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日本記録 (NR)           55.71     久保倉里美 (新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ)                                   2007        
東海記録 (TR)           57.08     青木沙弥佳 (岐阜・福島大)                                   2006        
大会記録 (GR)           58.76     青木沙弥佳 (岐阜・福島大)                                   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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ 愛知 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 三重
1 7 661 渡邉まなみ (2) 瑞陵高 66.70 Q 1 6 930 高橋香央里 (2) 福岡大 66.08 Q

ﾋｶﾞｼ ｼｮｳｺ 三重 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾐ 岐阜
2 6 927 東　　翔子 (2) 皇學館大 67.40 q 2 8 209 林　　朋美 (1) 岐阜経済大 69.81

ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾜｶｺ 長野 ｲﾜﾊﾗ　ｶﾅ 長野
3 2 424 宮沢和香子 (2) 小諸高 70.91 3 2 418 岩原　加奈 (3) 小諸高 75.22

ｷｼﾞﾏ ｱﾘｽ 三重 ﾀｶﾊｼ　ﾐｷ 長野
4 5 885 木嶋ありす (3) 宇治山田商高 72.30 4 7 459 高橋　美紀 (3) 丸子修学館 79.29

ﾂｼﾞ ﾋﾛﾐ 三重 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 三重
3 877 辻　　弘美 (3) 宇治山田高 DNS 5 819 田中　優里 (3) 四日市西高 DNS

ﾄﾀﾞ　ｶﾅｺ 静岡 ﾊﾔｼ ｶﾖｺ 愛知
4 2 戸田香奈子 静岡陸協 DNS 4 702 林　加世子 トヨタ自動車 DNS

ﾋﾀﾞ　ﾏﾅﾐ 静岡
3 84 肥田　愛美 浜松西高 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

ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ 愛知 ﾆｼｵ ﾏﾘｺ 愛知
1 4 726 石田　朋美 (3) 名城大附高 64.48 Q 1 7 683 西尾真梨子 (1) 中京大中京高 63.45 Q

ﾊｼｲ　ﾁﾋﾛ 長野 ｻﾄｳ　ﾅﾅｺ 静岡
2 3 460 橋井　千紘 (2) 丸子修学館 65.53 q 2 3 85 佐藤那名子 浜松商高 64.68 q

ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｶ 長野 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅﾐ 岐阜
3 5 427 高橋　優香 (3) 塩尻志学館 66.89 q 3 4 258 藤田夏名実 (3) 関商工高 70.82

ﾔｸﾞﾁ ﾘﾅ 岐阜 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 三重
4 6 208 矢口　璃奈 (2) 岐阜経済大 69.78 2 901 山根　由衣 (3) 宇治山田商高 DNS

ﾅｶﾀ ﾏｷ 岐阜 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 愛知
5 2 259 中田　満喜 (3) 県岐阜商高 70.88 5 635 田中　美穂 (3) 春日井高 DNS

ﾜｶﾏﾂ ｱｲ 三重 ﾌｼﾞﾂｶ ﾐﾕｷ 岐阜
6 7 810 若松　　愛 (2) 桑名高 71.66 6 257 藤墳美由紀 (3) 大垣工高 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ 愛知

1 4 726 石田　朋美 (3) 名城大附高 62.05
ﾆｼｵ ﾏﾘｺ 愛知

2 7 683 西尾真梨子 (1) 中京大中京高 63.30
ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 三重

3 6 930 高橋香央里 (2) 福岡大 64.54
ｻﾄｳ　ﾅﾅｺ 静岡

4 3 85 佐藤那名子 浜松商高 64.56
ﾊｼｲ　ﾁﾋﾛ 長野

5 2 460 橋井　千紘 (2) 丸子修学館 65.20
ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｶ 長野

6 8 427 高橋　優香 (3) 塩尻志学館 68.30
ﾋｶﾞｼ ｼｮｳｺ 三重

7 9 927 東　　翔子 (2) 皇學館大 71.38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ 愛知

5 661 渡邉まなみ (2) 瑞陵高 DNS

審 判 長：小池　弘文
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