
女子　５０００ｍＷ

日本記録 (NR)           21.23.10  板倉　良子 (登利平AC)                                       2007        
東海記録 (TR)           22.24.62  内田　智子 (三重・武庫川女大)                               1994        
大会記録 (GR)           24.03.73  石塚　侑子 (愛知・惟信高)                                   2002        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｻﾐ ｻﾔｶ 岐阜

1 1 260 宇佐見紗也加 (3)県岐阜商高 25.00.88
ﾐﾂﾀﾞ ﾘｺ 愛知

2 9 693 光田　理子 (2) 津島北高 25.24.07
ｶﾈﾊｼ　ｼﾎ 静岡

3 7 20 兼橋　志帆 早稲田大 25.37.44
ｲﾄｳ ｻﾁｴ 愛知

4 18 639 伊藤　幸恵 小島プレス 25.51.55
ｱｷﾊﾞ ﾏﾕﾐ 愛知

5 4 701 秋葉　真弓 トヨタ自動車26.18.58
ｵｶﾉ　ﾁｸﾞｻ 静岡

6 28 4 岡野　千草 常葉菊川高 26.44.14
ｶｶﾞ ﾕｶｺ 岐阜

7 8 261 加賀友果子 (1) 大垣東高 26.51.33
ﾔﾏﾑﾛ　ｴﾐ 静岡

8 14 29 山室　栄美 日大三島高 27.10.99
ﾅｶﾊﾗ ﾏｲ 岐阜

9 30 348 中原　　舞 (3) 大垣東中 27.22.50
ｶﾄｳ ﾉﾘｺ 愛知

10 2 670 加藤　典子 (1) 中京女子大 27.26.75
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾘ 岐阜

11 25 263 山口　樹里 (1) 大垣北高 27.42.09
ｲｹﾑﾗ ﾘｻ 三重

12 17 867 池村　理佐 (2) 高田高 27.45.60
ﾅｶﾞﾄ ﾕｷ 愛知

13 13 690 長戸　由樹 (3) 津島北高 28.28.08
ｻｻｳﾁ ｱｷｴ 三重

14 6 852 笹内明貴恵 (3) 津商高 28.31.21
ﾀｶﾔﾏ ﾅﾅ 愛知

15 16 703 高山　奈々 トヨタ自動車28.48.30
ｶﾅﾓﾘ ﾏﾅﾐ 岐阜

16 5 262 金森真菜美 (2) 多治見工高 28.50.15
ｼﾗｲ　ﾕｷ 静岡

17 12 53 白井　佑季 清水南高 29.02.31
ｶﾜﾀﾞ ｴﾐｶ 岐阜

18 19 264 河田依実佳 (1) 岐阜工高 29.28.42
ﾐｻｲｽﾞ　ﾕｷｴ 長野

19 24 415 美齊津幸枝 (2) 北佐久農高 29.59.08
ﾀｶﾊｼ　ﾕｲ 静岡

20 20 30 高橋　優衣 日大三島高 30.24.94
ｼﾓﾑﾗ ﾁｻﾄ 三重

21 11 926 下村　知里 (3) 皇學館大 30.56.48
ﾋﾗﾉ ｲﾂﾞﾐ 三重

22 26 868 平野いづみ (2) 高田高 31.17.83
ｻｻｷ　ｱﾕﾐ 長野

23 3 423 佐々木あゆみ (3)小諸高 31.33.10
ｱｻﾉ ﾘﾅ 岐阜

24 23 265 浅野　里菜 (2) 市岐阜商高 32.06.23
ｱｵｷ　ﾜｶﾅ 長野

25 22 417 青木和香奈 (2) 小諸高 32.35.14
ﾓﾘﾀ ﾏﾘ 三重

26 27 865 森田　麻里 (3) 津商高 32.43.98
ﾔﾏｻﾞｷ　ｻﾜｺ 長野

27 29 425 山崎紗波子 (2) 小諸高 34.17.87
ﾏﾂﾓﾄ　ﾋｻｴ 静岡

10 28 松本　寿枝 日大三島高 DSQ,*DQ3

ｶﾜｻｷ　ｹｲｺ 静岡
15 3 川崎　恵子 常葉菊川高 DNS

ﾈｷﾞ ﾐｻｷ 岐阜
21 266 祢宜　美咲 (2) 岐山高 DNS

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)
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主催：東海陸上競技協会・中日新聞社
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凡例    DSQ：失　　　格  *DQ3：接地不良及び屈膝(ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ･ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ)  DNS：欠　　　場 2007/9/9 8:19


