
小学生女子　４×１００ｍＲ

大会記録 (GR)           53.79     愛知・安城二木クラブ (二宮・小笠原・沢田・荒木)             1987        

予選  2組3着+2

1組
1着 9ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ Q
安城JAC 54.24 浜松陸上 54.33 JACとよあけ 55.04
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

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾅ 愛知 ｷﾀﾞ　ﾊﾙﾐ 静岡 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾄｼｴ 愛知
1 1174 藤本はるな (6) 安城ＪＡＣ 1 1033 喜田　晴美 (6) 浜松陸上 1 1159 浜島　利江 (6) JACとよあけ

ｻｶｲ ﾐｵ 愛知 ｽｽﾞｷ　ﾁｻ 静岡 ﾅﾘﾀ ﾏｱﾔ 愛知
2 1170 酒井　美緒 (6) 安城ＪＡＣ 2 1032 鈴木　知沙 (6) 浜松陸上 2 1160 成田　真彩 (6) JACとよあけ

ﾋｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 愛知 ﾀｶﾀﾞ　ｴﾐｺ 静岡 ｽﾐ ｱｽﾞｻ 愛知
3 1172 樋口　百華 (6) 安城ＪＡＣ 3 1031 高田江美子 (6) 浜松陸上 3 1161 鷲見　梓沙 (5) JACとよあけ

ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｶ 愛知 ﾀﾃﾍﾞ　ｶｵﾘ 静岡 ﾅﾘﾀ ﾐｸ 愛知
4 1171 徳田　彩夏 (6) 安城ＪＡＣ 4 1030 建部カオリ (6) 浜松陸上 4 1162 成田　美玖 (6) JACとよあけ

4着 6ﾚｰﾝ q 5着 7ﾚｰﾝ q 6着 8ﾚｰﾝ
美濃加茂Jr 55.69 南箕輪AC 56.11 一志Beast 56.88
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

ﾀｶﾉ ﾌﾐﾅ 岐阜 ﾈﾂ　ﾐﾅﾐ 長野 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾅ 三重
1 1074 高野　文菜 (6) 美濃加茂Jr 1 1147 根津みなみ (6) 南箕輪ＡＣ 1 1255 水本　寛菜 (6) 一志Beast

ﾔｽｴ ﾐﾕｳ 岐阜 ｿﾔ　ﾉｿﾞﾐ 長野 ﾓﾘﾅｶ ﾜｶﾅ 三重
2 1078 安江　美友 (5) 美濃加茂Jr 2 1149 征矢　　希 (6) 南箕輪ＡＣ 2 1256 森中　若菜 (5) 一志Beast

ﾊﾔｼ ﾕｳﾅ 岐阜 ﾅｶﾞｲ　ﾏｲｶ 長野 ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ 三重
3 1077 林　　佑南 (5) 美濃加茂Jr 3 1148 永井　舞華 (6) 南箕輪ＡＣ 3 1253 岡本　梨奈 (6) 一志Beast

ｵﾉ ｱｲｶ 岐阜 ｶﾅﾔﾏ　ﾌﾐｶ 長野 ﾐｳﾗ ﾌﾐﾅ 三重
4 1073 小野　愛佳 (6) 美濃加茂Jr 4 1150 金山　文佳 (6) 南箕輪ＡＣ 4 1254 三浦　文奈 (6) 一志Beast

7着 4ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
新友陸上 57.38 佐八陸上ク DSQ,*R1
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

ｳﾙｼﾔﾏ ﾁﾊﾙ 岐阜 ｻｶﾓﾄ ﾏﾕ 三重
1 1085 漆山　千春 (5) 新友陸上 1 1232 坂本　真佑 (6) 佐八陸上ク

ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ 岐阜 ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ 三重
2 1086 田中ちひろ (6) 新友陸上 2 1230 奥野　春菜 (6) 佐八陸上ク

ｺｾ ﾅﾂﾐ 岐阜 ｸﾎﾞｸﾗ ﾐｻﾄ 三重
3 1087 小瀬　夏生 (6) 新友陸上 3 1231 久保倉実里 (6) 佐八陸上ク

ｶﾌﾞﾄ ｱﾔｶ 岐阜 ﾔﾏﾈ ﾒｲ 三重
4 1088 甲　　綾佳 (6) 新友陸上 4 1229 山根　芽衣 (6) 佐八陸上ク

2組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ Q 3着 7ﾚｰﾝ Q
豊橋陸上ク 54.99 裾野陸上教室 55.82 沼津陸上少年団 56.29
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

ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 愛知 ﾂﾁﾔ　ﾕｲ 静岡 ﾄｶﾞﾜ　ｶﾅｺ 静岡
1 1208 鈴木　香織 (6) 豊橋陸上ク 1 1003 土屋　祐衣 (6) 裾野陸上教室 1 1007 戸川佳奈子 (5) 沼津陸上少

ｲｲﾀﾞ ﾉﾘｺ 愛知 ｶﾂﾏﾀ　ｱｲﾅ 静岡 ﾅｶｼﾞﾏ　ｱｶﾘ 静岡
2 1206 飯田　典子 (6) 豊橋陸上ク 2 1002 勝又　愛菜 (6) 裾野陸上教室 2 1008 中島　　星 (6) 沼津陸上少

ｶﾄｳ ﾘﾝ 愛知 ｻｲﾄｳ　ﾋﾖﾘ 静岡 ﾐｳﾗ　ｱﾕﾐ 静岡
3 1205 加藤　　凛 (6) 豊橋陸上ク 3 1001 斉藤　日和 (6) 裾野陸上教室 3 1009 三浦あゆみ (6) 沼津陸上少

ﾀﾅｶ ﾕﾘｱ 愛知 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾓﾓｺ 静岡 ﾐﾀ　ｶﾅｴ 静岡
4 1207 田中優梨亜 (6) 豊橋陸上ク 4 1004 川口　桃子　 (6) 裾野陸上教室 4 1010 三田　花苗 (6) 沼津陸上少

4着 5ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 4ﾚｰﾝ
大垣陸上 56.43 高島 56.48 永明 57.97
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

ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾅﾂ 岐阜 ﾀｶﾉﾊﾗ　ﾘﾎ 長野 ｵｶﾞﾜ　ﾏﾘﾅ 長野
1 1081 権藤　菜津 (6) 大垣陸上 1 1115 鷹野原里穂 (6) 高島 1 1125 小川麻里奈 (6) 永明

ｻﾄｳ ｱﾔｶ 岐阜 ｲｼｲ　ﾅﾂｷ 長野 ﾅｶｼﾞﾏ　ｱﾝﾘ 長野
2 1079 佐藤　彩華 (6) 大垣陸上 2 1116 石井　菜月 (6) 高島 2 1126 中島　杏理 (6) 永明

ﾐﾊﾗ ｱﾘｻ 岐阜 ﾌﾙﾔ　ｻﾔ 長野 ﾔｻﾞｷ　ﾅﾂﾐ 長野
3 1082 美原彩里紗 (6) 大垣陸上 3 1117 古谷　砂弥 (6) 高島 3 1127 矢﨑なつみ (6) 永明

ﾀﾁｶﾜ ｱﾔﾒ 岐阜 ﾐﾔｼﾞﾏ　ﾚﾅ 長野 ｳｴﾊﾗ　ﾕｷ 長野
4 1080 立川　綺芽 (6) 大垣陸上 4 1118 宮島　怜菜 (6) 高島 4 1128 上原　悠紀 (6) 永明

7着 3ﾚｰﾝ
南勢陸上ク 58.11
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｻﾞﾜ ﾕｳﾘ 三重
1 1241 井澤　侑里 (6) 南勢陸上ク

ﾌｼﾞｲ ｶｲ 三重
2 1246 藤井　華衣 (6) 南勢陸上ク

ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｴ 三重
3 1243 野口　幸恵 (6) 南勢陸上ク

ﾋﾋﾞ ｱﾔｶ 三重
4 1242 日比　彩夏 (6) 南勢陸上ク

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    DSQ：失　　　格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２ 2007/9/9 19:40
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大会記録 (GR)           53.79     愛知・安城二木クラブ (二宮・小笠原・沢田・荒木)             1987        

予選  2組3着+2

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 6ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
安城JAC 53.76 GR 浜松陸上 54.06 豊橋陸上ク 54.97
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

ﾌｼﾞｳﾁ ﾏﾕ 愛知 ｷﾀﾞ　ﾊﾙﾐ 静岡 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 愛知
1 1173 藤内　麻由 (6) 安城ＪＡＣ 1 1033 喜田　晴美 (6) 浜松陸上 1 1208 鈴木　香織 (6) 豊橋陸上ク

ｻｶｲ ﾐｵ 愛知 ｽｽﾞｷ　ﾁｻ 静岡 ｲｲﾀﾞ ﾉﾘｺ 愛知
2 1170 酒井　美緒 (6) 安城ＪＡＣ 2 1032 鈴木　知沙 (6) 浜松陸上 2 1206 飯田　典子 (6) 豊橋陸上ク

ﾋｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 愛知 ﾀｶﾀﾞ　ｴﾐｺ 静岡 ｶﾄｳ ﾘﾝ 愛知
3 1172 樋口　百華 (6) 安城ＪＡＣ 3 1031 高田江美子 (6) 浜松陸上 3 1205 加藤　　凛 (6) 豊橋陸上ク

ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｶ 愛知 ﾀﾃﾍﾞ　ｶｵﾘ 静岡 ﾀﾅｶ ﾕﾘｱ 愛知
4 1171 徳田　彩夏 (6) 安城ＪＡＣ 4 1030 建部カオリ (6) 浜松陸上 4 1207 田中優梨亜 (6) 豊橋陸上ク

4着 2ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
JACとよあけ 55.01 裾野陸上教室 55.53 美濃加茂Jr 55.73
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

ﾊﾏｼﾞﾏ ﾄｼｴ 愛知 ﾂﾁﾔ　ﾕｲ 静岡 ﾊﾔｼ ﾕｳﾅ 岐阜
1 1159 浜島　利江 (6) JACとよあけ 1 1003 土屋　祐衣 (6) 裾野陸上教室 1 1077 林　　佑南 (5) 美濃加茂Jr

ﾅﾘﾀ ﾏｱﾔ 愛知 ｶﾂﾏﾀ　ｱｲﾅ 静岡 ﾀｶﾉ ﾌﾐﾅ 岐阜
2 1160 成田　真彩 (6) JACとよあけ 2 1002 勝又　愛菜 (6) 裾野陸上教室 2 1074 高野　文菜 (6) 美濃加茂Jr

ｽﾐ ｱｽﾞｻ 愛知 ｻｲﾄｳ　ﾋﾖﾘ 静岡 ﾔｽｴ ﾐﾕｳ 岐阜
3 1161 鷲見　梓沙 (5) JACとよあけ 3 1001 斉藤　日和 (6) 裾野陸上教室 3 1078 安江　美友 (5) 美濃加茂Jr

ﾅﾘﾀ ﾐｸ 愛知 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾓﾓｺ 静岡 ｵﾉ ｱｲｶ 岐阜
4 1162 成田　美玖 (6) JACとよあけ 4 1004 川口　桃子　 (6) 裾野陸上教室 4 1073 小野　愛佳 (6) 美濃加茂Jr

7着 3ﾚｰﾝ 8着 9ﾚｰﾝ
南箕輪AC 56.10 沼津陸上少年団 56.55
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

ﾈﾂ　ﾐﾅﾐ 長野 ﾄｶﾞﾜ　ｶﾅｺ 静岡
1 1147 根津みなみ (6) 南箕輪ＡＣ 1 1007 戸川佳奈子 (5) 沼津陸上少

ｿﾔ　ﾉｿﾞﾐ 長野 ﾅｶｼﾞﾏ　ｱｶﾘ 静岡
2 1149 征矢　　希 (6) 南箕輪ＡＣ 2 1008 中島　　星 (6) 沼津陸上少

ﾅｶﾞｲ　ﾏｲｶ 長野 ﾐｳﾗ　ｱﾕﾐ 静岡
3 1148 永井　舞華 (6) 南箕輪ＡＣ 3 1009 三浦あゆみ (6) 沼津陸上少

ｶﾅﾔﾏ　ﾌﾐｶ 長野 ﾐﾀ　ｶﾅｴ 静岡
4 1150 金山　文佳 (6) 南箕輪ＡＣ 4 1010 三田　花苗 (6) 沼津陸上少

凡例    DSQ：失　　　格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２ 2007/9/9 19:40


