
女子　１００ｍ

日本記録 (NR)           11.36     二瓶　秀子 (福島大)                                         2001        
東海記録 (TR)           11.45     鈴木　亜弓 (静岡・スズキ)                                   2004        
大会記録 (GR)           11.75     島崎　亜弓 (愛知・中央大)                                   1999        

予選  4組1着+4

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

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｺ 岐阜 ｲﾄｳ　　ｱｲ 静岡
1 3 201 水谷　敦子 COLORS 12.24 Q 1 7 12 伊藤　　藍 静岡大 12.91 Q

ﾐｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ 長野 ｲﾘﾔﾏ ﾚｲｻ 三重
2 6 464 三枝　夏季 ﾔﾏﾄﾔTC 12.37 q 2 3 904 入山　怜紗 (3) 皇學館高 12.98

ﾂﾂﾐ ﾏﾁ 三重 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾕﾘ 静岡
3 4 891 堤　　真千 (3) 宇治山田商高 12.60 q 3 2 54 山本真佑李 静岡市立高 13.06

ﾀﾐ　ﾕﾘｴ 静岡 ｸﾏｶﾞｲ　ｶｵﾘ 長野
4 7 46 田見有里恵 清水商高 12.68 4 6 463 熊谷　香織 ﾔﾏﾄﾔTC 13.51

ｶﾄｳ ﾐﾅ 岐阜 ｾｷ　ﾏﾕ 長野
5 2 205 加藤　美菜 (2) 中京女子大 12.90 5 8 402 関　　真優 (3) 芦原中 13.69

ｶﾜｶﾐ　ﾏﾄﾞｶ 長野 ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重
6 8 461 川上　円佳 (3) 竜峡中 13.60 5 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 DNS

ﾏｴｶﾞﾜ ﾅｵ 愛知 ｺﾞﾐｮｳ ﾖｼｴ 愛知
5 724 前川　奈央 (2) 三好高 DNS 4 638 五明　淑恵 小島プレス 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

ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 愛知
1 3 626 市川　華菜 (2) 岡崎城西高 12.49 Q 1 7 669 渡邉有紀子 (2) 中京女子大 12.42 Q

ｲﾉﾀﾞ　ｱﾘｻ 長野 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ 三重
2 7 445 猪田　有紗 (2) 松本蟻ヶ崎 12.62 q 2 2 931 中村　花子 ASSA-TC 12.43 q

ﾌﾙﾀ ﾓﾓｺ 三重 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｶ 岐阜
3 6 861 古田　桃子 (2) 津商高 12.97 3 6 229 青山　祐香 (3) 県岐阜商高 12.80

ｱﾗﾀﾆ ﾐｶ 愛知 ﾌｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐ 岐阜
2 637 新谷　美佳 小島プレス DNS 4 5 231 深川　雅美 (3) 関商工高 13.22

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｶ 愛知 ﾅｶｵ ﾐﾉﾘ 三重
5 671 長崎　由佳 (1) 中京大 DNS 3 857 中尾美乃梨 (2) 津商高 DNS

ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 岐阜 ｶﾜﾗｻﾞｷ ｶｵﾘ 愛知
4 230 吉田　麻佑 (3) 県岐阜商高 DNS 4 718 河原崎可央里 (2)日本体育大 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ 長野

1 9 464 三枝　夏季 ﾔﾏﾄﾔTC 12.52
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 愛知

2 4 669 渡邉有紀子 (2) 中京女子大 12.54
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ 三重

3 3 931 中村　花子 ASSA-TC 12.54
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｺ 岐阜

4 7 201 水谷　敦子 COLORS 12.70
ｲﾄｳ　　ｱｲ 静岡

5 6 12 伊藤　　藍 静岡大 12.75
ﾂﾂﾐ ﾏﾁ 三重

6 8 891 堤　　真千 (3) 宇治山田商高 12.90
ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 愛知

7 5 626 市川　華菜 (2) 岡崎城西高 12.95
ｲﾉﾀﾞ　ｱﾘｻ 長野

8 2 445 猪田　有紗 (2) 松本蟻ヶ崎 12.99

風:  -1.4

風:  +2.2 風:  +0.1

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  -0.2 風:  -3.0

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

凡例    DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:00


