
女子　４×１００ｍＲ

日本記録 (NR)           43.77     日本選抜 (石田・鈴木・坂上・小島)                           2004        
東海記録 (TR)           45.47     愛知 (安田・島崎・三木・鈴木)                               1995        
大会記録 (GR)           46.73     岐阜・県岐阜商高 (木村・川瀬・青木・近藤)                   2003        

予選  4組1着+4

1組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
至学館高 48.67 清水商高 49.91 稲生高 50.87
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ 愛知 ｲｹﾀﾞ　ﾕﾘｶ 静岡 ﾋﾗｺ ﾖｼｴ 三重
1 655 後藤　菜月 (3) 至学館高 1 50 池田裕里加 清水商高 1 829 平子　良枝 (1) 稲生高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 愛知 ﾀﾐ　ﾕﾘｴ 静岡 ｲﾁﾑﾗ ﾚｲｶ 三重
2 644 安藤由加里 (3) 至学館高 2 46 田見有里恵 清水商高 2 826 一村　玲伽 (2) 稲生高

ﾂｹﾞ ｻｵﾘ 愛知 ｶﾄｳ　ﾕｳｷ 静岡 ﾏｽｶﾜ ﾅﾂﾐ 三重
3 651 柘植　早織 (3) 至学館高 3 51 加藤　夕貴 清水商高 3 830 益川　夏実 (1) 稲生高

ｲﾏｲ ｻｵﾘ 愛知 ｻｶｲ　ｱﾕﾐ 静岡 ｶﾄｳ ﾘﾅ 三重
4 653 今井沙緒里 (2) 至学館高 4 49 坂井杏裕美 清水商高 4 827 加藤　里奈 (1) 稲生高

4着 6ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
桑名高 51.16 長良中 51.25 宇治山田高 51.70
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾄｳ ｷｴ 三重 ｳﾒﾑﾗ ｶﾔﾉ 愛知 ｵｶﾞﾜ ﾕｷｺ 三重
1 803 伊藤　紀恵 (2) 桑名高 1 714 梅村かや乃 (2) 長良中 1 873 小川祐紀子 (2) 宇治山田高

ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ 三重 ﾓﾘ ﾕｷﾅ 愛知 ｶﾄﾞﾜｷ ｴﾘｶ 三重
2 805 大月菜穂子 (1) 桑名高 2 715 森　佑紀那 (1) 長良中 2 874 門脇恵里香 (2) 宇治山田高

ｺｼﾞﾏ ﾐｻｷ 三重 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ 愛知 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ 三重
3 807 小島　美咲 (2) 桑名高 3 717 山田　恵里 (2) 長良中 3 876 田端　　優 (1) 宇治山田高

ﾋﾗﾃ ﾕﾘｴ 三重 ﾔｽｲ ﾐﾕｷ 愛知 ｳﾗﾊﾞ ｱﾝﾅ 三重
4 809 平手友里恵 (2) 桑名高 4 716 安井  美幸 (2) 長良中 4 872 浦羽　杏奈 (2) 宇治山田高

7着 3ﾚｰﾝ
大垣商高 52.72
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｺ 岐阜
1 303 上田　隆子 (2) 大垣商高

ﾓﾘ ﾕｷ 岐阜
2 305 森　　友紀 (1) 大垣商高

ｺﾞﾄｳ ｱﾔｶ 岐阜
3 304 後藤　彩華 (2) 大垣商高

ｻﾄｳ ﾐﾅ 岐阜
4 267 佐藤　美菜 (2) 大垣商高

2組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ q 3着 6ﾚｰﾝ q
東海大翔洋高 49.43 皇學館高 49.47 岡崎城西高 49.75
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾌﾞｻﾞｷ　ﾏｺ 静岡 ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ 三重 ｺﾞﾄｳ ｶﾅ 愛知
1 44 薮崎　真子 東海大翔洋高 1 910 森本　詞織 (2) 皇學館高 1 631 後藤　香奈 (1) 岡崎城西高

ｽｽﾞｷ　ｻｷｺ 静岡 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ 三重 ｵﾉﾄｳ ﾐﾕｷ 愛知
2 43 鈴木　咲子 東海大翔洋高 2 911 山本ひかる (2) 皇學館高 2 628 尾野藤　幸 (1) 岡崎城西高

ﾄﾘｲ　ﾓﾓｺ 静岡 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 三重 ｺｼ ﾐｻｺ 愛知
3 42 鳥居　桃子 東海大翔洋高 3 908 中村　奈央 (2) 皇學館高 3 630 越　美彩子 (2) 岡崎城西高

ｽｽﾞｷ　ｱｷｺ 静岡 ｳｴﾑﾗ ﾕｲ 三重 ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 愛知
4 40 鈴木　章子 東海大翔洋高 4 905 上村　　唯 (1) 皇學館高 4 626 市川　華菜 (2) 岡崎城西高

4着 7ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
飯田風越高 51.16 松本蟻ヶ崎 51.94 静岡市立高 51.95
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾅﾐｼﾏ　ﾐｽﾞｷ 長野 ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾘﾝ 長野 ﾂﾙﾀ　ﾕｷｺ 静岡
1 407 南島　瑞紀 (1) 飯田風越高 1 447 小林　果鈴 (1) 松本蟻ヶ崎 1 57 鶴田祐貴子 静岡市立高

ﾀｶｼﾏ　ﾘｶ 長野 ｶﾐｼﾞｮｳ　ﾊﾙｶ 長野 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾕﾘ 静岡
2 404 高島　理嘉 (1) 飯田風越高 2 446 上條　遥香 (2) 松本蟻ヶ崎 2 54 山本真佑李 静岡市立高

ﾐﾔｻﾞﾜ　ｱﾔﾐ 長野 ｼﾊﾞ　ﾏﾅﾐ 長野 ﾀｸﾞﾁ　ｻｷ 静岡
3 408 宮澤　彩実 (2) 飯田風越高 3 448 柴　　真実 (3) 松本蟻ヶ崎 3 56 田口　早紀 静岡市立高

ﾐﾅﾐｼﾏ　ｱﾔﾉ 長野 ｲﾉﾀﾞ　ｱﾘｻ 長野 ｶﾄｳ　ｶｵﾘ 静岡
4 406 南島　彩乃 (2) 飯田風越高 4 445 猪田　有紗 (2) 松本蟻ヶ崎 4 55 加藤　香織 静岡市立高

DNS 4ﾚｰﾝ DNS 9ﾚｰﾝ
ﾔﾏﾄﾔTC DNS 多治見中 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

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  DSQ：失　　　格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３ 2007/9/9 18:58
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日本記録 (NR)           43.77     日本選抜 (石田・鈴木・坂上・小島)                           2004        
東海記録 (TR)           45.47     愛知 (安田・島崎・三木・鈴木)                               1995        
大会記録 (GR)           46.73     岐阜・県岐阜商高 (木村・川瀬・青木・近藤)                   2003        

予選  4組1着+4

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

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

3組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 2ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ
県岐阜商高 48.60 津商高 49.16 浜松湖南高 50.36
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱｵﾔﾏ ﾕｳｶ 岐阜 ﾌﾙﾀ ﾓﾓｺ 三重 ﾊﾔｼ　ｲｸﾐ 静岡
1 229 青山　祐香 (3) 県岐阜商高 1 861 古田　桃子 (2) 津商高 1 95 林　　郁実 浜松湖南高

ﾌﾙｻﾜ ｶｵﾙ 岐阜 ﾅｶｵ ﾐﾉﾘ 三重 ｽｷﾞﾀﾆ　ﾕｳ 静岡
2 293 古澤　　薫 (1) 県岐阜商高 2 857 中尾美乃梨 (2) 津商高 2 93 杉谷　　優 浜松湖南高

ｼﾓﾐﾁ ﾐﾅ 岐阜 ｻｶﾓﾄ ﾐｷ 三重 ｺｼﾞﾏ　ﾕｶ 静岡
3 233 下道　美奈 (2) 県岐阜商高 3 851 坂本　美希 (3) 津商高 3 98 小嶋　友華 浜松湖南高

ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 岐阜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｶｴ 三重 ｲﾄｳ　ﾅﾅ 静岡
4 230 吉田　麻佑 (3) 県岐阜商高 4 850 近藤知香恵 (2) 津商高 4 97 伊藤　奈菜 浜松湖南高

4着 8ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
中津商高 50.53 長良高 50.80 伊勢高 51.06
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾂｹﾞ ｻｸﾗ 岐阜 ﾋｼﾀﾞ ﾐﾎ 岐阜 ｵｸﾑﾗ ﾏｵ 三重
1 276 柘植　咲良 (2) 中津商高 1 298 菱田　美歩 (2) 長良高 1 879 奥村　麻央 (1) 伊勢高

ﾎﾗﾀ ｱﾔﾒ 岐阜 ﾅｶｼﾏ ｱｷ 岐阜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾙ 三重
2 294 洞田あやめ (2) 中津商高 2 254 中島　亜季 (1) 長良高 2 883 山口　　薫 (2) 伊勢高

ﾊﾔﾉ ｱﾔｶ 岐阜 ﾉﾑﾗ ｶｺ 岐阜 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 三重
3 235 早野　綾夏 (2) 中津商高 3 299 野村　華子 (1) 長良高 3 881 中川　綾菜 (1) 伊勢高

ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾘ 岐阜 ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅ 岐阜 ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾕ 三重
4 252 有田　樹里 (2) 中津商高 4 236 澤田　真那 (2) 長良高 4 884 山村　真由 (1) 伊勢高

7着 5ﾚｰﾝ
中野実業高 51.78
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾄﾔ　ﾕﾘｴ 長野
1 433 戸谷友里恵 (2) 中野実業高

ﾐﾔｻﾞｷ　ｱｶﾘ 長野
2 435 宮崎あかり (2) 中野実業高

ﾏﾙﾔﾏ　ｻﾁｴ 長野
3 434 丸山沙千江 (2) 中野実業高

ｱﾍﾞ　ﾐｷｺ 長野
4 432 阿部美紀子 (2) 中野実業高

4組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ q 3着 5ﾚｰﾝ
宇治山田商高 48.49 中京大中京高 49.26 名城大附高 49.83
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｸﾉ ﾅﾂｷ 三重 ｵｸﾞﾗ ｱﾂｺ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 愛知
1 886 作野　捺希 (1) 宇治山田商高 1 684 小椋　敦子 (1) 中京大中京高 1 733 渡邉　歩惟 (3) 名城大附高

ﾀｹｳﾁ ﾒｲ 三重 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 愛知 ｳｴｷﾞｼ ﾐｻｷ 愛知
2 889 竹内　芽衣 (3) 宇治山田商高 2 687 近藤　希実 (3) 中京大中京高 2 729 上岸みさき (1) 名城大附高

ﾂﾂﾐ ﾏﾁ 三重 ｱｵﾔﾏ ﾁｻｷ 愛知 ｵｵﾀ ﾐﾉﾘ 愛知
3 891 堤　　真千 (3) 宇治山田商高 3 688 青山知沙季 (3) 中京大中京高 3 730 太田　　穂 (2) 名城大附高

ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 愛知 ﾄﾀﾞ ﾕｷﾉ 愛知
4 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 4 677 中川　佳美 (3) 中京大中京高 4 731 戸田有希乃 (2) 名城大附高

4着 7ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 4ﾚｰﾝ
トヨタ自動車 50.11 中京女子大 51.21 恵那高 53.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾘｼﾏ ｶｽﾞﾐ 愛知 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｺ 岐阜 ﾎﾘ ｻﾔｶ 岐阜
1 706 森島　一美 トヨタ自動車 1 212 内田　陽子 (1) 中京女子大 1 300 堀　紗矢香 (2) 恵那高

ﾖｼﾑﾗ ﾐﾎ 愛知 ｶﾄｳ ﾐﾅ 岐阜 ﾔﾏｳﾁ ｱﾝｼﾞｭ 岐阜
2 708 吉村　美保 トヨタ自動車 2 205 加藤　美菜 (2) 中京女子大 2 274 山内　杏珠 (2) 恵那高

ﾊﾔｼ ｶﾖｺ 愛知 ﾀｶｷﾞ ﾐｵ 岐阜 ｶﾁ ﾎﾅﾐ 岐阜
3 702 林　加世子 トヨタ自動車 3 220 高木　三生 (4) 中京女子大 3 302 可知穂奈美 (1) 恵那高

ｵｵﾇﾏ ｲﾌﾞｷ 愛知 ﾜｼﾉ ﾕｷ 岐阜 ﾌﾙｻﾄ ｱﾔｶ 岐阜
4 705 大沼　芽生 トヨタ自動車 4 222 鷲野　友紀 (1) 中京女子大 4 301 古里　彩加 (1) 恵那高

2ﾚｰﾝ
浜松北高 DSQ,*R2
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽｽﾞｷｱﾔｶ 静岡
1 74 鈴木　彩華 浜松北高

ｵｵﾊｼ ﾕｲ 静岡
2 70 大箸　　唯 浜松北高

ﾐﾔｼﾀｶﾎ 静岡
3 71 宮下　可帆 浜松北高

ｻﾄｳﾒｸﾞﾐ 静岡
4 75 佐藤　　愛 浜松北高

凡例    DNS：欠　　　場  DSQ：失　　　格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３ 2007/9/9 18:58
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日本記録 (NR)           43.77     日本選抜 (石田・鈴木・坂上・小島)                           2004        
東海記録 (TR)           45.47     愛知 (安田・島崎・三木・鈴木)                               1995        
大会記録 (GR)           46.73     岐阜・県岐阜商高 (木村・川瀬・青木・近藤)                   2003        

予選  4組1着+4

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

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

決勝

1着 5ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
至学館高 48.20 県岐阜商高 48.30 東海大翔洋高 48.75
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾅｲ ｻｵﾘ 愛知 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｶ 岐阜 ﾔﾌﾞｻﾞｷ　ﾏｺ 静岡
1 657 花井　沙織 (3) 至学館高 1 229 青山　祐香 (3) 県岐阜商高 1 44 薮崎　真子 東海大翔洋高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 愛知 ﾌﾙｻﾜ ｶｵﾙ 岐阜 ｽｽﾞｷ　ｻｷｺ 静岡
2 644 安藤由加里 (3) 至学館高 2 293 古澤　　薫 (1) 県岐阜商高 2 43 鈴木　咲子 東海大翔洋高

ﾂｹﾞ ｻｵﾘ 愛知 ｼﾓﾐﾁ ﾐﾅ 岐阜 ﾄﾘｲ　ﾓﾓｺ 静岡
3 651 柘植　早織 (3) 至学館高 3 233 下道　美奈 (2) 県岐阜商高 3 42 鳥居　桃子 東海大翔洋高

ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 岐阜 ｽｽﾞｷ　ｱｷｺ 静岡
4 655 後藤　菜月 (3) 至学館高 4 230 吉田　麻佑 (3) 県岐阜商高 4 40 鈴木　章子 東海大翔洋高

4着 2ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
中京大中京高 49.26 皇學館高 49.42 津商高 49.76
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｸﾞﾗ ｱﾂｺ 愛知 ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ 三重 ﾌﾙﾀ ﾓﾓｺ 三重
1 684 小椋　敦子 (1) 中京大中京高 1 910 森本　詞織 (2) 皇學館高 1 861 古田　桃子 (2) 津商高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ 三重 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｶｴ 三重
2 687 近藤　希実 (3) 中京大中京高 2 911 山本ひかる (2) 皇學館高 2 850 近藤知香恵 (2) 津商高

ｱｵﾔﾏ ﾁｻｷ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 三重 ｻｶﾓﾄ ﾐｷ 三重
3 688 青山知沙季 (3) 中京大中京高 3 908 中村　奈央 (2) 皇學館高 3 851 坂本　美希 (3) 津商高

ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 愛知 ｳｴﾑﾗ ﾕｲ 三重 ｼﾐｽﾞ ﾕｶ 三重
4 677 中川　佳美 (3) 中京大中京高 4 905 上村　　唯 (1) 皇學館高 4 853 清水　祐佳 (2) 津商高

7着 9ﾚｰﾝ DNS 7ﾚｰﾝ
岡崎城西高 50.04 宇治山田商高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾞﾄｳ ｶﾅ 愛知
1 631 後藤　香奈 (1) 岡崎城西高

ｵﾉﾄｳ ﾐﾕｷ 愛知
2 628 尾野藤　幸 (1) 岡崎城西高

ｺｼ ﾐｻｺ 愛知
3 630 越　美彩子 (2) 岡崎城西高

ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 愛知
4 626 市川　華菜 (2) 岡崎城西高

凡例    DNS：欠　　　場  DSQ：失　　　格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３ 2007/9/9 18:58


