瑞季

ﾑﾗｶﾐ ﾐｽ゙ｷ
   51佐々木  梓

ｻｻｷ ｱｽ゙ｻ
   47石塚  晴子

ｲｼﾂ゙ｶ ﾊﾙｺ
  8 園田学園女子大   154川原  菜摘

ｶﾜﾊﾗ ﾅﾂﾐ
  148名倉  千晃

ﾅｸ゙ﾗ ﾁｱｷ
  147宇都宮  絵莉

ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ
  157稲岡  真由

ｲﾅｵｶ ﾏﾕ
  9 七十七銀行   316佐藤  朝香

ｻﾄｳ ﾄﾓｶ
  317倉澤  理絵

ｸﾗｻﾜ ﾘｴ
  314山田  舞

ﾔﾏﾀ゙ ﾏｲ
  318伴野  里緒

ﾊ゙ﾝﾉ ﾘｵ

４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ
決勝決勝決勝

女子女子


