
女子　１５００ｍ

日本記録 (NR)           4.07.86   小林祐梨子 (須磨学園高)                                     2006        
東海記録 (TR)           4.14.28   川島亜希子 (愛知・東海銀行)                                 1997        
大会記録 (GR)           4.18.99   川島亜希子 (愛知・東海銀行)                                 1997        

予選  2組5着+2

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊﾀ ｻﾔｶ 三重 ｺﾞﾄｳ　ｱﾕﾐ 静岡
1 1 896 畑　沙也加 (3) 宇治山田商高4.41.94 Q 1 2 7 後藤亜由美 スズキ 4.40.09 Q

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ 愛知 ｻｶｲ　ｱﾔﾅ 静岡
2 13 667 山元　美駒 椙山女学園大4.42.08 Q 2 12 9 坂井　彩奈 スズキ 4.40.20 Q

ｱﾀﾞﾁ　ｱﾕﾐ 静岡 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾋﾛﾐ 愛知
3 5 8 安達　　歩 スズキ 4.43.02 Q 3 11 605 中條　宏美 (3) 愛知淑徳高 4.40.33 Q

ﾀｹﾀﾞ ﾁｴﾐ 愛知 ｲﾄｳ ﾌｷ 三重
4 6 721 武田知江美 (3) 光ヶ丘女高 4.43.04 Q 4 1 845 伊藤　ふき (2) 津商高 4.40.75 Q

ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 三重 ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 三重
5 3 938 前田さやか (4) 椙山女大 4.48.36 Q 5 7 898 森田菜津紀 (1) 宇治山田商高4.41.43 Q

ﾌｸｻﾞﾜ　ｼﾎ 長野 ﾓﾘ ﾁﾅﾐ 岐阜
6 10 416 福沢　志穂 (2) 駒ヶ根東中 4.51.93 6 5 244 森　知奈美 (2) 県岐阜商高 4.41.70 q

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾑﾗｻｷ 岐阜 ｽｽﾞｷ ｻｷ 岐阜
7 7 240 橋爪　　紫 (2) 長良高 4.51.95 7 8 247 鈴木　沙季 (2) 岐阜高 4.42.11 q

ｶﾄｳ ｱｻﾐ 愛知 ﾓﾛｵｶ ﾘﾅ 三重
11 694 加藤　麻美 (2) 豊川高 DNS 8 6 823 諸岡　里菜 (3) 四日市商高 4.43.74

ﾊﾅｵｶ ｻﾔ 愛知 ｶﾜｷﾀ ﾎﾅﾐ 三重
9 682 花岡　紗耶 (2) 中京大中京高 DNS 9 13 847 川北ほなみ (2) 津商高 4.53.93

ｲﾅｶﾞｷ ｻｴｶ 愛知 ｺｻｶ ﾅｵ 三重
12 680 稲垣　冴佳 (2) 中京大中京高 DNS 10 939 小坂　奈央 (1) 高田短大 DNS

ﾀｹｳﾁ ﾁｻﾄ 岐阜 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｷﾉ 愛知
2 245 竹内　千智 (2) 中津商高 DNS 9 695 二宮悠希乃 (2) 豊川高 DNS

ｺｼﾞﾏ ﾘｵ 岐阜 ｵｸﾀﾞ ﾜｶﾅ 愛知
8 248 小島　理央 (2) 中津商高 DNS 3 698 奥田和佳奈 (2) 豊川工高 DNS

ﾅｶﾊﾗ ﾏｲ 岐阜 ｼﾓﾔﾏ ﾏｵ 岐阜
4 336 中原　　舞 (3) 大垣東中 DNS 4 246 下山　真央 (2) 中津商高 DNS

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ 愛知

1 11 667 山元　美駒 椙山女学園大4.34.49
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾋﾛﾐ 愛知

2 7 605 中條　宏美 (3) 愛知淑徳高 4.36.08
ｱﾀﾞﾁ　ｱﾕﾐ 静岡

3 8 8 安達　　歩 スズキ 4.37.59
ﾊﾀ ｻﾔｶ 三重

4 3 896 畑　沙也加 (3) 宇治山田商高4.38.95
ｺﾞﾄｳ　ｱﾕﾐ 静岡

5 10 7 後藤亜由美 スズキ 4.38.97
ｻｶｲ　ｱﾔﾅ 静岡

6 4 9 坂井　彩奈 スズキ 4.41.27
ﾓﾘ ﾁﾅﾐ 岐阜

7 6 244 森　知奈美 (2) 県岐阜商高 4.44.82
ｽｽﾞｷ ｻｷ 岐阜

8 9 247 鈴木　沙季 (2) 岐阜高 4.45.71
ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 三重

9 5 898 森田菜津紀 (1) 宇治山田商高4.47.24
ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 三重

10 1 938 前田さやか (4) 椙山女大 4.47.48
ｲﾄｳ ﾌｷ 三重

11 2 845 伊藤　ふき (2) 津商高 4.48.57
ﾀｹﾀﾞ ﾁｴﾐ 愛知

12 12 721 武田知江美 (3) 光ヶ丘女高 5.02.70

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司
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