
女子　２００ｍ

日本記録 (NR)           23.33     信岡沙希重 (ミズノ)                                         2004        
東海記録 (TR)           23.48     中村　宝子 (静岡・浜松西高)                                 2006        
大会記録 (GR)           24.45     吉村　美紀 (岐阜・市岐阜商高)                               2005        

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

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ 三重 ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 長野
1 2 931 中村　花子 ASSA-TC 25.19 Q 1 4 464 三枝　夏季 ﾔﾏﾄﾔTC 25.18 Q

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 岐阜 ｱｲｷｮｳ ｾﾅ 三重
2 5 232 山本　紗綾 (2) 大垣北高 25.48 q 2 2 801 愛敬　世菜 (2) 桑名高 25.85 q

ｸﾏｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 岐阜 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 三重
3 3 202 熊澤　皆美 (3) 中津恵那北 25.92 q 3 5 908 中村　奈央 (2) 皇學館高 26.07

ﾅｶｵ ﾐﾉﾘ 三重 ﾐﾅﾐｼﾏ　ｱﾔﾉ 長野
4 7 857 中尾美乃梨 (2) 津商高 25.92 4 7 406 南島　彩乃 (2) 飯田風越高 26.48

ﾊﾔﾉ ｱﾔｶ 岐阜 ｷﾑﾗ　ﾘﾎ 長野
5 6 235 早野　綾夏 (2) 中津商高 26.17 5 8 411 木村　里穂 (3) 上田第五中 27.14

ﾅｶﾀ ﾁｱｷ 長野 ｲﾄｳ　　ｱｲ 静岡
4 429 仲田　千秋 (1) 中京女子大 DNS 3 12 伊藤　　藍 静岡大 DNS

ｼﾓﾐﾁ ﾐﾅ 岐阜
6 233 下道　美奈 (2) 県岐阜商高 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

ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重 ｲﾏｲ ｻｵﾘ 愛知
1 3 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 25.48 Q 1 6 653 今井沙緒里 (2) 至学館高 24.77 Q

ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 岐阜 ﾂﾂﾐ ﾏﾁ 三重
2 8 234 松本　望路 (1) 県岐阜商高 26.34 2 3 891 堤　　真千 (3) 宇治山田商高 25.70 q

ﾀﾅｶ ﾕﾘ 長野 ｲﾉﾀﾞ　ｱﾘｻ 長野
3 2 414 田中　結理 (3) 北佐久農高 26.91 3 2 445 猪田　有紗 (2) 松本蟻ヶ崎 25.95

ｶﾜｶﾐ　ﾏﾄﾞｶ 長野 ﾐｼﾏ ﾕｶ 岐阜
4 5 461 川上　円佳 (3) 竜峡中 27.41 4 8 206 三島　夕佳 (1) 都留文科大 26.03

ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 三重 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｽｶ 静岡
6 802 愛敬　麻矢 (1) 桑名高 DNS 5 4 103 渡辺明日香 静岡市立商高 26.30

ｱﾗﾀﾆ ﾐｶ 愛知 ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅ 岐阜
4 637 新谷　美佳 小島プレス DNS 6 7 236 澤田　真那 (2) 長良高 26.36

ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 愛知 ﾑﾗﾀ ﾚｲﾔ 岐阜
7 626 市川　華菜 (2) 岡崎城西高 DNS 7 5 347 村田　怜矢 (3) 大垣東中 26.57

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 7 464 三枝　夏季 ﾔﾏﾄﾔTC 25.26
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ 三重

2 6 931 中村　花子 ASSA-TC 25.34
ｲﾏｲ ｻｵﾘ 愛知

3 5 653 今井沙緒里 (2) 至学館高 25.54
ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重

4 4 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 25.59
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 岐阜

5 2 232 山本　紗綾 (2) 大垣北高 26.02
ｱｲｷｮｳ ｾﾅ 三重

6 3 801 愛敬　世菜 (2) 桑名高 26.25
ﾂﾂﾐ ﾏﾁ 三重

7 8 891 堤　　真千 (3) 宇治山田商高 26.36
ｸﾏｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 岐阜

8 9 202 熊澤　皆美 (3) 中津恵那北 26.89

風:  -1.3

風:  0.0 風:  +0.6

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +0.8 風:  +1.5

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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