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日本選手権男子4X100mR

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16日 13:20 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17日 12:35 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 6 法政大 7 桑田　成仁(3) ｸﾜﾀ ﾅﾙﾋﾄ 38.96 1 2 近畿大 131 西沢　隆汰(4) ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 39.23
(学　連) 2 樋口　陸人(3) ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ Q (学　連) 125 川西　裕太(1) ｶﾜﾆｼ ﾕｳﾀ Q

3 江藤　拓都(4) ｴﾄｳ ﾀｸﾄ 0.166 128 酒井　翼(3) ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 0.176

6 樋口　一馬(4) ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 129 笠谷　洸貴(4) ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ
2 3 立命館大 53 吉田　弘道(3) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 39.27 2 3 日本大 274 田中　佑典(4) ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 39.64

(学　連) 52 本郷　汰樹(4) ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ Q (学　連) 280 高橋　哲也(1) ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ Q
57 佐々木　啓輔(3) ｻｻｷ ｹｲｽｹ 0.175 279 國吉　尭胤(3) ｸﾆﾖｼ ｱｷﾂｸﾞ 0.165

56 梶川　颯太(3) ｶｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ 277 一瀬　輝星(2) ｲﾁﾉｾ ｱｷｾ
3 5 大東文化大 35 齊藤　光来(2) ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 39.28 3 6 福岡大 224 伊藤　聖隼(3) ｲﾄｳ ｷﾖﾄｼ 39.83

(学　連) 37 平野　翔大(2) ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ q (学　連) 226 中隠居　一輝(4) ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ q
31 太田　匡哉(M1) ｵｵﾀ ﾏｻﾔ 0.190 223 白形　優充(3) ｼﾗｶﾀ ﾏｻﾐﾂ 0.171

30 安田　圭吾(3) ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 222 辻　　雄太(4) ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ
4 9 中央大 103 内山　夏生(3) ｳﾁﾔﾏ ﾅﾂｷ 40.02 4 8 日本体育大 121 今野　大生(1) ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 40.26

(学　連) 106 本所　蓮治(2) ﾎﾝｼﾞｮ ﾚﾝｼﾞ (学　連) 122 林　　拓優(3) ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ
108 江川　雅人(2) ｴｶﾜ ﾏｻﾄ 0.146 118 山村　直人(3) ﾔﾏﾑﾗ ﾅｵﾄ 0.133

107 山本　未来(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾗｲ 119 市根井　翔(4) ｲﾁﾈｲ ｼｮｳ
5 7 Accel 21 小池　雄作 ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 40.44 5 5 九州共立大 248 日下部　晴人(1) ｸｻｶﾍﾞ ﾊﾙﾄ 40.31

(実業団) 19 小澤　優太 ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ (学　連) 245 新崎　仁也(3) ｱﾗｻｷ ﾏｻﾔ
24 根岸　紀仁 ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ 0.165 249 立岡　翼(1) ﾀﾁｵｶ ﾂﾊﾞｻ 0.165

23 平岡　誠大 ﾋﾗｵｶ ﾀｶﾋﾛ 247 小川　智裕(2) ｵｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ
6 4 城西大 146 柴谷　匠(3) ｼﾊﾞﾔ ﾀｸﾐ 40.82 6 7 大阪体育大 261 松下　楓斗(3) ﾏﾂｼﾀ ﾌｳﾄ 40.62

(学　連) 152 沼田　充広(2) ﾇﾏﾀ ﾐﾂﾋﾛ (学　連) 257 大西　蒼玄(1) ｵｵﾆｼ ｿｳｹﾞﾝ
147 清水　僚太(3) ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 0.198 263 宮井　拓夢(1) ﾐﾔｲ ﾀｸﾑ 0.186

151 蛭間　雄也(3) ﾋﾙﾏ ﾕｳﾔ 262 秋鹿　翔(4) ｱｲｶ ｼｮｳ
7 8 鹿屋体育大 189 吉永　滉太(1) ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳﾀ 42.12 4 中京大 DNS

(学　連) 185 二田　義大(2) ﾆﾀ ﾖｼﾋﾛ (学　連)
183 本間　諒一(2) ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｲﾁ 0.178

190 桶谷　圭吾(1) ｵｹﾀﾆ ｹｲｺﾞ
2 大阪国際大 271 井筒　錬(4) ｲﾂﾞﾂ ﾚﾝ DQ,R2 9 東洋大 DNS

(学　連) 267 井上　雄揮(3) ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ (学　連)
266 尾上　公太(3) ｵﾉｳｴ ｺｳﾀ 0.165

269 辻中　悠河(2) ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｳｶﾞ

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 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 早稲田大 80 三浦　励央奈(2) ﾐｳﾗ ﾚｵﾅ 39.47 1 5 法政大 7 桑田　成仁(3) ｸﾜﾀ ﾅﾙﾋﾄ 39.49
(学　連) 77 稲毛　碧(1) ｲﾅｹﾞ ｱｵｲ Q (学　連) 2 樋口　陸人(3) ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ

79 澤　　大地(2) ｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 0.144 3 江藤　拓都(4) ｴﾄｳ ﾀｸﾄ 0.179

74 松本　朗(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 6 樋口　一馬(4) ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
2 6 駿河台大 192 和西　玲旺(4) ﾜﾆｼ ﾚｵ 39.90 2 4 早稲田大 80 三浦　励央奈(2) ﾐｳﾗ ﾚｵﾅ 39.69

(学　連) 191 下里　尚輝(4) ｼﾓｻﾄ ﾅｵｷ Q (学　連) 77 稲毛　碧(1) ｲﾅｹﾞ ｱｵｲ
195 犬走　淳人(3) ｲﾇﾊﾞｼﾘ ｱﾂﾄ 0.151 79 澤　　大地(2) ｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 0.154

196 志賀　優晟(2) ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ 74 松本　朗(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ
3 3 国際武道大 93 大久保　孝乙(4) ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾂｸﾞ 40.29 3 7 近畿大 131 西沢　隆汰(4) ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 39.77

(学　連) 99 沼畑　大(1) ﾇﾏﾊﾀ ﾀﾞｲ (学　連) 125 川西　裕太(1) ｶﾜﾆｼ ﾕｳﾀ
95 天野　規朝(4) ｱﾏﾉ ﾉﾘﾄﾓ 0.148 128 酒井　翼(3) ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 0.162

97 谷川　廉(3) ﾀﾆｶﾜ ﾚﾝ 129 笠谷　洸貴(4) ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ
4 2 順天堂大 206 鷲尾　智樹(3) ﾜｼｵ ﾄﾓｷ 40.30 4 3 大東文化大 36 竹内　璃生(2) ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 40.07

(学　連) 209 瀬尾　英明(2) ｾｵ ﾋﾃﾞｱｷ (学　連) 37 平野　翔大(2) ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ
211 宇野　勝翔(1) ｳﾉ ｼｮｳﾄ 0.171 35 齊藤　光来(2) ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 0.182

212 森田　翔音(2) ﾓﾘﾀ ｶﾉﾝ 30 安田　圭吾(3) ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ
5 8 作新学院大 290 熊澤　尚央(3) ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 40.72 5 8 日本大 274 田中　佑典(4) ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 40.27

(学　連) 294 茂呂　柊汰(3) ﾓﾛ ｼｭｳﾀ (学　連) 275 川原　和也(4) ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾔ
291 中里　将基(2) ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 0.144 279 國吉　尭胤(3) ｸﾆﾖｼ ｱｷﾂｸﾞ 0.127

292 稲垣　広弥(2) ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 277 一瀬　輝星(2) ｲﾁﾉｾ ｱｷｾ
6 4 流通経済大 305 五十嵐　伶音(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾚｵﾝ 41.01 6 6 立命館大 53 吉田　弘道(3) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 40.29

(学　連) 301 木内　颯太(3) ｷﾉｳﾁ ｿｳﾀ (学　連) 52 本郷　汰樹(4) ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ
302 林田　潤(1) ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 0.172 57 佐々木　啓輔(3) ｻｻｷ ｹｲｽｹ 0.167

304 遠藤　稜生(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｵ 56 梶川　颯太(3) ｶｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ
5 東海大 DNS 7 9 駿河台大 192 和西　玲旺(4) ﾜﾆｼ ﾚｵ 40.68

(学　連) (学　連) 191 下里　尚輝(4) ｼﾓｻﾄ ﾅｵｷ
195 犬走　淳人(3) ｲﾇﾊﾞｼﾘ ｱﾂﾄ 0.164

196 志賀　優晟(2) ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ
9 京都産業大 DNS 8 2 福岡大 224 伊藤　聖隼(3) ｲﾄｳ ｷﾖﾄｼ 40.76

(学　連) (学　連) 226 中隠居　一輝(4) ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ
223 白形　優充(3) ｼﾗｶﾀ ﾏｻﾐﾂ 0.163

222 辻　　雄太(4) ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ

決　勝　

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-7)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
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日本選手権男子4X400mR

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 10月17日 16:05 予　選
大会記録(CR) 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18日 14:50 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 中央大 110 森　　周志(2) ﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ 3:14.40 1 7 日本大 287 鵜池　優至(4) ｳｲｹ ﾕｳｼ 3:09.98

(学　連) 109 船越　翔太(4) ﾌﾅｺｼ ｼｮｳﾀ Q (学　連) 288 荘司　晃佑(2) ｼｮｳｼﾞ ｺｳｽｹ Q
112 金子　魅玖人(1) ｶﾈｺ ﾐｸﾄ 0.164 284 陰山　彩大(2) ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾔﾀ 0.180

114 宮﨑　匠(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 282 黒田　佳祐(M1) ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ
2 4 関西学院大 298 松本　昂大(2) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 3:14.87 2 3 順天堂大 215 村冨　浩太朗(4) ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ 3:10.33

(学　連) 296 樋口　優人(4) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ Q (学　連) 217 山﨑　稔侍(2) ﾔﾏｻｷ ﾈﾝｼﾞ Q
300 内野々　諒(1) ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 0.172 220 葛西　蔵輝(1) ｶｻｲ ｸﾗｷ 0.205

297 片山　卓也(2) ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 218 松岡　知紀(2) ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｷ
3 8 九州共立大 251 浦山　敦史(3) ｳﾗﾔﾏ ｱﾂｼ 3:15.52 3 5 Accel 20 相山　慶太郎 ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 3:10.74

(学　連) 256 上原　侑真(2) ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾏ (実業団) 24 根岸　紀仁 ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ q
254 大川　翼(1) ｵｵｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 0.128 19 小澤　優太 ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 0.188

255 松下　翔紀(1) ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｷ 25 板鼻　航平 ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ
4 9 城西大 158 佐々木　翼(1) ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 3:15.53 4 9 立命館大 60 篠原　宏輔(3) ｼﾉﾊﾗ ｺｳｽｹ 3:11.79

(学　連) 159 森　　真聡(1) ﾓﾘ ﾏｻﾄ qR (学　連) 61 福字　涼太郎(1) ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ q
154 乾　　俊介(3) ｲﾇｲ ｼｭﾝｽｹ 0.174 62 野瀬　大輝(2) ﾉｾ ﾀﾞｲｷ 0.221

161 濱田　寛志(1) ﾊﾏﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 64 細野　颯人(1) ﾎｿﾉ ﾊﾔﾄ
5 5 国士舘大 133 油谷　恒佑(3) ﾕﾀﾆ ｺｳｽｹ 3:17.03 5 4 駿河台大 203 勝　　優虎(2) ｶﾂ ﾕｳﾄ 3:12.06

(学　連) 137 西能　司(2) ｻｲﾉｳ ﾂｶｻ (学　連) 199 小清水　悠介(3) ｺｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ
134 堀　　拓斗(3) ﾎﾘ ﾀｸﾄ 0.212 196 志賀　優晟(2) ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ 0.174

135 松本　共喜(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｷ 204 皆川　龍仁(4) ﾐﾅｶﾜ ﾘｭｳﾄ
6 東洋大 DNS 6 6 立教大 50 飯嶋　駿(4) ｲｲｼﾞﾏ ｼｭﾝ 3:15.10

(学　連) (学　連) 46 瀧渕　亘弘(3) ﾀｷﾌﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ
49 熊井　裕人(2) ｸﾏｲ ﾕｳﾄ 0.188

48 平野　壮太(2) ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ
8 慶應義塾大 DNS

(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 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 早稲田大 84 小久保　友裕(4) ｺｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 3:10.54 1 4 日本大 287 鵜池　優至(4) ｳｲｹ ﾕｳｼ 3:04.68 CR
(学　連) 83 小竹　理恩(3) ｺﾀｹ ﾘｵﾝ Q (学　連) 288 荘司　晃佑(2) ｼｮｳｼﾞ ｺｳｽｹ

85 藤好　駿太(1) ﾌｼﾞﾖｼ ｼｭﾝﾀ 0.186 273 山本　竜大(M1) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 0.232

81 伊東　利来也(4) ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 283 井上　大地(3) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ
2 4 富士通 315 北川　貴理 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 3:11.48 2 7 早稲田大 84 小久保　友裕(4) ｺｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 3:05.00 CR

(実業団) 313 高瀬　慧 ﾀｶｾ ｹｲ Q (学　連) 83 小竹　理恩(3) ｺﾀｹ ﾘｵﾝ
316 豊田　将樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 0.177 85 藤好　駿太(1) ﾌｼﾞﾖｼ ｼｭﾝﾀ 0.180

314 佐藤　拳太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 81 伊東　利来也(4) ｲﾄｳ ﾘｸﾔ
3 5 法政大 9 澤田　夏輝(3) ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 3:11.85 3 6 順天堂大 215 村冨　浩太朗(4) ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ 3:06.54

(学　連) 15 村石　怜司(2) ﾑﾗｲｼ ﾚｲｼﾞ (学　連) 217 山﨑　稔侍(2) ﾔﾏｻｷ ﾈﾝｼﾞ
14 黒川　和樹(1) ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 0.195 220 葛西　蔵輝(1) ｶｻｲ ｸﾗｷ 0.187

10 松本　純弥(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 218 松岡　知紀(2) ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｷ
4 6 明治大 237 橋元　優成(3) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｾｲ 3:13.53 4 9 富士通 314 佐藤　拳太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 3:07.96

(学　連) 240 村松　璃久(3) ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸ (実業団) 313 高瀬　慧 ﾀｶｾ ｹｲ
242 渡邊　颯一郎(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 0.162 316 豊田　将樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 0.207

241 野口　航平(2) ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 315 北川　貴理 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ
5 9 大東文化大 42 富岡　優也(4) ﾄﾐｵｶ ﾕｳﾔ 3:13.67 5 8 関西学院大 298 松本　昂大(2) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 3:08.24

(学　連) 38 吉野　颯太(4) ﾖｼﾉ ｿｳﾀ (学　連) 296 樋口　優人(4) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
45 中井　脩太(1) ﾅｶｲ ｼｭｳﾀ 0.186 300 内野々　諒(1) ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 0.141

44 渡邉　彰太(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 297 片山　卓也(2) ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ
6 3 福岡大 235 福嶋　慶記(1) ﾌｸｼﾏ ﾖｼｷ 3:14.30 6 3 Accel 24 根岸　紀仁 ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ 3:08.38

(学　連) 223 白形　優充(3) ｼﾗｶﾀ ﾏｻﾐﾂ (実業団) 19 小澤　優太 ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
236 早田　駿斗(1) ｿｳﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 0.202 20 相山　慶太郎 ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 0.170

230 筒江　海斗(4) ﾂﾂｴ ｶｲﾄ 25 板鼻　航平 ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ
7 8 新潟医療福祉大 162 遠山　宜志(3) ﾄｵﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 3:18.91 7 2 立命館大 61 福字　涼太郎(1) ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3:10.65

(学　連) 164 齋藤　翔偉(3) ｻｲﾄｳ ﾄｵｲ (学　連) 64 細野　颯人(1) ﾎｿﾉ ﾊﾔﾄ
163 永井　桂大(3) ﾅｶﾞｲ ｹｲﾀ 0.160 60 篠原　宏輔(3) ｼﾉﾊﾗ ｺｳｽｹ 0.174

165 野﨑　駿(3) ﾉｻﾞｷ ｼｭﾝ 62 野瀬　大輝(2) ﾉｾ ﾀﾞｲｷ
8 1 城西大 158 佐々木　翼(1) ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 3:10.94

(学　連) 154 乾　　俊介(3) ｲﾇｲ ｼｭﾝｽｹ
157 中村　文哉(2) ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 0.180

159 森　　真聡(1) ﾓﾘ ﾏｻﾄ
9 5 中央大 110 森　　周志(2) ﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ 3:11.60

(学　連) 114 宮﨑　匠(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ
112 金子　魅玖人(1) ｶﾈｺ ﾐｸﾄ 0.170

113 見田　朋海(1) ﾐﾀ ﾄﾓｳﾐ

決　勝　
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日本選手権女子4X100mR

日本記録(NR) 43.39     日本(北風 沙織、髙橋 萌木子、福島 千里、市川 華菜)2011 10月16日 12:50 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17日 12:25 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 5 甲南大 121 宮田　乙葉(3) ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ 45.46 1 5 福岡大 187 城戸　優来(1) ｷﾄﾞ ﾕｳｷ 44.98
(学　連) 118 鈴木　塔子(4) ｽｽﾞｷ ﾄｳｺ Q (学　連) 183 兒玉　芽生(3) ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ Q

120 澤谷　柚花(3) ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 0.153 184 渡邊　輝(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 0.188

125 井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果(1) ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 188 加藤　汐織(1) ｶﾄｳ ｼｵﾘ
2 3 日本体育大 86 鈴木　くるみ(1) ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ 45.64 2 7 園田学園女子大 94 藤原　沙耶(4) ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔ 46.44

(学　連) 88 宮武ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ(1) ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ Q (学　連) 101 三浦　愛華(1) ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ Q
83 広沢　優美(2) ﾋﾛｻﾜ ﾕﾐ 0.241 100 古西　清乃(1) ｺﾆｼ ｻﾔﾉ 0.147

87 前川　梨花(2) ﾏｴｶﾜ ﾘﾝｶ 96 門脇　直緒(4) ｶﾄﾞﾜｷ ﾅｵ
3 9 ﾕﾃｨｯｸ 210 久貝　瞳 ﾋｻｶﾞｲ ﾋﾄﾐ 45.73 3 9 山梨学院大 227 高須　鮎香(1) ﾀｶｽ ｱﾕｶ 46.65

(実業団) 211 寺井　美穂 ﾃﾗｲ ﾐﾎ q (学　連) 222 芝田　望笑(4) ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ
212 大久保　有梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾘ 0.146 229 澤井　萌奈(3) ｻﾜｲ ﾓﾅ 0.183

213 壹岐　いちこ ｲｷ ｲﾁｺ 226 青野　朱李(2) ｱｵﾉ ｼｭﾘ
4 6 中央大 76 加藤　杏奈(1) ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 46.21 4 6 青山学院大 4 勝又　日菜多(1) ｶﾂﾏﾀ ﾋﾅﾀ 46.75

(学　連) 73 大島　愛梨(2) ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ q (学　連) 2 宮﨑　亜美香(4) ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐｶ
69 小野　真由(3) ｵﾉ ﾏﾕ 0.151 5 塩本　歩(1) ｼｵﾓﾄ ｱﾕﾑ 0.185

74 田路　遥香(1) ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ 1 伊藤　有那(4) ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
5 4 大東文化大 24 柴原　有里加(4) ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ 47.17 5 4 駿河台大 176 安達　有羽(1) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 47.17

(学　連) 29 山﨑　千聖(1) ﾔﾏｻｷ ﾁｻﾄ (学　連) 175 田中　きよの(1) ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ
26 寺本　光里(3) ﾃﾗﾓﾄ ﾋｶﾘ 0.165 171 小針　涼葉(2) ｺﾊﾞﾘ ｽｽﾞﾊ 0.167

23 吉田　のぞみ(4) ﾖｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 169 小野田　吏紗(3) ｵﾉﾀﾞ ﾘｻ
6 8 至学館高 63 大城　莉夢(2) ｵｵｼﾛ ﾘﾑ 47.51 6 8 新潟医療福祉大 148 小川　ひかり(1) ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾘ 47.42

(愛　知) 56 小幡　胡実(2) ｵﾊﾞﾀ ｺﾉﾐ (学　連) 143 穴澤　沙也可(3) ｱﾅｻﾞﾜ ｻﾔｶ
58 坂井　寿々(1) ｻｶｲ ｽｽﾞ 0.162 144 笠原　理瑚(3) ｶｻﾊﾗ ﾘｺ 0.172

57 中西　楓夏(2) ﾅｶﾆｼ ﾌｳｶ 146 涌井　珠里(3) ﾜｸｲ ｼｭﾘ
7 七十七銀行 DNS 3 九州共立大 DNS

(実業団) (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 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 東邦銀行 115 紫村　仁美 ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 44.76 1 7 東邦銀行 115 紫村　仁美 ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 45.03
(実業団) 117 武石　この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ Q (実業団) 117 武石　この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ

112 広沢　真愛 ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ 0.168 112 広沢　真愛 ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ 0.157

114 松本　奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 114 松本　奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ
2 6 立命館大 41 松尾　季奈(2) ﾏﾂｵ ｷﾅ 45.45 2 5 福岡大 187 城戸　優来(1) ｷﾄﾞ ﾕｳｷ 45.26

(学　連) 31 田中　佑美(4) ﾀﾅｶ ﾕﾐ Q (学　連) 183 兒玉　芽生(3) ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ
34 臼井　文音(2) ｳｽｲ ｱﾔﾈ 0.202 184 渡邊　輝(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 0.181

33 壹岐　あいこ(2) ｲｷ ｱｲｺ 188 加藤　汐織(1) ｶﾄｳ ｼｵﾘ
3 8 日本女子体育大 16 小貫　夢海(3) ｵﾇｷ ﾕｳ 46.41 3 4 立命館大 32 西田　美菜(4) ﾆｼﾀﾞ ﾐﾅ 45.63

(学　連) 17 竹内　真弥(4) ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ (学　連) 31 田中　佑美(4) ﾀﾅｶ ﾕﾐ
20 伊藤　すずほ(1) ｲﾄｳ ｽｽﾞﾎ 0.183 34 臼井　文音(2) ｳｽｲ ｱﾔﾈ 0.156

15 藤田　和音(4) ﾌｼﾞﾀ ｱｲﾈ 33 壹岐　あいこ(2) ｲｷ ｱｲｺ
4 4 大阪成蹊大 205 野口　理帆(3) ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ 46.55 4 8 日本体育大 84 髙橋　真由(2) ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ 45.68

(学　連) 203 齋藤　愛美(3) ｻｲﾄｳ ｱﾐ (学　連) 88 宮武ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ(1) ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ

206 吉野　史織(3) ﾖｼﾉ ｼｵﾘ 0.185 83 広沢　優美(2) ﾋﾛｻﾜ ﾕﾐ 0.157

208 桑原　綾子(3) ｸﾜﾊﾗ ｱﾔｺ 87 前川　梨花(2) ﾏｴｶﾜ ﾘﾝｶ
5 9 国士舘大 133 清水　美沙(3) ｼﾐｽﾞ ﾐｻ 47.22 5 6 甲南大 121 宮田　乙葉(3) ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ 45.72

(学　連) 136 西垣　朱音(3) ﾆｼｶﾞｷ ｱｶﾈ (学　連) 118 鈴木　塔子(4) ｽｽﾞｷ ﾄｳｺ
135 生方　愛結(1) ｳﾌﾞｶﾀ ｱﾕ 0.150 120 澤谷　柚花(3) ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 0.140

131 宮園　彩恵(4) ﾐﾔｿﾞﾉ ｻｴ 125 井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果(1) ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ

6 5 武庫川女子大 137 末石　和莉(4) ｽｴｲｼ ｱｲﾘ 47.76 6 2 ﾕﾃｨｯｸ 210 久貝　瞳 ﾋｻｶﾞｲ ﾋﾄﾐ 46.29
(学　連) 140 河原林　桃音(1) ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓﾈ (実業団) 211 寺井　美穂 ﾃﾗｲ ﾐﾎ

142 山本　早留香(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 0.164 212 大久保　有梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾘ 0.148

138 三村　萌(3) ﾐﾑﾗ ﾒﾊﾞｴ 213 壹岐　いちこ ｲｷ ｲﾁｺ
7 3 中央大 76 加藤　杏奈(1) ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 46.53

(学　連) 73 大島　愛梨(2) ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ
69 小野　真由(3) ｵﾉ ﾏﾕ 0.168

74 田路　遥香(1) ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ
8 9 園田学園女子大 94 藤原　沙耶(4) ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔ 46.67

(学　連) 101 三浦　愛華(1) ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ
100 古西　清乃(1) ｺﾆｼ ｻﾔﾉ 0.146

96 門脇　直緒(4) ｶﾄﾞﾜｷ ﾅｵ

決　勝　
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日本選手権女子4X400mR

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17日 15:35 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18日 14:40 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 5 早稲田大 44 村上　夏美(3) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ 3:39.22 1 4 立命館大 42 吉岡　里奈(1) ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 3:44.36

(学　連) 43 小山　佳奈(4) ｺﾔﾏ ｶﾅ Q (学　連) 32 西田　美菜(4) ﾆｼﾀﾞ ﾐﾅ Q
48 関本　萌香(3) ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 0.205 37 南　　千尋(3) ﾐﾅﾐ ﾁﾋﾛ 0.208

47 津川　瑠衣(1) ﾂｶﾞﾜ ﾙｲ 40 塩見　綾乃(3) ｼｵﾐ ｱﾔﾉ
2 6 東邦銀行 112 広沢　真愛 ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ 3:39.89 2 7 青山学院大 11 吉中　日向子(1) ﾖｼﾅｶ ﾋﾅｺ 3:44.73

(実業団) 114 松本　奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ Q (学　連) 13 中尾　あゆみ(2) ﾅｶｵ ｱﾕﾐ Q
110 青木　沙弥佳 ｱｵｷ ｻﾔｶ 0.182 10 青木　穂花(1) ｱｵｷ ﾎﾉｶ 0.183

117 武石　この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 9 藤井　彩乃(4) ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾉ
3 9 中央大 75 髙島　菜都美(2) ﾀｶｼﾏ ﾅﾂﾐ 3:47.39 3 5 福岡大 191 安定　紗也香(3) ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 3:44.79

(学　連) 77 三輪　ダリヤ(4) ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ (学　連) 184 渡邊　輝(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ q
80 齋藤　菜月(4) ｻｲﾄｳ ﾅﾂｷ 0.210 193 加茂　明華(2) ｶﾓ ﾊﾙｶ 0.200

73 大島　愛梨(2) ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 195 津波　愛樹(3) ﾂﾊ ｱｲｷ
4 4 小野高 160 豊瀬　綾野(2) ﾄﾖｾ ｱﾔﾉ 3:48.96 4 6 東大阪大 161 畑田　星来(2) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ 3:45.09

(兵　庫) 157 羽田　有希(3) ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ (学　連) 165 大西　愛永(2) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ q
159 松井　陽南(2) ﾏﾂｲ ﾋﾅ 0.202 166 有廣　璃々香(1) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ 0.172

156 松永　朋子(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ 163 川田　朱夏(3) ｶﾜﾀ ｱﾔｶ
5 8 七十七銀行 53 松本　沙耶子 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ 3:51.27 5 9 新潟医療福祉大 149 椎谷　佳奈子(M2) ｼｲﾔ ｶﾅｺ 3:47.45

(実業団) 49 齋藤　真佑 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ (学　連) 151 大沼　桃香(4) ｵｵﾇﾏ ﾓﾓｶ
54 森　　美悠 ﾓﾘ ﾐﾕ 0.159 153 中村　花菜(2) ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ 0.242

51 三藤　祐梨子 ﾐﾄｳ ﾕﾘｺ 154 山村　紋叶(1) ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
6 7 至学館高 58 坂井　寿々(1) ｻｶｲ ｽｽﾞ 4:01.85 6 8 山梨学院大 230 比嘉　和希(4) ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 3:49.95

(愛　知) 64 澤　　美羽(3) ｻﾜ ﾐｳ (学　連) 226 青野　朱李(2) ｱｵﾉ ｼｭﾘ
56 小幡　胡実(2) ｵﾊﾞﾀ ｺﾉﾐ 0.267 222 芝田　望笑(4) ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 0.190

66 星川　茉鈴(3) ﾎｼｶﾜ ﾏﾘﾝ 231 並木　静香(4) ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ

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 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 日本体育大 93 大久保　光(M1) ｵｵｸﾎﾞ ﾋｶﾘ 3:44.94 1 4 東邦銀行 117 武石　この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 3:35.42

(学　連) 92 森山　奈菜絵(1) ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅｴ Q (実業団) 115 紫村　仁美 ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ
90 山本　早姫(4) ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 0.181 112 広沢　真愛 ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ 0.175

89 須藤　美桜(1) ｽﾄﾞｳ ﾐｵ 114 松本　奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ
2 6 園田学園女子大 104 梅崎　優花(3) ｳﾒｻﾞｷ ﾕｳｶ 3:46.87 2 6 早稲田大 44 村上　夏美(3) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ 3:37.15

(学　連) 102 後藤　奈緒(4) ｺﾞﾄｳ ﾅｵ Q (学　連) 43 小山　佳奈(4) ｺﾔﾏ ｶﾅ
106 栗谷　瑞希(4) ｸﾘﾔ ﾐｽﾞｷ 0.214 48 関本　萌香(3) ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 0.182

105 安田　明日翔(3) ﾔｽﾀﾞ ｱｽｶ 47 津川　瑠衣(1) ﾂｶﾞﾜ ﾙｲ
3 4 駿河台大 181 五十嵐　萌(1) ｲｶﾗｼ ﾒﾊﾞｴ 3:47.05 3 9 青山学院大 11 吉中　日向子(1) ﾖｼﾅｶ ﾋﾅｺ 3:40.55

(学　連) 175 田中　きよの(1) ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ (学　連) 9 藤井　彩乃(4) ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾉ
182 後野　詩衣菜(3) ｺﾞﾉ ｼｲﾅ 0.287 13 中尾　あゆみ(2) ﾅｶｵ ｱﾕﾐ 0.279

177 吉田　佳純(4) ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 8 髙島　咲季(1) ﾀｶｼﾏ ｻｷ
4 7 甲南大 126 中原　みなみ(4) ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ 3:47.55 4 2 福岡大 191 安定　紗也香(3) ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 3:40.55

(学　連) 121 宮田　乙葉(3) ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ (学　連) 184 渡邊　輝(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ
123 下村　日向子(2) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅｺ 0.160 193 加茂　明華(2) ｶﾓ ﾊﾙｶ 0.149

127 片山　栞里(3) ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾘ 195 津波　愛樹(3) ﾂﾊ ｱｲｷ
5 8 大阪成蹊大 208 桑原　綾子(3) ｸﾜﾊﾗ ｱﾔｺ 3:48.94 5 5 立命館大 32 西田　美菜(4) ﾆｼﾀﾞ ﾐﾅ 3:41.59

(学　連) 203 齋藤　愛美(3) ｻｲﾄｳ ｱﾐ (学　連) 37 南　　千尋(3) ﾐﾅﾐ ﾁﾋﾛ
204 淵田　杏奈(3) ﾌﾁﾀﾞ ｱﾝﾅ 0.139 42 吉岡　里奈(1) ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 0.168

206 吉野　史織(3) ﾖｼﾉ ｼｵﾘ 40 塩見　綾乃(3) ｼｵﾐ ｱﾔﾉ
6 5 至学館大 219 近藤　七海(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 3:54.93 6 7 日本体育大 87 前川　梨花(2) ﾏｴｶﾜ ﾘﾝｶ 3:42.84

(学　連) 216 大野　百花(3) ｵｵﾉ ﾓﾓｶ (学　連) 88 宮武ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ(1) ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ

217 坂本　彩音(2) ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 0.206 90 山本　早姫(4) ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 0.180

218 松嶋　真矢(2) ﾏﾂｼﾏ ﾏﾔ 89 須藤　美桜(1) ｽﾄﾞｳ ﾐｵ
7 3 東大阪大 166 有廣　璃々香(1) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ 3:43.66

(学　連) 165 大西　愛永(2) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ
161 畑田　星来(2) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ 0.192

163 川田　朱夏(3) ｶﾜﾀ ｱﾔｶ
8 8 園田学園女子大 106 栗谷　瑞希(4) ｸﾘﾔ ﾐｽﾞｷ 3:44.49

(学　連) 102 後藤　奈緒(4) ｺﾞﾄｳ ﾅｵ
104 梅崎　優花(3) ｳﾒｻﾞｷ ﾕｳｶ 0.248

105 安田　明日翔(3) ﾔｽﾀﾞ ｱｽｶ

決　勝　
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