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全国高等学校男子4X100mR

日本高校記録(HR) 39.16     日本ｼﾞｭﾆｱ選抜(大瀬戸 一馬、橋元 晃志、諏訪 達郎、金森 和貴)2012 10月16日 14:40 予　選
日本高校記録(HR) 39.64     洛南(城野 有希、奥野 遼平、北風 優貴、桐生 祥秀)2012 10月17日 16:45 決　勝

予　選　5組1着＋3

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 中京大中京 813 香山　勇輝(1) ｶﾔﾏ ﾕｳｷ 40.07 1 5 宮崎工 930 中原　佑(2) ﾅｶﾊﾗ ﾀｽｸ 40.58
(愛　知) 811 舘野　峻輝(2) ﾀﾃﾉ ｼｭﾝｷ Q (宮　崎) 932 藤本　唯楓(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾌﾞｷ Q

809 鈴木　大河(3) ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 931 星田　大地(2) ﾎｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ
808 河田　航典(3) ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ 929 池下　航和(3) ｲｹｼﾀ ｺｳﾜ

2 9 東海大翔洋 745 北川　凱(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾞｲ 40.35 2 2 関大北陽 959 堀口　柚貴(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｽﾞｷ 40.64
(静　岡) 746 赤堀　眞(2) ｱｶﾎﾘ ﾏﾅﾘ q (大　阪) 960 松井　健斗(3) ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ

744 山本　伸一郎(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 962 佐藤　颯(3) ｻﾄｳ ｿｳ
747 大石　幹太(2) ｵｵｲｼ ｶﾝﾀ 965 金原　淳晟(3) ｶﾈﾊﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ

3 7 桐生第一 604 長瀬　凌輔(3) ﾅｶﾞｾ ﾘｮｳｽｹ 40.63 3 7 新潟明訓 892 瀧本　悠一朗(2) ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 41.00
(群　馬) 603 藤生　光(3) ﾌｼﾞｳ ﾋｶﾙ (新　潟) 889 鈴木　大翼(2) ｽｽﾞｷ ｵｵｽｹ

607 鈴木　悠瑠(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾙ 893 西野　拓志(2) ﾆｼﾉ ﾀｸｼ
606 須田　陽斗(2) ｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 891 鷲澤　蓮(2) ﾜｼｻﾞﾜ ﾚﾝ

4 6 市立船橋 565 小原　敏史(3) ｺﾊﾗ ﾄｼﾌﾐ 40.96 4 3 相洋 794 矢口　峻慈(2) ﾔｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 41.12
(千　葉) 567 守　　祐陽(2) ﾓﾘ ﾕｳﾋ (神奈川) 793 高橋　悠斗(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

569 今井　佑里(3) ｲﾏｲ ﾕｳﾘ 796 中谷　颯汰(1) ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾀ
573 斎藤拓巳ｱﾝﾄﾞﾚｲ(1) ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐｱﾝﾄﾞﾚｲ 791 阿部　隆佑(3) ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾕｳ

5 8 大塚 865 高瀬　一晟(2) ﾀｶｾ ｲｯｾｲ 41.30 5 6 乙訓 634 田中　亜周(2) ﾀﾅｶ ｱｼｭｳ 41.18
(大　阪) 870 垣内　慶紀(2) ｶｷｳﾁ ﾖｼｷ (京　都) 633 長澤　蒼馬(3) ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾏ

867 佐々木　良徳(3) ｻｻｷ ﾘｮｳﾄｸ 639 西山　紘輝(3) ﾆｼﾔﾏ ｺｳｷ
868 茶圓　裕希(3) ﾁｬｴﾝ ﾋﾛｷ 637 小林　夏陽(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ

6 2 西条農 781 中村　光希(2) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 41.84 6 8 東海大仰星 825 川田　一稀(3) ｶﾜﾀ ｶｽﾞｷ 41.25
(広　島) 780 山口　純平(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ (大　阪) 828 陶　　康平(2) ｽｴ ｺｳﾍｲ

783 西田　千孝(3) ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 826 杉本　壮吾(3) ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳｺﾞ
787 名越　拓馬(2) ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 829 山内　友稀(3) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ

7 5 弘前実 711 中田　時源(1) ﾅｶﾀ ｼﾞｹﾞﾝ 42.45 7 4 立命館慶祥 806 高田　真太郎(2) ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 41.69
(青　森) 712 松谷　温翔(1) ﾏﾂﾀﾆ ﾊﾙﾄ (北海道) 802 鷹　　祥永(3) ﾀｶ ｼｮｳｴｲ

710 佐々木　登伊(2) ｻｻｷ ﾄｳｲ 805 北川　広大(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
709 横澤　優心(2) ﾖｺｻﾜ ﾕｳｼﾝ 807 小林　生承(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｷｼｮｳ

8 4 法政二 627 鈴木　斜恩(3) ｽｽﾞｷ ｼｬｵﾝ 47.79 8 9 作新学院 956 大根田　翼(3) ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 42.85
(神奈川) 628 村上　優馬(3) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ (栃　木) 957 ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(3) ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ

629 柾木　拓(3) ﾏｻｷ ﾀｸ 952 野口　祐叶(3) ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
630 藤井　和寿(3) ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾄｼ 953 マデロ　ケンジ(3) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ

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 9 八王子 875 岩瀬　浩太郎(2) ｲﾜｾ ｺｳﾀﾛｳ 40.31 1 5 東海大相模 771 橋本　結生(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 40.28
(東　京) 872 中村　仁平(3) ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝﾍﾟｲ Q (神奈川) 769 飯田　勝大(3) ｲｲﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ Q

871 上野　弘貴(3) ｳｴﾉ ｺｳｷ 768 倉岡　大貴(3) ｸﾗｵｶ ﾀﾞｲｷ
873 江上　大知(3) ｴｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 770 小河　空矢(2) ｵｶﾞﾜ ｸｳﾔ

2 7 社 670 馬場　勇弥(3) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾔ 40.49 2 4 東京農大二 655 神谷　幸澄(2) ｶﾐﾔ ﾕｷﾄ 40.33
(兵　庫) 672 西尾　晃太(3) ﾆｼｵ ｺｳﾀ (群　馬) 657 渡邉　雄宇(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ q

671 細見　大樹(3) ﾎｿﾐ ﾀﾞｲｷ 654 佐藤　智也(2) ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
675 藤原　篤弥(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂﾔ 656 栁田　大輝(2) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ

3 4 鳥取中央育英 733 上田　嵩矢(3) ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 40.68 3 3 明星学園 859 神戸　毅裕(1) ｺﾞｳﾄﾞ ﾀｹﾋﾛ 40.48
(鳥　取) 732 井上　瑞葵(3) ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ (東　京) 856 寺内　智徳(3) ﾃﾗｳﾁ ﾄﾓﾉﾘ q

737 植松　瑞希(1) ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 857 大脇　理雄(3) ｵｵﾜｷ ﾐﾁｵ
736 宮本　一樹(2) ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 855 吉田　順哉(3) ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

4 8 開星 756 門谷　昇星(3) ﾓﾝﾀﾆ ｼｮｳｾｲ 41.03 4 6 北海道栄 691 松本　俊大(3) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 40.79
(島　根) 757 松浦　大雅(3) ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ (北海道) 695 清水　徹(1) ｼﾐｽﾞ ﾃﾂ

761 斉藤　樹(3) ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 692 志田原　康太(3) ｼﾀﾞﾊﾗ ｺｳﾀ
759 足立　駿人(3) ｱﾀﾞﾁ ﾊﾔﾄ 694 町井　大城(2) ﾏﾁｲ ﾀｲｷ

5 6 岐阜聖徳 918 岩垣　勇司(3) ｲﾜｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ 41.51 5 7 浜松湖東 559 鈴木　悠我(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶﾞ 40.93
(岐　阜) 920 吉田　創詠(3) ﾖｼﾀﾞ ｿｳｴｲ (静　岡) 558 島田　開伸(3) ｼﾏﾀﾞ ｶｲｼﾝ

917 青山　昇也(3) ｱｵﾔﾏ ｼｮｳﾔ 562 松澤　賢(1) ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝ
922 伊藤　真治(1) ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 560 中津川　拓実(2) ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

6 2 白鴎大足利 539 茂呂　歩夢(3) ﾓﾛ ｱﾕﾑ 41.67 6 8 近大附 589 高　　蓮太郎(2) ｺｳ ﾚﾝﾀﾛｳ 41.09
(栃　木) 534 松本　涼(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ (大　阪) 587 田村　健直(3) ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞｶ

536 中里　碧翔(2) ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 592 森原　蓮斗(2) ﾓﾘﾊﾗ ﾚﾝﾄ
535 松嶋　伶弥(2) ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ 593 大村　一斗(3) ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾄ

3 九産大付九産 939 村岡　裕斗(1) ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾄ DQ,R2 7 2 咲くやこの花 609 西山　樹(3) ﾆｼﾔﾏ ﾀﾂｷ 41.20
(福　岡) 935 北原　竜之介(2) ｷﾀﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ (大　阪) 612 山中　大輝(2) ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｷ

934 中西　龍哉(2) ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾔ 610 吉田　健人(3) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ
937 工藤　唯聖(2) ｸﾄﾞｳ ﾕｲﾄ 613 阿部　雄斗(1) ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ

5 東京学館新潟 945 関口　裕太(1) ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀ DNF 8 9 四学香川西 522 八田　晴生(3) ﾊｯﾀ ﾊﾙｾ 41.77
(新　潟) 942 青木　遥可(3) ｱｵｷ ﾊﾙｶ (香　川) 521 田原　太斗(3) ﾀﾊﾞﾙ ﾀﾞｲﾄ

943 行方　大介(3) ﾅﾒｶﾀ ﾀﾞｲｽｹ 520 藤田　優人(3) ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ
940 田原　蓮(3) ﾀﾊﾗ ﾚﾝ 523 水谷　翼(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ

凡例  DNF:途中棄権 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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全国高等学校男子4X100mR

日本高校記録(HR) 39.16     日本ｼﾞｭﾆｱ選抜(大瀬戸 一馬、橋元 晃志、諏訪 達郎、金森 和貴)2012 10月16日 14:40 予　選
日本高校記録(HR) 39.64     洛南(城野 有希、奥野 遼平、北風 優貴、桐生 祥秀)2012 10月17日 16:45 決　勝

予　選　5組1着＋3

5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 洛南 659 平野　智也(3) ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 40.33
(京　都) 660 藤原　孝輝(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷ Q

661 井之上　駿太(3) ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ
669 山本　嶺心(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾝ

2 9 奈良育英 706 田原　歩睦(1) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 40.69
(奈　良) 707 郷　　颯冴(1) ｺﾞｳ ｿｳｶﾞ

708 奥谷　拓征(1) ｵｸﾀﾆ ﾀｸｾｲ
703 古井　大貴(2) ﾌﾙｲ ﾀﾞｲｷ

3 1 大阪 616 正田　陽人(3) ﾏｻﾀﾞ ﾖﾋﾄ 40.74
(大　阪) 624 山田　雄大(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

618 山田　悠月(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ
615 首藤　大(3) ｽﾄｳ ﾀﾞｲ

4 8 皇學館 532 中西　一冴(2) ﾅｶﾆｼ ｲｯｻ 40.84
(三　重) 529 中東　大輔(3) ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ

530 山田　真大(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
528 野呂　仁人(3) ﾉﾛ ﾖｼﾄ

5 2 比叡山 687 森本　錬(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾚﾝ 41.02
(滋　賀) 681 横山　大空(2) ﾖｺﾔﾏ ｿﾗ

684 森田　匠(2) ﾓﾘﾀ ﾀｸﾐ
682 辻田　幸輝(2) ﾂｼﾞﾀ ｺｳｷ

6 4 岡崎城西 652 高倉　昴生(1) ﾀｶｸﾗ ｺｳｷ 41.22
(愛　知) 645 山口　晴生(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

649 岩田　航輝(1) ｲﾜﾀ ｺｳｷ
648 鈴木　一磨(2) ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ

7 5 西武台千葉 728 永井　嵩人(3) ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾄ 41.34
(千　葉) 726 海老澤　蓮(3) ｴﾋﾞｻﾜ ﾚﾝ

731 藤塚　幹太(3) ﾌｼﾞﾂｶ ｶﾝﾀ
727 長澤　優真(3) ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾏ

8 7 佐賀工 513 田中　雄大(3) ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 42.91
(佐　賀) 515 末次　拓海(2) ｽｴﾂｷﾞ ﾀｸﾐ

516 野中　裕斗(2) ﾉﾅｶ ﾋﾛﾄ
518 フェルナー英輝(2) ﾌｪﾙﾅｰ ﾋﾃﾞｷ

6 崇徳 886 植田　光紀(2) ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ DQ,R2

(広　島) 883 岡田　寛人(3) ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ
884 齋藤　聖(3) ｻｲﾄｳ ｼｮｳ
885 後藤　達樹(3) ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ

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 7 中京大中京 813 香山　勇輝(1) ｶﾔﾏ ﾕｳｷ 40.38
(愛　知) 811 舘野　峻輝(2) ﾀﾃﾉ ｼｭﾝｷ

809 鈴木　大河(3) ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ
808 河田　航典(3) ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ

2 5 東海大相模 771 橋本　結生(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 40.47
(神奈川) 769 飯田　勝大(3) ｲｲﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ

768 倉岡　大貴(3) ｸﾗｵｶ ﾀﾞｲｷ
770 小河　空矢(2) ｵｶﾞﾜ ｸｳﾔ

3 6 洛南 659 平野　智也(3) ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 40.64
(京　都) 660 藤原　孝輝(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷ

661 井之上　駿太(3) ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ
669 山本　嶺心(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾝ

4 9 宮崎工 930 中原　佑(2) ﾅｶﾊﾗ ﾀｽｸ 40.66
(宮　崎) 932 藤本　唯楓(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾌﾞｷ

931 星田　大地(2) ﾎｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ
929 池下　航和(3) ｲｹｼﾀ ｺｳﾜ

5 4 八王子 875 岩瀬　浩太郎(2) ｲﾜｾ ｺｳﾀﾛｳ 40.69
(東　京) 872 中村　仁平(3) ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝﾍﾟｲ

871 上野　弘貴(3) ｳｴﾉ ｺｳｷ
873 江上　大知(3) ｴｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ

6 3 明星学園 859 神戸　毅裕(1) ｺﾞｳﾄﾞ ﾀｹﾋﾛ 40.97
(東　京) 856 寺内　智徳(3) ﾃﾗｳﾁ ﾄﾓﾉﾘ

857 大脇　理雄(3) ｵｵﾜｷ ﾐﾁｵ
855 吉田　順哉(3) ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

7 8 東京農大二 655 神谷　幸澄(2) ｶﾐﾔ ﾕｷﾄ 41.19
(群　馬) 657 渡邉　雄宇(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ

654 佐藤　智也(2) ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
656 栁田　大輝(2) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ

8 2 東海大翔洋 745 北川　凱(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾞｲ 41.30
(静　岡) 746 赤堀　眞(2) ｱｶﾎﾘ ﾏﾅﾘ

744 山本　伸一郎(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ
747 大石　幹太(2) ｵｵｲｼ ｶﾝﾀ

凡例  DNF:途中棄権 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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全国高等学校男子4X400mR

10月17日 14:45 予　選
日本高校記録(HR) 3:08.32     成田(笛木 靖宏、山本 真也、菅井 純平、鈴木 哲平)2003 10月18日 15:10 決　勝

予　選　5組1着＋3

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 成田 724 酒匂　康輝(2) ｻｺｳ ｺｳｷ 3:13.04 1 7 洛南 667 石原　慎也(2) ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾔ 3:14.46

(千　葉) 722 成澤　秀人(3) ﾅﾘｻﾜ ﾋﾃﾞﾄ Q (京　都) 661 井之上　駿太(3) ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ Q
725 髙須　楓翔(1) ﾀｶｽ ﾌｳﾄ 666 深田　拓海(3) ﾌｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
720 眞々田　洸大(3) ﾏﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 665 木下　祐一(3) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ

2 5 相洋 801 藤　　太樹(2) ﾄｳ ﾀｲｷ 3:13.96 2 8 城西大附城西 820 後藤　元気(2) ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝｷ 3:14.76

(神奈川) 793 高橋　悠斗(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ q (東　京) 822 日高　裕喜人(2) ﾋﾀﾞｶ ﾕｷﾄ
791 阿部　隆佑(3) ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾕｳ 823 八戸　颯詩(2) ﾊﾁﾉﾍ ｿｳｼ
797 小田　佳喜(3) ｵﾀﾞ ﾖｼｷ 819 臼木　隼哉(3) ｳｽｷ ｼｭﾝﾔ

3 6 佐久長聖 715 肥後　琉之介(2) ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 3:17.03 3 9 関大北陽 963 深川　翼(2) ﾌｶｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 3:16.98

(長　野) 717 宮崎　日向(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ (大　阪) 959 堀口　柚貴(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｽﾞｷ
718 北村　隆之介(2) ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 966 佐脇　岳(2) ｻﾜｷ ｶﾞｸ
714 佐野　希汐(3) ｻﾉ ｷｾｷ 960 松井　健斗(3) ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ

4 3 柴田 900 菊地　翔哉(3) ｷｸﾁ ｼｮｳﾔ 3:18.31 4 3 彦根翔西館 552 福田　海斗(3) ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾄ 3:18.64

(宮　城) 901 安田　脩人(3) ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳﾄ (滋　賀) 556 琴寄　晴仁(3) ｺﾄﾖﾘ ﾊﾙﾄ
902 淺見　功輝(3) ｱｻﾐ ｺｳｷ 557 安井　聖真(2) ﾔｽｲ ｼｮｳﾏ
899 吉田　碧生(3) ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ 553 須戸　遼(3) ｽﾄﾞ ﾘｮｳ

5 7 西条農 786 竹内　蒼竜(3) ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 3:19.89 5 5 千葉黎明 548 髙橋　歩夢(3) ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ 3:19.21

(広　島) 780 山口　純平(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ (千　葉) 546 大野　陽斗(2) ｵｵﾉ ｱｷﾄ
787 名越　拓馬(2) ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 550 齋藤　虎太郎(2) ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ
783 西田　千孝(3) ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 547 吉橋　孝維(3) ﾖｼﾊｼ ﾓﾄﾌｻ

6 9 大分東明 503 佐田　龍昇(2) ｻﾀ ﾘｭｳﾄ 3:20.27 6 6 近大附 592 森原　蓮斗(2) ﾓﾘﾊﾗ ﾚﾝﾄ 3:20.25

(大　分) 501 松下　かなう(3) ﾏﾂｼﾀ ｶﾅｳ (大　阪) 587 田村　健直(3) ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞｶ
506 八岡　陽斗(1) ﾔﾂｵｶ ﾊﾙﾄ 594 織田　篤也(2) ｵﾀﾞ ｱﾂﾔ
505 成瀬　樹(3) ﾅﾙｾ ｲﾂｷ 595 佐々木　祥吾(1) ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ

7 2 福岡大附大濠 838 白川　到(2) ｼﾗｶﾜ ﾄｳ 3:20.77 7 2 生野 946 柿塚　良太郎(1) ｶｷﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3:22.09

(福　岡) 837 熊木　寿弥(3) ｸﾏｷ ﾄｼﾔ (大　阪) 951 髙田　敦史(2) ﾀｶﾀﾞ ｱﾂｼ
839 坂田　忠大(2) ｻｶﾀ ﾀﾀﾞﾋﾛ 947 小林　和慈(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｲ
840 鍋島　康士朗(2) ﾅﾍﾞｼﾏ ｺｳｼﾛｳ 948 冨士原　泰樹(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｼﾞｭ

8 仙台育英 DNS 4 盛岡南 DNS
(宮　城) (岩　手)

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 5 磐田北 755 梶原　涼(1) ｶｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 3:13.89 1 1 新潟明訓 897 西野　航史(2) ﾆｼﾉ ｺｳｼ 3:14.74

(静　岡) 750 ﾀﾅｶ　ｴﾄﾞｩｱﾙﾄﾞ(3) ﾀﾅｶ ｴﾄﾞｩｱﾙﾄﾞ Q (新　潟) 896 野内　優義(2) ﾉｳﾁ ﾏｻﾖｼ Q
753 桒原　祥弥(2) ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｮｳﾔ 893 西野　拓志(2) ﾆｼﾉ ﾀｸｼ
751 平野　友貴(3) ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 889 鈴木　大翼(2) ｽｽﾞｷ ｵｵｽｹ

2 8 磐城 911 池田　和史(3) ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 3:14.05 2 3 東福岡 969 西山　雄志(2) ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼ 3:15.09

(福　島) 916 遠藤　尚斗(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ q (福　岡) 971 中島　陽基(2) ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｷ
915 新妻　拓巳(1) ﾆｲﾂﾏ ﾀｸﾐ 970 大村　東輝(3) ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｷ
913 鈴木　竜馬(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 972 冨永　湧平(1) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾍｲ

3 7 社 676 飯牟田　空良(3) ｲﾑﾀ ｿﾗ 3:14.60 3 4 北海道栄 701 種市　和真(3) ﾀﾈｲﾁ ｶｽﾞﾏ 3:16.15

(兵　庫) 677 武政　壮之助(3) ﾀｹﾏｻ ｿｳﾉｽｹ (北海道) 692 志田原　康太(3) ｼﾀﾞﾊﾗ ｺｳﾀ
678 下方　崇生(3) ｼﾓｶﾀ ﾀｶｵ 699 馬塀　優介(3) ﾊﾞﾍｲ ﾕｳｽｹ
672 西尾　晃太(3) ﾆｼｵ ｺｳﾀ 697 西村　龍偉(3) ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｲ

4 4 大阪 622 森　　貫太(3) ﾓﾘ ｶﾝﾀ 3:15.64 4 2 姫路商 877 渡邊　隼斗(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 3:16.58

(大　阪) 621 喜代田　悠輝(3) ｷﾖﾀ ﾕｳｷ (兵　庫) 881 吉田　正道(1) ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ
625 光隨　隼弥(1) ｺｳｽﾞｲ ｼｭﾝﾔ 878 岩田　峻也(3) ｲﾜﾀ ﾄｼﾅﾘ
623 岩﨑　拓生(2) ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ 879 橋本　凌一(3) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ

5 6 四学香川西 526 石井　健斗(3) ｲｼｲ ｹﾝﾄ 3:17.06 5 9 草津東 843 今堀　峻輔(2) ｲﾏﾎﾘ ｼｭﾝｽｹ 3:18.47

(香　川) 523 水谷　翼(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ (滋　賀) 844 伊部　智哉(3) ｲﾍﾞ ﾄﾓﾔ
521 田原　太斗(3) ﾀﾊﾞﾙ ﾀﾞｲﾄ 847 森　　大喜(2) ﾓﾘ ﾀｲｷ
519 吉岡　悠輝(3) ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 846 竹　　一虎(2) ﾀｹ ｶｽﾞﾄ

6 9 日大三島 598 助川　拓真(2) ｽｹｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 3:19.36 6 5 乙訓 643 八木　翔也(3) ﾔｷﾞ ｼｮｳﾔ 3:19.50

(静　岡) 601 好岡　伸之輔(2) ﾖｼｵｶ ｼﾝﾉｽｹ (京　都) 639 西山　紘輝(3) ﾆｼﾔﾏ ｺｳｷ
599 増田　琉希(2) ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳｷ 638 飯本　航太(2) ｲｲﾓﾄ ｺｳﾀ
597 佐竹　結月(2) ｻﾀｹ ﾕﾂﾞｷ 644 大川内　遙翔(1) ｵｵｶﾜｳﾁ ﾊﾙﾄ

7 2 明星学園 864 古屋　新太(1) ﾌﾙﾔ ｱﾗﾀ 3:22.20 7 7 自由ケ丘 778 木宮　翔大(3) ｷﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀ 3:19.67

(東　京) 858 竹尾　拓真(2) ﾀｹｵ ﾀｸﾏ (福　岡) 774 宮原　陽大(3) ﾐﾔﾊﾗ ﾊﾙﾄ
860 逸見　空広(2) ﾍﾝﾐ ｿﾗ 775 藤井　陽土(3) ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾄ
863 竹尾　和真(2) ﾀｹｵ ｶｽﾞﾏ 776 阿波　凱(3) ｱﾅﾐ ｶｲ

8 3 豊橋東 545 櫻井　稜也(1) ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾔ 3:22.66 8 6 前橋育英 585 神澤　昂輝(2) ｶﾝｻﾞﾜ ｺｳｷ 3:20.64

(愛　知) 542 山本　晟也(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾅﾘ (群　馬) 582 勝山　康介(3) ｶﾂﾔﾏ ｺｳｽｹ
543 坂口　藍樹(2) ｻｶｸﾞﾁ ｱｲｼﾞｭ 583 足尾　遼(3) ｱｼｵ ﾘｮｳ
541 林　　嶺太郎(2) ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 581 伊藤　俊明(3) ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ

9 8 作新学院 957 ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(3) ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 3:27.02

(栃　木) 953 マデロ　ケンジ(3) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ
954 久保　翼(3) ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ
958 上田　康介(3) ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ

凡例  DNS:欠場
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全国高等学校男子4X400mR

10月17日 14:45 予　選
日本高校記録(HR) 3:08.32     成田(笛木 靖宏、山本 真也、菅井 純平、鈴木 哲平)2003 10月18日 15:10 決　勝

予　選　5組1着＋3

5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 中京大中京 816 桂木　大和(2) ｶﾂﾗｷﾞ ﾔﾏﾄ 3:12.62

(愛　知) 814 稲川　慧亮(3) ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ Q
815 小松　健太郎(3) ｺﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ
817 高橋　遼将(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ

2 1 報徳学園 910 川口　吏功(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｸ 3:14.45

(兵　庫) 906 森髙　颯治朗(3) ﾓﾘﾀｶ ｿｳｼﾞﾛｳ q
907 吉里　憧大(2) ﾖｼｻﾞﾄ ｼｮｳﾀ
905 田辺　開(2) ﾀﾅﾍﾞ ｶｲ

3 7 近大福岡 511 有田　詞音(2) ｱﾘﾀ ｼｵﾝ 3:17.79

(福　岡) 507 藤井　颯樹(3) ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｷ
508 宮崎　竜太(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳﾀ
510 須山　瑛裕(2) ｽﾔﾏ ﾖｳｽｹ

4 2 市立船橋 570 本井　裕人(3) ﾓﾄｲ ﾕｳﾄ 3:18.62

(千　葉) 569 今井　佑里(3) ｲﾏｲ ﾕｳﾘ
571 三井　暖(3) ﾐﾂｲ ﾀﾞﾝ
567 守　　祐陽(2) ﾓﾘ ﾕｳﾋ

5 8 石部 740 西藤　我空(3) ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 3:19.31

(滋　賀) 738 太田　彪真(3) ｵｵﾀ ﾋｮｳﾏ
741 壹岐　元太(2) ｲｷ ｹﾞﾝﾀ
739 今井　悠介(3) ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ

6 3 比叡山 684 森田　匠(2) ﾓﾘﾀ ﾀｸﾐ 3:19.36

(滋　賀) 687 森本　錬(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾚﾝ
681 横山　大空(2) ﾖｺﾔﾏ ｿﾗ
690 青西　勇樹(1) ｱｵﾆｼ ﾕｳｷ

7 4 日大東北 927 星　　友哉(1) ﾎｼ ﾄﾓﾔ 3:20.33

(福　島) 923 田中　露衣(3) ﾀﾅｶ ﾛｲ
928 齋藤　慧舟(1) ｻｲﾄｳ ｹｲｼｭｳ
924 町田　怜央(2) ﾏﾁﾀﾞ ﾚｵ

8 5 桜丘 575 新垣　颯斗(3) ｼﾝｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 3:26.19

(愛　知) 578 児玉　紘汰(2) ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾀ
577 木嶋　大翔(2) ｷｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ
580 待鳥　大陽(1) ﾏﾁﾄﾞﾘ ﾀｲﾖｳ

9 9 枚方 831 中村　勇斗(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 3:27.68

(大　阪) 836 濱田　澪(3) ﾊﾏﾀﾞ ﾚｲ
834 新山　優弥(2) ｼﾝﾔﾏ ｳﾐ
833 小松　拓海(2) ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ

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 中京大中京 816 桂木　大和(2) ｶﾂﾗｷﾞ ﾔﾏﾄ 3:08.85

(愛　知) 809 鈴木　大河(3) ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ
817 高橋　遼将(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ
814 稲川　慧亮(3) ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

2 5 成田 724 酒匂　康輝(2) ｻｺｳ ｺｳｷ 3:10.40

(千　葉) 722 成澤　秀人(3) ﾅﾘｻﾜ ﾋﾃﾞﾄ
725 髙須　楓翔(1) ﾀｶｽ ﾌｳﾄ
720 眞々田　洸大(3) ﾏﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

3 7 洛南 659 平野　智也(3) ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 3:11.01

(京　都) 661 井之上　駿太(3) ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ
669 山本　嶺心(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾝ
665 木下　祐一(3) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ

4 2 報徳学園 910 川口　吏功(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｸ 3:11.18

(兵　庫) 906 森髙　颯治朗(3) ﾓﾘﾀｶ ｿｳｼﾞﾛｳ
908 松田　慎太郎(3) ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ
905 田辺　開(2) ﾀﾅﾍﾞ ｶｲ

5 9 相洋 797 小田　佳喜(3) ｵﾀﾞ ﾖｼｷ 3:11.84

(神奈川) 793 高橋　悠斗(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ
791 阿部　隆佑(3) ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾕｳ
801 藤　　太樹(2) ﾄｳ ﾀｲｷ

6 8 新潟明訓 896 野内　優義(2) ﾉｳﾁ ﾏｻﾖｼ 3:12.20

(新　潟) 893 西野　拓志(2) ﾆｼﾉ ﾀｸｼ
897 西野　航史(2) ﾆｼﾉ ｺｳｼ
889 鈴木　大翼(2) ｽｽﾞｷ ｵｵｽｹ

7 6 磐田北 755 梶原　涼(1) ｶｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 3:12.78

(静　岡) 750 ﾀﾅｶ　ｴﾄﾞｩｱﾙﾄﾞ(3) ﾀﾅｶ ｴﾄﾞｩｱﾙﾄﾞ
753 桒原　祥弥(2) ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｮｳﾔ
751 平野　友貴(3) ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ

8 3 磐城 911 池田　和史(3) ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 3:16.92

(福　島) 916 遠藤　尚斗(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ
915 新妻　拓巳(1) ﾆｲﾂﾏ ﾀｸﾐ
913 鈴木　竜馬(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ

凡例  DNS:欠場
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全国高等学校女子4X100mR

日本高校記録(HR) 44.48     東京(斎田 果歩、福田 真衣、上村 希実、ｴﾄﾞﾊﾞｰ･ｲﾖﾊﾞ)2015 10月16日 13:50 予　選
日本高校記録(HR) 44.90     日本(伊藤 佳奈恵、柿沼 和恵、庄司 奈実、金子 朋未)1992 10月17日 16:35 決　勝

予　選　5組1着＋3

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 常盤木学園 665 佐藤　茉里奈(3) ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 46.50 1 9 相洋 722 奥　　珠杏(1) ｵｸ ｼﾞｭｱﾝ 45.97
(宮　城) 666 竹内　心良(3) ﾀｹﾉｳﾁ ｺｺﾛ Q (神奈川) 718 石川　優(3) ｲｼｶﾜ ﾕｳ Q

671 守屋　憧里(3) ﾓﾘﾔ ｼｭﾘ 719 二宮　綾音(2) ﾆﾉﾐﾔ ｱﾔﾈ
669 佐藤　美里(2) ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 720 鶴澤　亜里紗(2) ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ

2 2 立命館慶祥 733 橋本　優那(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 46.51 2 7 市立船橋 530 打越　麻莉加(3) ｳﾁｺｼ ﾏﾘｶ 46.54
(北海道) 732 水口　爽(2) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｻﾜ q (千　葉) 531 梶谷　菜帆(3) ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾎ

728 石堂　陽奈(3) ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 532 森田　万稀(2) ﾓﾘﾀ ﾏｷ
729 松田　奈夏(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ 535 佐藤　葵唯(1) ｻﾄｳ ｱｵｲ

3 7 安城学園 638 小松　このみ(1) ｺﾏﾂ ｺﾉﾐ 46.87 3 3 龍谷大平安 599 石橋　葵(2) ｲｼﾊﾞｼ ｱｵｲ 46.89
(愛　知) 635 手島　美咲(2) ﾃｼﾏ ﾐｻｷ (京　都) 603 石渡ｸﾘｽﾃｨｰﾅ京香(2) ｲｼﾜﾀﾘ ｸﾘｽﾃｨｰﾅｹｲｶ

633 中根　葵(2) ﾅｶﾈ ｱｵｲ 600 長澤　小雪(2) ﾅｶﾞｻﾜ ｺﾕｷ
636 飯田　真衣(2) ｲｲﾀﾞ ﾏｲ 598 岡根　和奏(2) ｵｶﾈ ﾜｶﾅ

4 3 成田 641 岩佐　茉結子(3) ｲﾜｻ ﾏﾕｺ 47.13 4 4 八千代 856 高木　紗樹(3) ﾀｶｷﾞ ｻｷ 47.19
(千　葉) 640 黛　　来夢(3) ﾏﾕｽﾞﾐ ﾗｲﾑ (千　葉) 858 上田　紗椰(2) ｳｴﾀﾞ ｻﾔ

643 越川　美咲(2) ｺｼｶﾜ ﾐｻｷ 857 山田　美南(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ
642 塚本　萌乃(2) ﾂｶﾓﾄ ﾓｴﾉ 854 森澤　佳菜(3) ﾓﾘｻﾜ ﾖｼﾅ

5 5 沼津東 883 鈴木　春菜(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 47.18 5 8 山形中央 763 菅埜　優花(2) ｽｶﾞﾉ ﾕｳｶ 47.52
(静　岡) 880 奥田　彩愛(1) ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾅ (山　形) 762 阿部　璃音(3) ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ

881 市川　舞衣(1) ｲﾁｶﾜ ﾏｲ 764 赤坂　美玲(1) ｱｶｻｶ ﾐﾚｲ
878 小林　七菜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 766 池田　遍(1) ｲｹﾀﾞ ｱﾏﾈ

6 9 咲くやこの花 551 波江野　夏帆(2) ﾊｴﾉ ﾅﾂﾎ 47.35 6 2 宇治山田商 680 世古　綾葉(1) ｾｺ ｱﾔﾊ 47.68
(大　阪) 548 江戸　玲来(3) ｴﾄﾞ ﾚｲﾗ (三　重) 675 西村　愛(3) ﾆｼﾑﾗ ｱｲ

552 三宅　舞(2) ﾐﾔｹ ﾏｲ 679 前川　優奈(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ
549 工藤　芽衣(3) ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 676 圓山　遥比(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾋ

7 6 神辺旭 595 堂前　咲希(1) ﾄﾞｳﾏｴ ｻｷ 47.59 7 6 倉敷中央 686 安井　明日香(1) ﾔｽｲ ｱｽｶ 47.79
(広　島) 594 相方　紫帆(2) ｱｲｶﾀ ｼﾎ (岡　山) 681 兼高　心愛(2) ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ

596 森脇　叶美(1) ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 683 吉國　陽花(2) ﾖｼｸﾆ ﾊﾙｶ
593 清水　鈴奈(2) ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ 684 山本　実夢(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ

8 東京 694 ｶｼﾞｭｰﾙ ﾁｪﾙｼｰ(3) ｶｼﾞｭｰﾙ ﾁｪﾙｼｰ DQ,R2 8 5 京都光華 817 加藤　澄乃(1) ｶﾄｳ ｷﾖﾉ 49.44
(東　京) 690 滝田　静海(3) ﾀｷﾀ ｲｽﾞﾐ (京　都) 814 藤田　優加菜(2) ﾌｼﾞﾀ ﾕｶﾅ

691 益子　芽里(2) ﾏｽｺ ﾒﾘ 818 長鴫　海莉(1) ﾅｶﾞｼｷﾞ ｶｲﾘ
692 荒井　香子(2) ｱﾗｲ ｶｺ 815 矢野　愛佳(1) ﾔﾉ ｱｲｶ

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 7 京都橘 739 白金　愛沙海(2) ｼﾛｶﾞﾈ ｱｻﾐ 46.27 1 9 埼玉栄 712 吉澤　ひまり(3) ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 46.11
(京　都) 738 山本　亜美(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ Q (埼　玉) 713 大谷　くる美(2) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ Q

735 井上　晴稀(3) ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 715 中本　葵(2) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ
734 安達　茉鈴(3) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 710 大野　瑞奈(3) ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ

2 6 大阪 558 松田　空(1) ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 46.48 2 8 東海大翔洋 663 フロレス　アリエ(1) ﾌﾛﾚｽ ｱﾘｴ 46.65
(大　阪) 553 青山　華依(3) ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ q (静　岡) 664 久保田　真子(2) ｸﾎﾞﾀ ﾏｺ

555 酒井　日菜美(2) ｻｶｲ ﾋﾅﾐ 659 室月　里莉花(3) ﾑﾛﾂﾞｷ ﾘﾘｶ
557 麻生　妃奈乃(1) ｱｿｳ ﾋﾅﾉ 662 松永　藍衣(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｲ

3 4 神戸山手女 609 藤本　色映(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾛﾊ 47.31 3 3 伊奈学園総合 744 桑原　明菜(2) ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ 46.83
(兵　庫) 604 桑野　葵(2) ｸﾜﾉ ｱｵｲ (埼　玉) 745 遠藤　夢佳(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒｶ

608 岩田　乃映(2) ｲﾜﾀ ﾉｱ 746 寺園　華(2) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ
605 ソープ　愛璃(2) ｿｰﾌﾟ ｱｲﾘ 747 ワジェロ　サラ(2) ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ

4 9 大宮東 570 土田　涼夏(2) ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 47.35 4 2 小野 888 松井　陽南(2) ﾏﾂｲ ﾋﾅ 47.07
(埼　玉) 573 山崎　結子(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ (兵　庫) 885 松永　朋子(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ

574 篠　　かれん(1) ｼﾉ ｶﾚﾝ 886 羽田　有希(3) ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ
572 山内　そよ(1) ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ 889 豊瀬　綾野(2) ﾄﾖｾ ｱﾔﾉ

5 5 西城陽 775 澤田　佳奈(2) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 47.38 5 6 摂津 811 植村　莉子(2) ｳｴﾑﾗ ﾘｺ 47.08
(京　都) 772 黒田　結生(2) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ (大　阪) 813 田中　雪乃(2) ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ

773 武元　美澪(2) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ 808 吉田　花鈴(2) ﾖｼﾀﾞ ｶﾘﾝ
770 丸尾　陽咲(2) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 812 吉村　優希(2) ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｷ

6 8 中村学園女 900 石井　那奈(2) ｲｼｲ ﾅﾅ 47.41 6 4 佐久長聖 616 中津　晴葉(3) ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 47.36
(福　岡) 890 村岡　芽依(3) ﾑﾗｵｶ ﾒｲ (長　野) 615 深澤　あまね(3) ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ

891 中尾　優花(2) ﾅｶｵ ﾕｳｶ 618 土屋　ほのか(2) ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ
896 合沢　実玲(3) ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾚｲ 617 前田　望乃花(3) ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ

7 3 佐賀北 709 原口　舞衣(3) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｲ 47.58 7 7 滝川第二 780 松浦　星乃(3) ﾏﾂｳﾗ ﾎｼﾉ 47.75
(佐　賀) 706 永石　小雪(2) ﾅｶﾞｲｼ ｺﾕｷ (兵　庫) 781 工藤　美月(2) ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｷ

707 白水　莉子(2) ｼﾗﾐｽﾞ ﾘｺ 783 倉元　実子(2) ｸﾗﾓﾄ ﾐｺ
704 森田　彩楠(3) ﾓﾘﾀ ｱﾔﾅ 782 前底　希果(1) ﾏｴｿｺ ﾉﾉｶ

8 2 八王子 824 宮田　稜子(1) ﾐﾔﾀ ﾘｮｳｺ 48.43 8 5 九州国際大付 795 伊藤　彩羅(3) ｲﾄｳ ｱﾔﾗ 47.86
(東　京) 825 宮島　和花(1) ﾐﾔｼﾞﾏ ﾜｶ (福　岡) 796 吉田　彩花(2) ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ

822 関田　結穂(1) ｾｷﾀ ﾕｲﾎ 800 高道　友愛(1) ﾀｶﾐﾁ ﾕｳｱ
820 今元　真奈花(3) ｲﾏﾓﾄ ﾏﾅｶ 799 綱脇　桜子(1) ﾂﾅﾜｷ ｻｸﾗｺ

凡例  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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全国高等学校女子4X100mR

日本高校記録(HR) 44.48     東京(斎田 果歩、福田 真衣、上村 希実、ｴﾄﾞﾊﾞｰ･ｲﾖﾊﾞ)2015 10月16日 13:50 予　選
日本高校記録(HR) 44.90     日本(伊藤 佳奈恵、柿沼 和恵、庄司 奈実、金子 朋未)1992 10月17日 16:35 決　勝

予　選　5組1着＋3

5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 4 中京大中京 750 岸本　優花(3) ｷｼﾓﾄ ﾕｳｶ 45.46
(愛　知) 753 倉橋　美穂(2) ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ Q

751 須崎　心優(2) ｽｻﾞｷ ﾐｳ
755 藏重　みう(1) ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ

2 7 大分雄城台 650 新名　陽花(3) ﾆｲﾅ ﾊﾙｶ 45.95
(大　分) 651 河野　愛莉(3) ｺｳﾉ ｱｲﾘ q

653 一原　彩花(2) ｲﾁﾊﾗ ｱﾔｶ
654 佐伯　典香(1) ｻｲｷ ﾃﾝｶ

3 3 浜松市立 512 田村　瑠那(3) ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 46.65
(静　岡) 515 内山　響香(2) ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ

514 佐藤　莉子(3) ｻﾄｳ ﾘｺ
516 蒲生　茉鈴(2) ｶﾞﾓｳ ﾏﾘﾝ

4 6 新潟商 505 川上　瑚白(2) ｶﾜｶﾐ ｺﾊｸ 48.12
(新　潟) 502 髙橋　ひな(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ

503 藤井　楓恋(2) ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ
504 本田　遥南(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾅ

5 8 中部商 589 比嘉　もも(3) ﾋｶﾞ ﾓﾓ 48.37
(沖　縄) 591 中村　清華(3) ﾅｶﾑﾗ ｷﾖｶ

588 小波津　優(3) ｺﾊﾂ ﾕｳ
590 仲地　アマヤ(3) ﾅｶﾁ ｱﾏﾔ

6 9 作新学院 867 渡辺　鈴葉(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 49.02
(栃　木) 871 五月女　光(1) ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ

868 大貫　那緒(1) ｵｵﾇｷ ﾅｵ
869 山口　優芽(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ

7 2 東大阪大敬愛 622 桑原　涼葉(3) ｸﾜﾊﾗ ｽｽﾞﾊ 49.24
(大　阪) 628 邨田　菜摘(3) ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ

621 野口　明花里(3) ﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ
625 大谷　華未(2) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅﾐ

5 四学香川西 524 齊藤　亜美(3) ｻｲﾄｳ ｱﾐ DQ,R2

(香　川) 528 藤田　真緒(3) ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ
526 三木　友愛(3) ﾐｷ ﾕｳｱ
529 畑野　風夏(3) ﾊﾀﾉ ﾌｳｶ

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 中京大中京 750 岸本　優花(3) ｷｼﾓﾄ ﾕｳｶ 45.96
(愛　知) 753 倉橋　美穂(2) ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ

751 須崎　心優(2) ｽｻﾞｷ ﾐｳ
755 藏重　みう(1) ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ

2 7 相洋 722 奥　　珠杏(1) ｵｸ ｼﾞｭｱﾝ 46.26
(神奈川) 718 石川　優(3) ｲｼｶﾜ ﾕｳ

719 二宮　綾音(2) ﾆﾉﾐﾔ ｱﾔﾈ
720 鶴澤　亜里紗(2) ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ

3 5 京都橘 739 白金　愛沙海(2) ｼﾛｶﾞﾈ ｱｻﾐ 46.38
(京　都) 738 山本　亜美(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ

735 井上　晴稀(3) ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ
734 安達　茉鈴(3) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ

4 6 埼玉栄 712 吉澤　ひまり(3) ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 46.65
(埼　玉) 713 大谷　くる美(2) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

715 中本　葵(2) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ
710 大野　瑞奈(3) ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ

5 2 大阪 558 松田　空(1) ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 46.73
(大　阪) 553 青山　華依(3) ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ

555 酒井　日菜美(2) ｻｶｲ ﾋﾅﾐ
557 麻生　妃奈乃(1) ｱｿｳ ﾋﾅﾉ

6 8 大分雄城台 650 新名　陽花(3) ﾆｲﾅ ﾊﾙｶ 46.74
(大　分) 651 河野　愛莉(3) ｺｳﾉ ｱｲﾘ

653 一原　彩花(2) ｲﾁﾊﾗ ｱﾔｶ
654 佐伯　典香(1) ｻｲｷ ﾃﾝｶ

7 9 常盤木学園 665 佐藤　茉里奈(3) ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 46.84
(宮　城) 666 竹内　心良(3) ﾀｹﾉｳﾁ ｺｺﾛ

671 守屋　憧里(3) ﾓﾘﾔ ｼｭﾘ
669 佐藤　美里(2) ｻﾄｳ ﾐｻﾄ

8 3 立命館慶祥 733 橋本　優那(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 47.17
(北海道) 732 水口　爽(2) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｻﾜ

728 石堂　陽奈(3) ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ
729 松田　奈夏(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ

凡例  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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日本高校記録(HR) 3:35.03     日本ｼﾞｭﾆｱ選抜(青山 聖佳、杉浦 はる香、大木 彩夏、神保 祐希)2013 10月17日 13:55 予　選
日本高校記録(HR) 3:37.67     東大阪大敬愛(戸谷 温海、川田 朱夏、戸谷 湧海、佐々木 梓)2016 10月18日 15:00 決　勝

予　選　5組1着＋3

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 常盤木学園 673 日下　あやな(2) ｸｻｶ ｱﾔﾅ 3:49.47 1 9 東大阪大敬愛 627 水口　萌(3) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 3:47.22

(宮　城) 666 竹内　心良(3) ﾀｹﾉｳﾁ ｺｺﾛ Q (大　阪) 630 大津　有生(2) ｵｵﾂ ﾕｲ Q
669 佐藤　美里(2) ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 629 水口　杏(3) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾝ
671 守屋　憧里(3) ﾓﾘﾔ ｼｭﾘ 631 河内　瀬桜(2) ｶﾜﾁ ｾﾅ

2 4 姫路商 832 砂田　芽緯(2) ｽﾅﾀﾞ ﾒｲ 3:49.66 2 7 市立船橋 536 川窪　萌夏(3) ｶﾜｸﾎﾞ ﾓｴｶ 3:48.37

(兵　庫) 831 三木　麗菜(2) ﾐｷ ﾚｲﾅ (千　葉) 531 梶谷　菜帆(3) ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾎ q
834 三木　双葉(2) ﾐｷ ﾌﾀﾊﾞ 538 大澤　綾菜(2) ｵｵｻﾜ ｱﾔﾅ
835 上住　小夏(2) ｳﾜｽﾞﾐ ｺﾅﾂ 535 佐藤　葵唯(1) ｻﾄｳ ｱｵｲ

3 8 倉敷中央 688 渡邉　愛実果(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐｶ 3:50.07 3 6 草津東 793 辻　　杏樹(1) ﾂｼﾞ ｱﾝｼﾞｭ 3:52.10

(岡　山) 681 兼高　心愛(2) ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ (滋　賀) 791 中江　莉子(2) ﾅｶｴ ﾘｺ
689 葛原　沙知(1) ｸｽﾞﾊﾗ ｻﾁ 790 塩尻　真結(3) ｼｵｼﾞﾘ ﾏﾕ
683 吉國　陽花(2) ﾖｼｸﾆ ﾊﾙｶ 792 石田　知穂(2) ｲｼﾀﾞ ﾁﾎ

4 5 西京 902 徳永　倫加子(3) ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｶｺ 3:50.22 4 2 中京大中京 757 政野　志歩(2) ﾏｻﾉ ｼﾎ 3:52.24

(京　都) 907 谷間　美月(2) ﾀﾆﾏ ﾐｽﾞｷ (愛　知) 761 中島　明香(1) ﾅｶｼﾏ ｻﾔｶ
905 児島　柚月(1) ｺｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 760 中野　知咲(1) ﾅｶﾉ ﾁｻｷ
904 三浦　遥花(2) ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 758 青山　理奈(2) ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ

5 7 八王子 826 志田　裕菜(3) ｼﾀﾞ ﾕｳﾅ 3:53.28 5 4 滝川第二 783 倉元　実子(2) ｸﾗﾓﾄ ﾐｺ 3:53.36

(東　京) 827 利根川　心暖(2) ﾄﾈｶﾞﾜ ｺﾊﾙ (兵　庫) 781 工藤　美月(2) ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｷ
825 宮島　和花(1) ﾐﾔｼﾞﾏ ﾜｶ 782 前底　希果(1) ﾏｴｿｺ ﾉﾉｶ
829 徳田　愛理(2) ﾄｸﾀﾞ ｱｲﾘ 786 寺本　葵(2) ﾃﾗﾓﾄ ｱｵｲ

6 6 東京 692 荒井　香子(2) ｱﾗｲ ｶｺ 3:53.56 6 8 佐賀北 709 原口　舞衣(3) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｲ 3:53.86

(東　京) 695 朝田　ひらり(1) ｱｻﾀﾞ ﾋﾗﾘ (佐　賀) 706 永石　小雪(2) ﾅｶﾞｲｼ ｺﾕｷ
691 益子　芽里(2) ﾏｽｺ ﾒﾘ 705 稲田　亜衣(3) ｲﾅﾀﾞ ｱｲ
696 飯田　景子(3) ｲｲﾀﾞ ｹｲｺ 708 熊添　萌(1) ｸﾏｿﾞｴ ﾓｴ

7 3 日本工大駒場 841 川西　彩巴(2) ｶﾜﾆｼ ｱﾔﾊ 3:54.56 7 3 白梅学園 567 奥脇　彩花(2) ｵｸﾜｷ ｱﾔｶ 3:58.67

(東　京) 838 樽木　千楓(2) ﾀﾙｷ ﾁｶ (東　京) 564 山口　幸乃(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾉ
840 弥永　優希(1) ﾔﾅｶﾞ ﾕｳｷ 566 関口　美桜(2) ｾｷｸﾞﾁ ﾐｵ
836 中山　寛菜(2) ﾅｶﾔﾏ ｶﾝﾅ 568 窪田　こころ(2) ｸﾎﾞﾀ ｺｺﾛ

8 9 市立金沢 913 永喜　若菜(1) ﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 3:58.84 8 5 新潟商 509 増田　百華(2) ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 4:11.99

(神奈川) 910 山下　帆南(2) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾝﾅ (新　潟) 507 大沼　優花(2) ｵｵﾇﾏ ﾕｳｶ
909 島本　夏凛(3) ｼﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ 503 藤井　楓恋(2) ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ
908 松岡　美夕(3) ﾏﾂｵｶ ﾐﾕ 511 鷲尾　美優(1) ﾜｼｵ ﾐﾕ

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 6 法政二 578 武田　小都(3) ﾀｹﾀﾞ ｺﾄ 3:51.10 1 8 山形中央 765 柏倉　うみ(1) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｳﾐ 3:51.51

(神奈川) 576 佐藤　瑠歩(3) ｻﾄｳ ﾙﾎ Q (山　形) 762 阿部　璃音(3) ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ Q
581 田橋　柚希乃(3) ﾀﾊﾞｼ ﾕｷﾉ 764 赤坂　美玲(1) ｱｶｻｶ ﾐﾚｲ
577 新田　望(2) ｼﾝﾃﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 766 池田　遍(1) ｲｹﾀﾞ ｱﾏﾈ

2 3 近大福岡 521 延時　和子(3) ﾉﾌﾞﾄｷ ﾜｺ 3:51.77 2 9 生野 860 小丸　碧(3) ｺﾏﾙ ｱｵｲ 3:51.98

(福　岡) 518 久保井さくら(3) ｸﾎﾞｲ ｻｸﾗ (大　阪) 862 前原　ゆい(2) ﾏｴﾊﾗ ﾕｲ
520 前田　莉緒(3) ﾏｴﾀﾞ ﾘｵ 861 河本　瑞華(2) ｶﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｶ
523 加来　さくら(1) ｶｸ ｻｸﾗ 863 児玉　かえで(2) ｺﾀﾞﾏ ｶｴﾃﾞ

3 8 大塚 802 福田　七海(2) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾐ 3:52.20 3 5 星稜 849 清水　優奈(3) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾅ 3:52.58

(大　阪) 803 樋口　綾音(2) ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ (石　川) 853 大塚　葉月(2) ｵｵﾂｶ ﾊﾂﾞｷ
804 中田　茉希(2) ﾅｶﾀ ﾏﾐ 852 酢谷　羽瑠菜(1) ｽﾀﾞﾆ ﾊﾙﾅ
805 水谷　結花(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｶ 848 荒井　涼香(3) ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ

4 7 西城陽 773 武元　美澪(2) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ 3:52.80 4 3 中村学園女 901 山下　紗弥(2) ﾔﾏｼﾀ ｻﾔ 3:53.80

(京　都) 772 黒田　結生(2) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ (福　岡) 890 村岡　芽依(3) ﾑﾗｵｶ ﾒｲ
777 高垣　実夢(2) ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ 900 石井　那奈(2) ｲｼｲ ﾅﾅ
770 丸尾　陽咲(2) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 896 合沢　実玲(3) ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾚｲ

5 2 大阪 563 松田　杏(1) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝ 3:53.80 5 4 神戸山手女 613 藤山　弥夏(1) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐｶ 3:56.52

(大　阪) 560 水越　青空(3) ﾐｽﾞｺｼ ｱｵｿﾞﾗ (兵　庫) 610 篠田　ちひろ(2) ｼﾉﾀﾞ ﾁﾋﾛ
561 山下　雅(2) ﾔﾏｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ 606 岩永　彩萌(1) ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾔﾒ
559 渡辺　愛(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 604 桑野　葵(2) ｸﾜﾉ ｱｵｲ

6 9 九州国際大付 800 高道　友愛(1) ﾀｶﾐﾁ ﾕｳｱ 3:55.92 6 7 関大北陽 875 栃尾　陽菜(2) ﾄﾁｵ ﾋﾅﾀ 3:57.06

(福　岡) 797 杉山　玲奈(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾚﾅ (大　阪) 874 木村　里緒(2) ｷﾑﾗ ﾘｵ
796 吉田　彩花(2) ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ 877 尾石　陽菜(3) ｵｲｼ ﾋﾅ
801 堀　　咲夢子(2) ﾎﾘ ｻﾕｺ 872 藤井　美結(2) ﾌｼﾞｲ ﾐﾕ

7 5 東海大翔洋 660 鈴木　満里奈(1) ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾅ 3:58.70 7 2 大分雄城台 656 江藤　咲(3) ｴﾄｳ ｻｷ 3:58.30

(静　岡) 664 久保田　真子(2) ｸﾎﾞﾀ ﾏｺ (大　分) 651 河野　愛莉(3) ｺｳﾉ ｱｲﾘ
662 松永　藍衣(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｲ 655 宮岡　悠子(1) ﾐﾔｵｶ ﾕｳｺ
663 フロレス　アリエ(1) ﾌﾛﾚｽ ｱﾘｴ 654 佐伯　典香(1) ｻｲｷ ﾃﾝｶ

8 4 宇都宮女 583 大山　ミチル(2) ｵｵﾔﾏ ﾐﾁﾙ 4:00.79 8 6 名城大附 546 吉竹　琴音(1) ﾖｼﾀｹ ｺﾄﾈ 4:02.20

(栃　木) 582 仁野平　千怜(2) ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ (愛　知) 540 野原　めぐみ(3) ﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ
586 清水　咲希(1) ｼﾐｽﾞ ｻｷ 542 林　　杏茄(2) ﾊﾔｼ ｱﾝﾅ
585 江口　真央(2) ｴｸﾞﾁ ﾏｵ 541 神田　彩名(2) ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾅ
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日本高校記録(HR) 3:35.03     日本ｼﾞｭﾆｱ選抜(青山 聖佳、杉浦 はる香、大木 彩夏、神保 祐希)2013 10月17日 13:55 予　選
日本高校記録(HR) 3:37.67     東大阪大敬愛(戸谷 温海、川田 朱夏、戸谷 湧海、佐々木 梓)2016 10月18日 15:00 決　勝

予　選　5組1着＋3

5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 4 京都橘 740 岸本　冬羽(2) ｷｼﾓﾄ ﾌｳ 3:45.63

(京　都) 734 安達　茉鈴(3) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ Q
735 井上　晴稀(3) ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ
738 山本　亜美(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ

2 2 相洋 719 二宮　綾音(2) ﾆﾉﾐﾔ ｱﾔﾈ 3:47.70

(神奈川) 718 石川　優(3) ｲｼｶﾜ ﾕｳ q
724 服部　咲季(2) ﾊｯﾄﾘ ｻｷ
720 鶴澤　亜里紗(2) ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ

3 6 埼玉栄 717 タネル舞璃乃(2) ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ 3:48.22

(埼　玉) 712 吉澤　ひまり(3) ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ q
713 大谷　くる美(2) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ
710 大野　瑞奈(3) ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ

4 5 成田 643 越川　美咲(2) ｺｼｶﾜ ﾐｻｷ 3:51.69

(千　葉) 646 藤代　采花(2) ﾌｼﾞｼﾛ ｱﾔｶ
649 泉谷　尚希(1) ｲｽﾞﾀﾆ ﾅｵｷ
642 塚本　萌乃(2) ﾂｶﾓﾄ ﾓｴﾉ

5 8 立命館守山 843 中島　咲弥花(1) ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 3:52.70

(滋　賀) 846 前田　光希(1) ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂｷ
842 片桐　美波(2) ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾅﾐ
845 伊藤　真優(1) ｲﾄｳ ﾏﾕ

6 7 大宮東 570 土田　涼夏(2) ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 3:56.23

(埼　玉) 572 山内　そよ(1) ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ
573 山崎　結子(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ
575 長島　ありさ(1) ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ

7 9 園田学園 702 谷口　璃奈(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾅ 3:57.20

(兵　庫) 698 鳥羽　千晴(2) ﾄﾊﾞ ﾁﾊﾙ
701 中尾　柚希(1) ﾅｶｵ ﾕｽﾞｷ
700 吉村　心(1) ﾖｼﾑﾗ ｺｺﾛ

8 3 安城学園 634 石原　美空(2) ｲｼﾊﾗ ﾐｸ 3:58.56

(愛　知) 636 飯田　真衣(2) ｲｲﾀﾞ ﾏｲ
635 手島　美咲(2) ﾃｼﾏ ﾐｻｷ
633 中根　葵(2) ﾅｶﾈ ｱｵｲ

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 東大阪大敬愛 627 水口　萌(3) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 3:42.64

(大　阪) 629 水口　杏(3) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾝ
630 大津　有生(2) ｵｵﾂ ﾕｲ
631 河内　瀬桜(2) ｶﾜﾁ ｾﾅ

2 6 京都橘 740 岸本　冬羽(2) ｷｼﾓﾄ ﾌｳ 3:43.04

(京　都) 734 安達　茉鈴(3) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ
735 井上　晴稀(3) ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ
738 山本　亜美(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ

3 9 相洋 719 二宮　綾音(2) ﾆﾉﾐﾔ ｱﾔﾈ 3:43.42

(神奈川) 720 鶴澤　亜里紗(2) ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ
724 服部　咲季(2) ﾊｯﾄﾘ ｻｷ
718 石川　優(3) ｲｼｶﾜ ﾕｳ

4 3 埼玉栄 712 吉澤　ひまり(3) ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 3:43.94

(埼　玉) 717 タネル舞璃乃(2) ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ
713 大谷　くる美(2) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ
710 大野　瑞奈(3) ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ

5 7 常盤木学園 673 日下　あやな(2) ｸｻｶ ｱﾔﾅ 3:44.23

(宮　城) 666 竹内　心良(3) ﾀｹﾉｳﾁ ｺｺﾛ
669 佐藤　美里(2) ｻﾄｳ ﾐｻﾄ
671 守屋　憧里(3) ﾓﾘﾔ ｼｭﾘ

6 8 山形中央 765 柏倉　うみ(1) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｳﾐ 3:44.97

(山　形) 762 阿部　璃音(3) ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ
764 赤坂　美玲(1) ｱｶｻｶ ﾐﾚｲ
766 池田　遍(1) ｲｹﾀﾞ ｱﾏﾈ

7 2 市立船橋 536 川窪　萌夏(3) ｶﾜｸﾎﾞ ﾓｴｶ 3:46.14

(千　葉) 531 梶谷　菜帆(3) ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾎ
535 佐藤　葵唯(1) ｻﾄｳ ｱｵｲ
538 大澤　綾菜(2) ｵｵｻﾜ ｱﾔﾅ

8 4 法政二 578 武田　小都(3) ﾀｹﾀﾞ ｺﾄ 3:48.62

(神奈川) 577 新田　望(2) ｼﾝﾃﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ
581 田橋　柚希乃(3) ﾀﾊﾞｼ ﾕｷﾉ
576 佐藤　瑠歩(3) ｻﾄｳ ﾙﾎ
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