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日本記録 (NR)           51.80     丹野　麻美 (福島大)                                         2005        
東海記録 (TR)           53.40     青木沙弥佳 (岐阜・福島大)                                   2007        
大会記録 (GR)           55.36     青木沙弥佳 (岐阜・福島大)                                   2006        

予選  3組2着+2

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

ｱｲｷｮｳ ｾﾅ 三重 ﾂｹﾞ ｻｵﾘ 愛知
1 5 801 愛敬　世菜 (2) 桑名高 58.79 Q 1 2 651 柘植　早織 (3) 至学館高 57.53 Q

ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ 愛知 ｼﾓﾐﾁ ﾐﾅ 岐阜
2 7 612 佐藤　愛美 (3) 安城学園高 59.10 Q 2 3 233 下道　美奈 (2) 県岐阜商高 58.02 Q

ﾐﾔｶﾞﾜ　ﾁｴｺ 岐阜 ﾋﾗﾏﾂ ﾕﾘｶ 三重
3 8 350 宮川千恵子 日本体育大 59.74 3 7 836 平松由梨香 (2) 津高 59.41 q

ｻﾅﾀﾞ ｼﾎ 三重 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 三重
4 6 834 眞田　詩穂 (2) 津高 59.86 4 8 908 中村　奈央 (2) 皇學館高 59.73

ﾐﾈﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 長野 ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 岐阜
5 3 438 峰村いずみ (2) 長野吉田高 61.11 5 6 237 加藤真梨那 (3) 関商工高 61.16

ｻﾄｳ　ﾅﾅｺ 静岡 ｲｲｵ ﾐｶ 岐阜
6 2 85 佐藤那名子 浜松商高 61.19 6 5 238 飯尾　弥加 (1) 長良高 62.61

ﾐﾔｻﾞｷ　ｱｶﾘ 長野 ｺﾐﾔﾏ ﾕﾐｶ 長野
7 4 435 宮﨑あかり (2) 中野実業高 63.18 7 4 456 小宮山由美香 (2)丸子修学館 62.62

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 岐阜
1 5 232 山本　紗綾 (2) 大垣北高 59.36 Q

ﾜｸ　ﾖｳｺ 静岡
2 7 13 和久　洋子 静岡大 59.40 Q

ｷﾑﾗ ﾋﾄﾐ 三重
3 3 922 木村　仁美 (3) 中京大 59.45 q

ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅ 岐阜
4 6 236 澤田　真那 (2) 長良高 59.68

ﾔﾏﾀﾞ　ｹｲｺ 長野
5 2 426 山田　敬子 (3) 皐月高 65.11

ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 三重
4 802 愛敬　麻矢 (1) 桑名高 DNS

ﾊﾔﾉ ｱﾔｶ 岐阜
8 235 早野　綾夏 (2) 中津商高 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂｹﾞ ｻｵﾘ 愛知

1 6 651 柘植　早織 (3) 至学館高 56.60
ｱｲｷｮｳ ｾﾅ 三重

2 7 801 愛敬　世菜 (2) 桑名高 56.60
ｼﾓﾐﾁ ﾐﾅ 岐阜

3 4 233 下道　美奈 (2) 県岐阜商高 57.21
ﾜｸ　ﾖｳｺ 静岡

4 3 13 和久　洋子 静岡大 59.40
ﾋﾗﾏﾂ ﾕﾘｶ 三重

5 2 836 平松由梨香 (2) 津高 59.54
ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ 愛知

6 9 612 佐藤　愛美 (3) 安城学園高 59.65
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 岐阜

7 5 232 山本　紗綾 (2) 大垣北高 59.65
ｷﾑﾗ ﾋﾄﾐ 三重

8 922 木村　仁美 (3) 中京大 DNS

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司
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