
女子　１００ｍＨ(0.840m)

日本記録 (NR)           13.00     金澤イボンヌ (佐田建設)                                     2000        
東海記録 (TR)           13.02     池田久美子 (静岡・スズキ)                                   2007        
大会記録 (GR)           13.64     平出奈津子 (岐阜・岐阜陸協)                                 2003        

予選  5組1着+3
1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏｻｷ ﾕｶﾘ 愛知 ｽｽﾞｷ　ｱｷｺ 静岡
1 4 641 山﨑由加里 さかえｸﾘﾆｯｸ 14.18 Q 1 3 40 鈴木　章子 東海大翔洋高 15.11 Q

ﾅｶｼﾏ ｱｷ 岐阜 ｳｴﾉ　ｱﾔｶ 静岡
2 6 254 中島　亜季 (1) 長良高 16.10 2 4 14 上野　綾香 静岡大 15.18

ﾊｼｲ　ﾁﾋﾛ 長野 ﾊﾁﾔ ｼﾎ 愛知
3 5 460 橋井　千紘 (2) 丸子修学館 16.48 3 5 614 蜂矢　志穂 (2) 一宮西高 15.57

ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘｾ 三重 ﾄﾞｳｻﾞｷ ﾕｷ 三重
4 8 854 神成　理世 (1) 津商高 16.61 4 6 824 堂嵜　優希 (2) 神戸高 16.32

ﾊｼﾓﾄ ｻｵﾘ 三重 ﾄﾐﾀﾞ ｱｱｺ 岐阜
5 2 909 橋本紗緒里 (2) 皇學館高 17.92 5 2 255 富田阿亜子 (2) 大垣工高 17.66

ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｺ 愛知 ﾑﾗﾏﾂ　ｱｻﾐ 静岡
3 679 中川　涼子 (2) 中京大中京高 DNS 7 83 村松　麻美 浜松西高 DNS

ﾋﾀﾞ　ﾏﾅﾐ 静岡 ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｶ 長野
7 84 肥田　愛美 浜松西高 DNS 8 427 高橋　優香 (3) 塩尻志学館 DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁｴ 岐阜 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 愛知
1 4 207 萩原　千絵 (3) 岐阜大 15.05 Q 1 7 644 安藤由加里 (3) 至学館高 14.52 Q

ｲﾄｳ　ﾐｽﾞｷ 長野 ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 岐阜
2 2 449 伊藤　瑞季 (3) 松本大 15.30 2 5 253 桐山　智衣 (1) 県岐阜商高 14.55 q

ｸﾎﾞｷ ﾕｲ 愛知 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 愛知
3 5 622 久保木　結 (2) 岡崎高 15.85 3 6 677 中川　佳美 (3) 中京大中京高 14.65 q

ｶｼﾜｷﾞ ﾐｷ 三重 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾙ 三重
4 8 846 柏木　美紀 (3) 津商高 17.35 4 3 883 山口　　薫 (2) 伊勢高 15.08

ｺﾓﾘ ﾘﾖ 岐阜 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷｺ 三重
5 7 256 小森　梨代 (2) 市岐阜商高 17.94 5 4 918 小林沙季子 (4) 鈴鹿高専 16.78

ｶﾈｺ　ｻｵﾘ 静岡 ｵｶﾀﾞ ﾅｵ 三重
3 11 金子　紗織 河合楽器 DNS 2 806 岡田　奈緒 (3) 桑名高 DNS

ﾀｹｳﾁ　ﾐﾅ 長野
6 428 竹内　美奈 (3) 信州大 DNS

5組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏﾂｼﾀ　ｻｵﾘ 静岡
1 6 1 松下　小織 静岡陸協 14.76 Q

ﾀﾑﾗ ｱﾔｺ 愛知
2 3 674 田村  彩湖 中京大クラブ 15.01 q

ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾘ 岐阜
3 4 252 有田　樹里 (2) 中津商高 15.38

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 愛知
4 7 648 島田真理子 (3) 至学館高 16.09

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ 三重
5 2 844 山本　友未 (2) 津東高 16.67

ﾅｶﾀ ｼｽﾞﾅ 長野
6 5 436 中田　倭菜 (1) 長野吉田高 17.22

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻｷ ﾕｶﾘ 愛知

1 4 641 山﨑由加里 さかえｸﾘﾆｯｸ 13.86
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 愛知

2 5 644 安藤由加里 (3) 至学館高 14.34
ﾏﾂｼﾀ　ｻｵﾘ 静岡

3 7 1 松下　小織 静岡陸協 14.43
ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 愛知

4 2 677 中川　佳美 (3) 中京大中京高 14.50
ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 岐阜

5 3 253 桐山　智衣 (1) 県岐阜商高 14.66
ﾀﾑﾗ ｱﾔｺ 愛知

6 8 674 田村  彩湖 中京大クラブ 14.71
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁｴ 岐阜

7 6 207 萩原　千絵 (3) 岐阜大 14.80
ｽｽﾞｷ　ｱｷｺ 静岡

8 9 40 鈴木　章子 東海大翔洋高 15.23

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  -1.5 風:  -0.8

風:  -0.9

風:  -3.8 風:  +2.3

風:  -2.6

第50回東海陸上競技選手権大会兼第92回日本陸上競技選手権大会予選会(07501600)
第24回東海小学生リレー競走大会(07501609)

主催：東海陸上競技協会・中日新聞社
後援：三重県・三重県教育委員会・伊勢市・伊勢市教育委員会
主管：三重陸上競技協会
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