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コンディション情報

トラック審判長  小池　弘文 跳躍審判長    河越　茂樹

投てき審判長    山本　浩武

記録主任        辻　　昭司

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向 測定場所

2007/09/08 10:00 晴 32.2 61.0 1.0 北北東 競技場

11:00 曇 30.7 60.0 0.4 東北東 競技場

12:00 晴 29.9 64.0 1.0 東南東 競技場

13:00 晴 30.8 63.0 1.7 北 競技場

14:00 晴 31.7 56.0 1.5 南 競技場

15:00 晴 31.0 59.0 1.8 南南西 競技場

16:00 晴 30.3 62.0 2.4 南東 競技場

2007/09/09 09:00 曇 28.9 72.0 0.0 競技場

10:00 曇 30.2 71.0 0.8 東 競技場

11:00 曇 30.2 69.0 0.0 競技場

12:00 曇 30.2 70.0 1.1 南南西 競技場

13:00 曇 30.3 65.0 1.6 西南西 競技場

14:00 晴 31.0 63.0 1.5 南南西 競技場

15:00 晴 30.8 62.0 1.8 南南西 競技場

16:00 晴 29.6 65.0 1.8 南南西 競技場



今競技会で樹立された大会記録、タイ記録は以下のとおりです。

競技会名

期　　　日

☆大会記録☆

予・決 記録

藤内　麻由

酒井　美緒

樋口　百華

徳田　彩夏

勝田　　萌

河合　詩菜

兼子　拓巳

遠藤　侑汰

53”97 安城JAC

1

2
小学生混合
４×１００ｍR

決

小学生女子
４×１００ｍR

決 53”76 安城JAC

所属 備考№ 種　　目
記録

氏名

新記録一覧表

2007/9/8・9

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

                第24回東海小学生リレー競走大会



 
 
 
 
 
 
 
 

第 50 回東海陸上競技選手権大会 
 

男子の部 



2007年9月8日(土)・9月9日(日） 大会名 第50回東海陸上競技選手権大会 大会コード　 ０７５０１６００ トラック審判長 小池　弘文

兼　第92回日本陸上競技選手権大会予選会 競技場コード　 ２４１０１０ 跳 躍 審 判 長 河越　茂樹

投 て き 審 判 長 山本　浩武

招 集 所 審 判 長 向井　 俊哉

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 記 録 主 任 辻　　昭司

主催団体名 東海陸上競技協会・中日新聞社
男子の部
日付 種目

１００ｍ 田中　星次 11.03 小山　　良 11.25 下條　裕紀 (2) 11.27 村田　智広 11.29 土井　友裕 (2) 11.31 伊藤　禎浩 (2) 11.35 中井　一磨 (2) 11.39 太田　三暁 11.56

風:-1.4

２００ｍ 嶋屋　昌芳 21.88 飯塚　翔太 21.98 鈴木　大介 (2) 22.08 中津　好雅 (3) 22.19 鈴木香太郎 22.21 羽根　聖也 22.26 松本　　卓 22.44 中井　一磨 (2) 22.82

風:-1.3

向井裕紀弘 48.04 嶋屋　昌芳 48.36 大川　　光 (2) 48.77 村上　史明 49.17 山本　裕慈 49.35 菱田　直弥 (2) 49.78 丹羽将一朗 49.80

福澤  和久 1.55.32 大須賀秀和 (3) 1.56.23 市川宗一朗 (2) 1.56.84 山本　博紀 1.57.34 鈴村　俊介 1.57.76 山岡　卓弥 (3) 1.58.12 斎藤　皓亮 1.59.43 樋口　　諒 2.02.49

角田　達彦 4.06.73 樋口　　諒 4.07.56 山内健太郎 4.07.88 大池　達也 (2) 4.09.79 服部　峰祥 (2) 4.10.65 川上　泰之 4.10.79 高木悠希和 (3) 4.11.66 田中　勝大 (2) 4.12.66

佐藤　秀和 14.28.13 大関　善幸 14.32.93 佐藤　良仁 14.43.50 田村　博史 14.46.14 池谷　寛之 14.52.50 猪子　和明 14.53.23 井上　翔太 (3) 14.55.94 鷲見　知彦 15.02.61

池谷　寛之 30.52.70 阿部　哲史 30.54.90 田村　博史 31.11.97 松野　淳司 31.16.44 三浦　健生 31.21.18 鷲見　知彦 31.32.48 名和　武也 31.41.02 原口　雄二 31.50.47

１１０ｍＨ 久田　尚弥 14.27 竹中　　航 (3) 14.77 和戸　達哉 (2) 14.78 相川　宗靖 14.79 波多野良平 (2) 14.83 山本　健太 (1) 14.98 藤城　　豊 15.01 天野　裕太 15.19

風:0.0

菱田　直弥 (2) 51.96 小金沢　篤 (3) 52.22 中田　和寿 52.37 山本　躍斗 (3) 52.47 柳本　拓也 (3) 52.47 平田　和之 53.67 伏見　壽恭 54.29 三浦　祐矢 55.63

春田　真臣 9.08.78 加藤　　聡 9.12.84 石塚　　誠　 9.21.43 関森　康平 (3) 9.29.99 船村　安洋 9.30.27 松下　智之 (3) 9.30.58 今枝　浩二 (2) 9.30.81 小林　友樹 9.34.81

吉原　政人 21.56.06 濵嶋　邦明 (3) 21.57.51 鈴木　基文 (3) 21.57.77 堀井　重利 22.18.92 大坪　鷹人 22.24.26 橋本　英幸 22.52.76 冨田　悟志 (3) 23.30.84 末松　　輝 (2) 23.34.41

41.54 41.83 42.11 42.28 43.16

  山口　峰昌 (3)   古賀　裕志 (2)   戸川　健司   成瀬　慎也 (1)   小原　　尚

  金子　卓哉 (4)   山田　昌邦 (2)   鈴村　卓哉   屋貝　博文 (2)   久田　尚弥

  伊藤　健志 (3)   森　　勇人   中田　和寿   山崎　翔太 (1)   浅岡　聖志

  岡田　健太 (3)   鈴木　悠基   太田　三暁   三輪　将之 (1)   嶋川福太郎

3.16.61 3.17.34 3.19.75 3.20.23 3.21.70 3.23.69 3.26.65 3.34.69

  北岡　正寛 (3)   中村　洋文   山田　昌邦 (2)   法月　秀平   相川　政人   中馬　恭平   宮﨑　　豊 (1)   水野　無二 (3)

  日下部智久   原　　勇太   池田　達也 (2)   飯塚　翔太   根岸　大輔   川端　卓也   吉崎　靖昌 (4)   市川　真央 (3)

  鈴村　直也   原　　伸次   森　　勇人   粳田竜之助   和久　周平   横井　佑哉 (2)   奥田　　悠 (2)   松末　　渉 (3)

  東　　哲久 (4)   田中　星次   川崎　豪己 (2)   山田　康生   河野　　仁   斉藤　真志   竹内　健太 (2)   村田　成隆 (3)

真鍋　周平 2m05 岩田　康弘 2m05 小野田学登 2m05 古野　裕司 2m00 杉江　浩一 2m00

早川  周吾 2m00 清水　悠人 2m00

相川　宗靖 2m00

柴田　孟也 5m20 小野　真二 5m00 田村  雄志 4m80 小島　剛史 (2) 4m70 岡田　公志 (1) 4m50 一ノ瀬　航 (3) 4m50 橋本　幸男 4m50

鈴木　吾郎 4m50

出口　義人 7m50 +0.6 嶋川福太郎 7m46 +0.2 西　　航司 (3) 7m32 0.0 長谷川　悠 (2) 7m26 0.0 志鎌　秀昭 7m18 +0.1 下條　正紀 7m13 +1.0 北野　幸徳 7m03 +0.6 楠川　祥生 (1) 6m98 +0.1

山本  雄介 15m38 +2.4 村上　智史 15m33 +1.9 小野　祐輔 14m69 +1.2 櫻井　佳廣 (3) 14m69 -0.1 中嶋　健司 (4) 14m69 +1.3 伊藤　優司 14m57 +1.5 松村　　覚 14m46 +1.8 佐野　和寛 14m41 +0.8

砲丸投 伊藤　　宏 (4) 14m01 谷　健太朗 (1) 13m74 田中　信也 12m98 大庭　利氏 12m87 鈴木　郷史 12m83 山本　雄紀 12m78 藤村　信之 12m67 小山祐一郎 12m53

7.260kg

円盤投 藤原　　潤 49m26 加藤　弘将 (1) 40m62 伊藤　　宏 (4) 40m32 倉田　友貴 (1) 38m24 伊藤　寿逸 (3) 37m99 小斉　健太 37m96 望月　晋平 37m40 岡　　寮磨 (1) 36m73

2.000kg

ハンマー投 久保　幸弘 62m66 北浦　弘之 56m06 宮本　昌彦 54m16 岡山　　智 (2) 52m69 吉川　昌利 51m21 伊澤　　俊 50m48 瀧　　友孝 (3) 49m67 高橋　孝幸 (4) 48m11

7.260kg

恵濃　一繁 69m52 髙木　俊寿 68m33 岡澤　寿明 62m83 花井　章宏 59m92 小久保辰哉 (3) 59m63 菱田　佳紀 (M2) 59m27 大野　　忍 59m05 久保　誠亮 58m34

静岡：清水ＡＣ

9月9日 走高跳
愛知：筑波大学院

愛知：トヨタ自動車

走幅跳

9月8日

静岡：静岡陸協 静岡：スズキ 愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC 岐阜：日本体育大

静岡：早稲田大

愛知：浜松大

9月9日

9月8日

８００ｍ

9月9日

４００ｍ9月9日

9月8日

５０００ｍ

１５００ｍ

9月9日 棒高跳

9月9日

9月8日

9月9日

やり投

9月8日

9月9日

岐阜：岐阜大 愛知：名古屋高愛知：愛知学院大 愛知：トヨタ自動車 愛知：中京大 静岡：藤枝明誠高 静岡：静岡大 愛知：愛知大

愛知：トヨタ紡織 愛知：愛知製鋼 愛知：トーエネック

愛知：中京大 岐阜：岐阜ｱｽﾘｰﾄ 愛知：中京大中京高 愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC

長野：塩尻市陸協

愛知：愛知学院大

愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC 三重：四日市高 岐阜：中津商高 静岡：藤枝明誠高

岐阜：京都産業大

愛知：ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ 愛知：愛工大名電高

決　勝　一　覧　表
期　日

陸協名

9月8日

愛知：トヨタ自動車 静岡：静岡大 岐阜：名城大 三重：ＩseＴＣ

愛知：小島プレス 静岡：藤枝明誠高

愛知：トーエネック

8位1位 2位 3位 4位 6位5位 7位

４００ｍＨ

４×１００ｍＲ

３０００ｍＳＣ

５０００ｍＷ

愛知：名古屋大谷高 三重：宇治山田商高

三重：国際武道大

４×４００ｍＲ

１００００ｍ

三段跳

愛知：トーエネック 三重：八千代工業

静岡：清水ＡＣ

三重：ＩseＴＣ 愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC

岐阜：岐阜ES事業 愛知：小島プレス 愛知：岐阜経済大 静岡：新日本ﾎｲｰﾙ

岐阜：中津商高三重：ＮＴＮ愛知：慶應義塾大

三重：ＮＴＮ

静岡：東洋大 岐阜：京都産業大 愛知：東洋大

愛知：豊川高 三重：日本体育大 愛知：愛知ｱｽﾘｰﾄ

静岡：LoversT,C

岐阜：ＫＹＢ

三重：上野工高

愛知：愛知製鋼

三重：八千代工業 三重：ＮＴＮ 愛知：愛知製鋼

三重：三重高 三重：八千代工業 岐阜：県岐阜商高 三重：上野工高

愛知：愛知学院大 三重：鳥羽商船 愛知：慶應義塾大

静岡：筑波大 長野：信州大ＡＣ 長野：塩尻市陸協 三重：宇治山田商高

愛知：トヨタ紡織

三重：三重高 愛知：東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ 静岡：静岡市立高 静岡：東洋大

長野：シナノＡＣ愛知：中京大クラブ三重：県教員ｸﾗﾌﾞ 愛知：起ﾄﾞﾘｰﾑAC 愛知：名古屋高 長野：東京農業大

三重：ＩseＴＣ岐阜：岐阜経済大 岐阜：岐阜大 愛知：ライズ

愛知：名古屋大谷高 三重：宇治山田商高

愛知：ＴＴＲ 愛知：愛知学院大 愛知：岡崎高 静岡：浜松商高

岐阜：中津商高 岐阜：岐阜大 三重：宇治山田商高 岐阜：岐阜ｱｽﾘｰﾄ

静岡：大阪体育大 静岡：藤枝明誠高 静岡：スズキ 三重：宇治山田商高

愛知：館倶楽部愛知：トヨタ紡織

長野：小諸高 岐阜：岐阜ｱｽﾘｰﾄ 愛知：岡崎城西高

愛知：豊川工高

三重：ＮＴＮ 愛知：トヨタ自動車 愛知：愛知学院大

静岡：中京大

静岡：静岡陸協 愛知：愛工大名電高 愛知：至学館高長野：穂高商高 愛知：守山自衛隊

愛知：名古屋ＡＣ 三重：S.C.MAX 岐阜：岐阜工高 岐阜：大垣北高

三重：中京大 愛知：岡崎城西高 岐阜：大垣体連

長野：長野市陸協

愛知：中京魂

愛知：小島プレス 愛知：日本大 静岡：浜松商高 岐阜：岐阜経済大 岐阜：岐阜経済大 三重：ASSA-TC 長野：飯田市陸協 静岡：静岡大

三重：大阪体育大 三重：日本大 静岡：静岡陸協 静岡：磐田農業高

三重：八千代工業 三重：国士舘大 三重：大阪体育大 三重：三重中京大

静岡：藤枝明誠高 三重：神鋼電機 愛知：トヨタ自動車 愛知：なごや陸上ク

三重：稲生高 静岡：静岡大 静岡：関西学院大 三重：岐阜経済大

三重：日本陸送 岐阜：ＨＥＲＯ 静岡：静岡陸協 愛知：名古屋消防局

9月9日

9月8日

9月9日

9月9日

9月9日

9月8日

9月8日

静岡：東京学芸大 静岡：修善寺工高 三重：ＩseＴＣ



男子　１００ｍ

日本記録 (NR)           10.00     伊東　浩司 (富士通)                                         1998        
東海記録 (TR)           10.13     田島　宣弘 (三重・日本体育大)                               2002        
大会記録 (GR)           10.39     鈴木　　亮 (静岡・明治大)                                   1998        

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

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 岐阜
1 2 727 田中　星次 トヨタ自動車 10.86 Q 1 2 231 伊藤　禎浩 (2) 岐阜大 10.95 Q

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三重 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 三重
2 7 939 村田　智広 ＩseＴＣ 11.09 Q 2 5 848 中井　一磨 (2) 宇治山田商高 11.05 Q

ﾊﾈ ｾｲﾔ 静岡 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ 岐阜
3 8 92 羽根　聖也 藤枝明誠高 11.13 3 3 230 下條　裕紀 (2) 名城大 11.12 q

ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 岐阜 ﾊﾀﾉ ｼｹﾞﾕｷ 岐阜
4 9 285 水野　宣典 (3) 県岐阜商高 11.36 4 7 287 波多野慈之 (3) 中津商高 11.21

ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 長野 ｱﾏﾉ　ﾋﾃﾞﾔ 静岡
5 6 459 高木　佑希 (2) 松本県ヶ丘 11.58 5 6 53 天野　秀哉 筑波大 11.23

ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 三重 ﾀﾃﾏﾂ ﾀﾃﾋﾛ 愛知
4 883 福島　裕之 (1) 日本体育大 DNS 6 8 668 立松  健宏 さかえｸﾘﾆｯｸ 14.69

ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 愛知 ｶﾏﾀﾆ ﾀｶｼ 三重
5 679 服部　辰也 中京大 DNS 4 930 釜谷　剛史 ＩseＴＣ DNS

ﾏﾂｵｶ ｱﾂﾔ 岐阜
3 201 松岡　篤哉 T.S.A. DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺﾔﾏ　ﾘｮｳ 静岡
1 5 31 小山　　良 静岡大 10.87 Q

ﾄﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜
2 4 286 土井　友裕 (2) 中津商高 11.05 Q

ｵｵﾀ ﾐﾂｱｷ 岐阜
3 3 202 太田　三暁 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 11.12 q

ﾅｶﾂ ﾖｼﾏｻ 三重
4 8 850 中津　好雅 (3) 宇治山田商高 11.29

ｱｷﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知
2 707 秋田　雅俊 同志社大 DNS

ｲﾏﾑﾗ　ｹﾝｲﾁ 静岡
6 47 今村　憲一 日本体育大 DNS

ﾔﾏｻﾞｷ　ﾄﾓﾔ 静岡
7 57 山崎　朋哉 国際武道大 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知

1 6 727 田中　星次 トヨタ自動車 11.03
ｺﾔﾏ　ﾘｮｳ 静岡

2 7 31 小山　　良 静岡大 11.25
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ 岐阜

3 9 230 下條　裕紀 (2) 名城大 11.27
ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三重

4 3 939 村田　智広 ＩseＴＣ 11.29
ﾄﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜

5 2 286 土井　友裕 (2) 中津商高 11.31
ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 岐阜

6 4 231 伊藤　禎浩 (2) 岐阜大 11.35
ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 三重

7 5 848 中井　一磨 (2) 宇治山田商高 11.39
ｵｵﾀ ﾐﾂｱｷ 岐阜

8 8 202 太田　三暁 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 11.56

風:  -1.4

風:  +0.3

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  -2.3 風:  0.0

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 2007/9/9 19:15



男子　２００ｍ

日本記録 (NR)           20.03     末續　慎吾 (ミズノ)                                         2003        
東海記録 (TR)           20.35     塚原　直貴 (長野・東海大)                                   2006        
大会記録 (GR)           20.63     渡辺　辰彦 (静岡・スズキ)                                   1999        

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

ﾊﾈ ｾｲﾔ 静岡 ｲｲﾂﾞｶ　ｼｮｳﾀ 静岡
1 5 92 羽根　聖也 藤枝明誠高 21.82 Q 1 4 93 飯塚　翔太 藤枝明誠高 21.64 Q

ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ｽｽﾞｷ　ｺｳﾀﾛｳ 静岡
2 3 692 屋貝　博文 (2) 中京大中京高 22.07 2 5 62 鈴木香太郎 大阪体育大 21.93 q

ﾄﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜 ﾏﾂﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 静岡
3 6 286 土井　友裕 (2) 中津商高 22.22 3 2 1 松本　　卓 スズキ 21.97 q

ﾏﾂｳﾗ ﾅｵｷ 岐阜 ﾓﾘ ｼｮｳ 岐阜
4 4 288 松浦　直樹 (3) 吉城高 22.83 4 8 289 森　　　昇 (3) 長良高 22.48

ｷﾀｵｶ ﾖｼｱｷ 三重 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 岐阜
8 932 北岡　慶昭 ＩseＴＣ DNS 5 6 290 小幡　　亮 (3) 中津商高 22.62

ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 愛知 ｲﾄｳ　ｶﾞｸ 長野
7 679 服部　辰也 中京大 DNS 6 3 423 伊藤　　岳 (4) 信州大 23.66

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 三重
2 727 田中　星次 トヨタ自動車 DNS 7 857 松本　一毅 (3) 宇治山田商高 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

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 愛知 ｼﾏﾔ ﾏｻﾖｼ 愛知
1 8 736 鈴木　大介 (2) 名古屋大谷高 21.64 Q 1 3 667 嶋屋　昌芳 小島プレス 21.54 Q

ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 三重 ﾅｶﾂ ﾖｼﾏｻ 三重
2 7 848 中井　一磨 (2) 宇治山田商高 21.72 q 2 8 850 中津　好雅 (3) 宇治山田商高 21.62 q

ﾖｺﾔﾏ　ﾅｵﾀｶ 静岡 ﾓﾘﾐ ｻﾀﾞﾊﾙ 三重
3 6 71 横山　尚隆 日大三島高 22.38 3 5 940 森見　貞治 ＩseＴＣ 22.16

ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 岐阜 ｷﾔﾌﾞ　ﾅｵﾄ 静岡
4 2 285 水野　宣典 (3) 県岐阜商高 22.41 4 4 3 木薮　直人 静岡陸協 22.69

ｱｻｸﾗ　ﾀｸﾐ 長野 ﾀｶｾ　ｹｲ 静岡
5 4 455 朝倉　卓巳 (3) 松本蟻ヶ崎 22.87 6 61 高瀬　　慧 順天堂大 DNS

ｱﾝﾏ  ｼｮｳ 静岡 ﾄｽﾞｶ　ﾕｳｽｹ 静岡
6 3 135 安間　　奨 袋井高 23.09 7 63 戸塚　悠介 静岡産業大 DNS

ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾕｷ 岐阜
5 751 吉田　達矢 日本大 DNS 2 232 山下　貴之 (2) 岐阜経済大 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾏﾔ ﾏｻﾖｼ 愛知

1 7 667 嶋屋　昌芳 小島プレス 21.88
ｲｲﾂﾞｶ　ｼｮｳﾀ 静岡

2 6 93 飯塚　翔太 藤枝明誠高 21.98
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 愛知

3 5 736 鈴木　大介 (2) 名古屋大谷高 22.08
ﾅｶﾂ ﾖｼﾏｻ 三重

4 2 850 中津　好雅 (3) 宇治山田商高 22.19
ｽｽﾞｷ　ｺｳﾀﾛｳ 静岡

5 3 62 鈴木香太郎 大阪体育大 22.21
ﾊﾈ ｾｲﾔ 静岡

6 4 92 羽根　聖也 藤枝明誠高 22.26
ﾏﾂﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 静岡

7 9 1 松本　　卓 スズキ 22.44
ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 三重

8 8 848 中井　一磨 (2) 宇治山田商高 22.82

風:  -1.3

風:  +2.1 風:  +0.1

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.9 風:  0.0

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 2007/9/9 7:54



男子　４００ｍ

日本記録 (NR)           44.78     高野　　進 (東海大クラブ)                                   1991        
東海記録 (TR)           45.00     高野　　進 (静岡・東海大大学院)                             1986        
大会記録 (GR)           46.87     太田　和憲 (岐阜・東海大)                                   2003        
大会記録 (GR)           46.87     渡辺　孝光 (岐阜・西濃運輸)                                 2003        

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

ﾑｶｲ ﾕｷﾋﾛ 岐阜 ｵｵｶﾜ ﾋｶﾙ 愛知
1 6 357 向井裕紀弘 岐阜ES事業 48.01 Q 1 2 658 大川　　光 (2) 岐阜経済大 48.48 Q

ｼﾏﾔ ﾏｻﾖｼ 愛知 ﾑﾗｶﾐ　ﾌﾐｱｷ 静岡
2 4 667 嶋屋　昌芳 小島プレス 48.21 q 2 6 23 村上　史明 新日本ﾎｲｰﾙ 48.80 q

ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳｼﾞ 静岡 ﾆﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 愛知
3 2 45 山本　裕慈 東洋大 48.82 q 3 4 710 丹羽将一朗 東洋大 48.95 q

ﾖｺﾔﾏ　ﾅｵﾀｶ 静岡 ﾅｶﾔ ｱﾂｵ 三重
4 3 71 横山　尚隆 日大三島高 50.22 4 3 893 中屋　敦夫 (1) 中京大 49.31

ｺｲｹ ﾕｳﾔ 岐阜 ﾃﾗｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 三重
5 5 292 小池　裕也 (2) 益田清風高 50.79 5 5 826 寺下　貴大 (3) 津東高 50.90

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 三重 ｷﾀｵｶ ﾄﾓﾉﾘ 三重
6 7 810 小林　良輔 (3) 四日市工高 51.34 7 931 北岡　智識 ＩseＴＣ DNS

ｱｽﾞﾏ ﾃﾂﾋｻ 愛知
8 606 東　　哲久 (4) 愛知学院大 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

ｶﾂﾏﾀ ｱｷﾋﾛ 愛知 ﾋｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 岐阜
1 5 767 勝俣　章博 法政大 49.35 Q 1 7 233 菱田　直弥 (2) 京都産業大 48.76 Q

ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾑ 岐阜 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ　ｱﾂｼ 長野
2 6 291 古川　拓夢 (2) 武義高 50.68 2 6 411 小金沢　篤 (3) 小諸高 49.83

ﾂﾀﾞ ﾊﾙﾁｶ 三重 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 岐阜
3 7 953 津田　晴慶 米鈴ＡＣ 51.39 3 2 290 小幡　　亮 (3) 中津商高 50.34

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 三重 ｷﾀｵｶ ﾖｼｱｷ 三重
4 925 山本　敦史 (4) 関西学院大 DNS 4 932 北岡　慶昭 ＩseＴＣ DNS

ﾏｽｵｶ ﾋﾛｱｷ 愛知 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾗ 三重
2 709 増岡　広昭 東洋大 DNS 5 970 河西　　章 (2) 関西外大 DNS

ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜 ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知
3 203 中田　和寿 岐阜ｱｽﾘｰﾄ DNS 3 726 原　　伸次 トヨタ自動車 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑｶｲ ﾕｷﾋﾛ 岐阜

1 4 357 向井裕紀弘 岐阜ES事業 48.04
ｼﾏﾔ ﾏｻﾖｼ 愛知

2 9 667 嶋屋　昌芳 小島プレス 48.36
ｵｵｶﾜ ﾋｶﾙ 愛知

3 6 658 大川　　光 (2) 岐阜経済大 48.77
ﾑﾗｶﾐ　ﾌﾐｱｷ 静岡

4 2 23 村上　史明 新日本ﾎｲｰﾙ 49.17
ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳｼﾞ 静岡

5 3 45 山本　裕慈 東洋大 49.35
ﾋｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 岐阜

6 7 233 菱田　直弥 (2) 京都産業大 49.78
ﾆﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 愛知

7 8 710 丹羽将一朗 東洋大 49.80
ｶﾂﾏﾀ ｱｷﾋﾛ 愛知

5 767 勝俣　章博 法政大 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)
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 2007/9/9 19:15



男子　８００ｍ

日本記録 (NR)           1.46.18   小野　友誠 (法政大)                                         1994        
東海記録 (TR)           1.46.18   小野　友誠 (静岡・法政大)                                   1994        
大会記録 (GR)           1.51.69   岩崎　万知 (愛知・中京大)                                   1997        

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

ｽｽﾞﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｷ 静岡
1 7 609 鈴村　俊介 愛知学院大 1.56.48 Q 1 5 122 山本　博紀 浜松商高 1.57.55 Q

ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 愛知 ｱﾜﾂﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛知
2 4 664 樋口　　諒 慶應義塾大 1.56.78 q 2 6 601 粟津　良介 (3) 愛工大名電高1.58.33

ﾔﾏｵｶ　ﾀｸﾔ 三重 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岐阜
3 2 875 山岡　卓弥 (3) 鳥羽商船 1.57.12 q 3 3 293 三浦健太郎 (3) 関商工高 2.05.51

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞｼｹﾞ 三重 ﾊﾗﾋﾛｷ 三重
4 5 829 水谷　和茂 (3) 久居高 1.57.46 2 878 原　　弘紀 (3) 筑波大 DNS

ﾂﾀﾞ ﾊﾙﾁｶ 三重 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 三重
5 8 953 津田　晴慶 米鈴ＡＣ 1.57.47 7 952 上野　秀和 米鈴ＡＣ DNS

ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｶｽﾞ 愛知 ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ 愛知
6 9 756 杉浦　正和 (4) 浜松大 1.57.78 4 678 武田　　輝 (2) 中京大 DNS

ｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 岐阜 ﾈﾊｼ　ﾀｹｼ 静岡
7 3 235 伊藤　友紀 (1) 岐阜経済大 1.59.04 8 84 根橋　　健 韮山高 DNS

ｽｷﾞﾔﾏ　ﾀｲﾁ 静岡
6 117 杉山　太一 浜松日体高 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

ｵｵｽｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知 ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ 愛知
1 3 607 大須賀秀和 (3) 愛知学院大 1.56.92 Q 1 5 705 福澤  和久 ＴＴＲ 1.55.30 Q

ｻｲﾄｳ　ｺｳｽｹ 静岡 ｲﾁｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛知
2 2 25 斎藤　皓亮 LoversT,C 1.57.03 q 2 3 635 市川宗一朗 (2) 岡崎高 1.55.39 q

ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 岐阜 ｶﾜﾊﾗ　ｶｽﾞﾏｻ 三重
3 6 204 小森　大輝 (1) 岐阜高専 1.58.38 3 8 874 河原　一正 (5) 鳥羽商船 1.57.19

ﾆｼﾏｷ ﾋｻﾉﾘ 長野 ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ 三重
4 4 444 西牧　久典 (2) 長野吉田高 2.01.56 4 7 922 北田　友治 (4) 大阪国際大 1.57.75

ﾀｸﾞﾁ　ﾕｳｷ 静岡 ｺﾞｳ ｼﾝﾔ 岐阜
5 7 118 田口　祐貴 浜北西高 2.03.27 5 2 294 郷　　真也 (3) 岐南工高 2.00.18

ﾏｷﾉ　ｹｲｽｹ 静岡 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 三重
5 116 牧野　圭祐 浜松日体高 DNS 6 6 971 前田　尚吾 (3) 摂南大 2.03.17

ｶﾜｾ ﾅｵｼﾞ 岐阜 ﾂｶﾀﾞ　ﾕｳﾔ 長野
9 205 川瀬　真司 恵那体連 DNS 4 410 塚田　裕也 (4) 国際武道大 DNS

ﾓﾘｶﾜ ﾏｻｼ 岐阜
8 234 森川　雅士 (1) 岐阜経済大 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ 愛知

1 4 705 福澤  和久 ＴＴＲ 1.55.32
ｵｵｽｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知

2 5 607 大須賀秀和 (3) 愛知学院大 1.56.23
ｲﾁｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛知

3 9 635 市川宗一朗 (2) 岡崎高 1.56.84
ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｷ 静岡

4 6 122 山本　博紀 浜松商高 1.57.34
ｽｽﾞﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 愛知

5 7 609 鈴村　俊介 愛知学院大 1.57.76
ﾔﾏｵｶ　ﾀｸﾔ 三重

6 8 875 山岡　卓弥 (3) 鳥羽商船 1.58.12
ｻｲﾄｳ　ｺｳｽｹ 静岡

7 3 25 斎藤　皓亮 LoversT,C 1.59.43
ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 愛知

8 2 664 樋口　　諒 慶應義塾大 2.02.49

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 2007/9/9 7:56



男子　１５００ｍ

日本記録 (NR)           3.37.42   小林　史和 (ＮＴＮ)                                         2004        
東海記録 (TR)           3.37.42   小林　史和 (三重・ＮＴＮ)                                   2004        
大会記録 (GR)           3.50.7    市　　武徳 (三重・三重中教)                                 1974        

予選  2組5着+2

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾄﾞﾀ ﾀﾂﾋｺ 愛知 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 三重
1 5 712 角田　達彦 トーエネック3.58.55 Q 1 1 945 山内健太郎 ＮＴＮ 4.01.56 Q

ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 愛知 ｶﾜｶﾐ ﾔｽﾕｷ 三重
2 6 664 樋口　　諒 慶應義塾大 3.58.84 Q 2 7 949 川上　泰之 八千代工業 4.01.69 Q

ﾊｯﾄﾘ ﾐﾈｱｷ 三重 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋﾛ 三重
3 4 833 服部　峰祥 (2) 三重高 3.58.97 Q 3 2 865 田中　勝大 (2) 上野工高 4.01.70 Q

ｵｵｲｹ ﾀﾂﾔ 岐阜 ﾀｹｳﾁ　ｹﾝﾔ 静岡
4 12 295 大池　達也 (2) 中津商高 3.59.01 Q 4 6 30 竹内　賢弥 ＳＴメイセイ4.01.87 Q

ﾖｼﾀﾞ　ﾅｵﾔ 静岡 ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 三重
5 7 4 吉田　直哉 静岡陸協 3.59.44 Q 5 12 825 田中　貴章 (3) 稲生高 4.01.95 Q

ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知 ｲﾉｳｴ　ﾜﾀﾙ 静岡
6 13 620 山嵜　貴洋 愛知教育大 4.00.09 q 6 4 80 井上　　渉 加藤学園高 4.02.08

ﾀｶｷﾞ ﾕｷｶｽﾞ 岐阜 ｺﾅｶﾞﾐﾂ ﾘｮｳﾍｲ 三重
7 1 297 高木悠希和 (3) 県岐阜商高 4.00.28 q 7 11 917 小長光良平 (3) 四日市大 4.06.88

ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 愛知 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔ 三重
8 8 642 藤井　　堯 (3) 岡崎城西高 4.01.62 10 924 加藤　智也 大阪体育大 DNS

ｶﾜｾ ﾅｵｼﾞ 岐阜 ﾐﾀ ﾕｳｽｹ 愛知
9 3 205 川瀬　真司 恵那体連 4.04.40 9 718 三田　裕介 (3) 豊川工高 DNS

ｱｵｷ　ﾀﾂﾔ 長野 ﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾔｽ 愛知
10 10 414 青木　達哉 (3) 佐久長聖高 4.04.68 3 713 中田　進康 トーエネック DNS

ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ｶﾙﾊﾞﾘｵ ﾚｵ 岐阜
11 9 711 花田　俊輔 トーエネック4.17.65 5 206 ｶﾙﾊﾞﾘｵ ﾚｵ 岐阜ＭＣ DNS

ｶﾂﾏﾀ ﾂﾊﾞｻ 三重 ﾌｸｲ ﾏｻﾔ 岐阜
11 890 勝又　　翼 (4) 中京大 DNS 8 296 福井　雅也 (3) 益田清風高 DNS

ﾏｷﾉ　ｹｲｽｹ 静岡
2 116 牧野　圭祐 浜松日体高 DNS

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄﾞﾀ ﾀﾂﾋｺ 愛知

1 10 712 角田　達彦 トーエネック4.06.73
ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 愛知

2 8 664 樋口　　諒 慶應義塾大 4.07.56
ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 三重

3 9 945 山内健太郎 ＮＴＮ 4.07.88
ｵｵｲｹ ﾀﾂﾔ 岐阜

4 5 295 大池　達也 (2) 中津商高 4.09.79
ﾊｯﾄﾘ ﾐﾈｱｷ 三重

5 7 833 服部　峰祥 (2) 三重高 4.10.65
ｶﾜｶﾐ ﾔｽﾕｷ 三重

6 4 949 川上　泰之 八千代工業 4.10.79
ﾀｶｷﾞ ﾕｷｶｽﾞ 岐阜

7 1 297 高木悠希和 (3) 県岐阜商高 4.11.66
ﾀﾅｶ ｶﾂﾋﾛ 三重

8 11 865 田中　勝大 (2) 上野工高 4.12.66
ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知

9 6 620 山嵜　貴洋 愛知教育大 4.13.34
ﾖｼﾀﾞ　ﾅｵﾔ 静岡

10 12 4 吉田　直哉 静岡陸協 4.15.27
ﾀｹｳﾁ　ｹﾝﾔ 静岡

11 2 30 竹内　賢弥 ＳＴメイセイ4.20.60
ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 三重

3 825 田中　貴章 (3) 稲生高 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)
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 2007/9/9 19:14



男子　５０００ｍ

日本記録 (NR)           13.13.20  松宮　隆行 (コニカミノルタ)                                 2007        
東海記録 (TR)           13.23.57  佐藤　悠基 (長野・東海大)                                   2006        
大会記録 (GR)           14.12.3   瀬古　利彦 (三重・早稲田大)                                 1977        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知

1 9 733 佐藤　秀和 トヨタ紡織 14.28.13
ｵｵｾﾞｷ ﾖｼﾕｷ 愛知

2 1 623 大関　善幸 愛知製鋼 14.32.93
ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 愛知

3 4 714 佐藤　良仁 トーエネック14.43.50
ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 三重

4 12 950 田村　博史 八千代工業 14.46.14
ｲｹｶﾞﾔ ﾋﾛﾕｷ 三重

5 18 943 池谷　寛之 ＮＴＮ 14.52.50
ｲﾉｺ ｶｽﾞｱｷ 愛知

6 14 624 猪子　和明 愛知製鋼 14.53.23
ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 三重

7 15 864 井上　翔太 (3) 上野工高 14.55.94
ｽﾐ ﾄﾓﾋｺ 愛知

8 6 731 鷲見　知彦 トヨタ紡織 15.02.61
ﾏﾂﾉ　ｼﾞｭﾝｼﾞ 長野

9 3 418 松野　淳司 塩尻市陸協 15.03.07
ﾑﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 愛知

10 13 622 村野　真一 愛知製鋼 15.06.03
ｻｻﾍﾞ ｼｭﾝ 岐阜

11 10 298 佐々部　駿 (3) 中津商高 15.06.65
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知

12 17 626 山本　和弘 愛知製鋼 15.16.84
ﾅﾜ ﾀｹﾔ 岐阜

13 8 207 名和　武也 ＫＹＢ 15.22.20
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 岐阜

14 5 208 谷口　幸治 ＫＹＢ 15.44.28
ｵｵﾆｼ ｸﾆｴ 岐阜

15 11 299 大西　邦衛 (3) 市岐阜商高 15.44.63
ｶﾜｶﾐ ﾔｽﾕｷ 三重

16 16 949 川上　泰之 八千代工業 15.57.23
ﾊﾙﾀ ﾏｻｵﾐ 三重

7 944 春田　真臣 ＮＴＮ DNS
ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ 愛知

2 732 中山慎二郎 トヨタ紡織 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)
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 2007/9/9 7:56



男子　１００００ｍ

日本記録 (NR)           27.35.09  高岡　寿成 (カネボウ)                                       2001        
東海記録 (TR)           28.03.00  手塚　利明 (愛知・アラコ)                                   2000        
大会記録 (GR)           29.41.60  渡邊　　聡 (愛知・アラコ)                                   2001        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｹｶﾞﾔ ﾋﾛﾕｷ 三重

1 3 943 池谷　寛之 ＮＴＮ 30.52.70
ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 愛知

2 16 715 阿部　哲史 トーエネック30.54.90
ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 三重

3 8 950 田村　博史 八千代工業 31.11.97
ﾏﾂﾉ　ｼﾞｭﾝｼﾞ 長野

4 1 418 松野　淳司 塩尻市陸協 31.16.44
ﾐｳﾗ ﾀｹｵ 愛知

5 7 621 三浦　健生 愛知製鋼 31.21.18
ｽﾐ ﾄﾓﾋｺ 愛知

6 5 731 鷲見　知彦 トヨタ紡織 31.32.48
ﾅﾜ ﾀｹﾔ 岐阜

7 14 207 名和　武也 ＫＹＢ 31.41.02
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 愛知

8 18 771 原口　雄二 館倶楽部 31.50.47
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 岐阜

9 10 208 谷口　幸治 ＫＹＢ 31.57.30
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 三重

10 15 920 樋口　真大 (4) 四日市大 32.11.67
ﾆｼｻﾞﾜ　ｻﾄｼ 長野

11 11 473 西澤　悟志 山二発條 32.36.00
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾕｷ 三重

12 17 942 立花　寛之 N.T.R.C 32.45.31
ﾑﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜

13 12 209 武藤　一宏 ＫＹＢ 33.03.39
ｲﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 岐阜

14 26 211 今田　敦士 関体協 33.30.23
ﾎｿｲ　ﾄﾓﾋﾛ 静岡

15 23 81 細井　智弘 加藤学園高 33.37.91
ｲｲﾀﾞ　ﾕｳｼﾞﾛｳ 静岡

16 27 29 飯田祐次郎 ｅＡ静岡 34.38.59
ｴﾉｷﾔ ﾀｲﾁ 岐阜

17 30 210 榎谷　太一 恵那体連 35.41.19
ｼﾊﾞﾀ　ﾀｶﾕｷ 静岡

22 5 柴田　貴行 静岡陸協 DNF
ﾅｶﾑﾗ　ｽﾐｶｽﾞ 長野

31 417 中村　純和 塩尻市陸協 DNF
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 三重

6 918 長谷川真一 (2) 四日市大 DNS
ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ 三重

24 919 服部　将典 (3) 四日市大 DNS
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 三重

9 951 村上　裕紀 八千代工業 DNS
ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ 愛知

13 732 中山慎二郎 トヨタ紡織 DNS
ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾙｲ 愛知

4 625 南谷　　塁 愛知製鋼 DNS
ｽｷﾞｳﾗ　ﾅｵｼ 静岡

19 113 杉浦　　直 浜松日体高 DNS
ｲｼｶﾜ　ﾕｳﾀ 静岡

25 119 石川　雄太 浜北西高 DNS
ﾊｾｶﾞﾜ　ｺｳｲﾁ 静岡

28 120 長谷川皓一 浜北西高 DNS
ﾏｴﾀﾞ　ﾃｯﾍﾟｲ 静岡

21 121 前田　徹平 浜北西高 DNS
ｵｻﾞﾜ　ﾅｵｷ 静岡

20 114 小澤　直樹 浜松日体高 DNS
ﾊﾊﾞ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜

2 236 幅　　光広 大同工大 DNS
ﾂｹﾞ ﾄｷﾐﾂ 岐阜

29 212 柘植　常光 恵那体連 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)
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    DNF：途中棄権  DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:16



男子　１１０ｍＨ(1.067m)

日本記録 (NR)           13.39     谷川　　聡 (ミズノ)                                         2004        
東海記録 (TR)           13.43     内藤　真人 (愛知・ミズノ)                                   2007        
大会記録 (GR)           13.94     吉岡　康典 (愛知・さかえｸﾘﾆｯｸTC)                            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

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 三重 ﾜﾄﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜
1 9 886 山本　健太 (1) 日本体育大 15.16 Q 1 6 300 和戸　達哉 (2) 中津商高 14.99 Q

ｱﾏﾉ　ﾕｳﾀ 静岡 ﾌｼﾞｼﾛ ﾕﾀｶ 愛知
2 4 94 天野　裕太 藤枝明誠高 15.30 q 2 8 604 藤城　　豊 愛知ｱｽﾘｰﾄ 15.19 q

ｶﾉｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛知 ｱﾗﾀﾆ ﾅｵｷ 岐阜
3 7 691 加納浩一郎 (3) 中京大中京高 15.34 3 5 239 荒谷　直輝 (2) 岐阜経済大 15.61

ｱｲｽﾞ　ｼｭｳﾏ 長野 ﾀﾏｴ ﾕｳﾄ 三重
4 3 445 会津　秀馬 (2) 長野吉田高 15.89 4 2 861 田前　佑斗 (1) 皇學館高 15.64

ﾏｽｻﾞﾜ　ﾂｸﾞﾅﾘ 長野 ﾋﾗﾓﾄ ｱｽｶ 三重
5 2 408 増澤　資盛 (3) 岡谷工高 17.32 7 964 平本　飛鳥 (1) 岐阜経済大 DNS

ﾈﾓﾄ　ﾕｳｷ 静岡 ﾀﾅｶ　ｷﾖﾀｶ 静岡
6 26 根本　祐樹 LoversT,C DNS 3 6 田中　清貴 静岡陸協 DNS

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｹｼ 長野 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾋﾛ 岐阜
8 413 山口　竹志 (3) 小諸高 DNS 4 238 中島　章宏 (1) 中京大 DNS

ｺﾔﾌﾞ ﾋﾛｼ 岐阜
5 237 小藪　博史 (2) 岐阜大 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

ｱｲｶﾜ　ﾓﾄﾔｽ 静岡 ﾋｻﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知
1 2 24 相川　宗靖 清水ＡＣ 15.20 Q 1 8 669 久田　尚弥 さかえｸﾘﾆｯｸ 14.42 Q

ｱｶﾊﾞﾈ　ｼｮｳﾀ 静岡 ﾊﾀﾉ ﾘｮｳﾍｲ 愛知
2 6 66 赤羽　祥太 浜松医科大 15.56 2 4 716 波多野良平 (2) 豊川高 15.03 q

ﾊｲﾊﾞ　ｷﾞﾝﾍﾟｲ 静岡 ﾀｹﾅｶ ﾜﾀﾙ 三重
3 3 73 榛葉　銀平 日大三島高 15.80 3 2 806 竹中　　航 (3) 四日市高 15.04 q

ｸﾛｻﾜ　ﾘｮｳｽｹ 長野 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾔ 三重
4 5 401 黒澤　亮介 ＳＴＡＳ 17.18 4 5 849 永井　伸哉 (2) 宇治山田商高 15.67

ｺｳｻｶ　ﾖｼｵ 長野 ｲﾁｶﾜ ｹｲｽｹ 三重
5 7 458 高坂　宣雄 (2) 松本県ヶ丘 17.35 5 6 822 市川　恵亮 (3) 稲生高 16.36

ｲﾜﾀ ｹﾝｼﾞ 三重 ﾎｳﾗｲ ｼﾝｺﾞ 岐阜
8 802 岩田　賢治 (3) 四日市高 DNS 7 240 宝来　慎吾 (3) 岐阜経済大 DNF

ｺｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 愛知 ﾆｼ ｱﾂｼ 愛知
4 676 小久保翔太 (1) 成章高 DNS 3 619 西　　淳史 愛知教育大 DNS

ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 長野
9 446 早川　恭平 (1) 長野吉田高 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｻﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知

1 7 669 久田　尚弥 さかえｸﾘﾆｯｸ 14.27
ﾀｹﾅｶ ﾜﾀﾙ 三重

2 3 806 竹中　　航 (3) 四日市高 14.77
ﾜﾄﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜

3 4 300 和戸　達哉 (2) 中津商高 14.78
ｱｲｶﾜ　ﾓﾄﾔｽ 静岡

4 5 24 相川　宗靖 清水ＡＣ 14.79
ﾊﾀﾉ ﾘｮｳﾍｲ 愛知

5 8 716 波多野良平 (2) 豊川高 14.83
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 三重

6 6 886 山本　健太 (1) 日本体育大 14.98
ﾌｼﾞｼﾛ ﾕﾀｶ 愛知

7 2 604 藤城　　豊 愛知ｱｽﾘｰﾄ 15.01
ｱﾏﾉ　ﾕｳﾀ 静岡

8 9 94 天野　裕太 藤枝明誠高 15.19

風:  0.0

風:  -0.7 風:  -1.0

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  -0.4 風:  -1.1

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  DNF：途中棄権 2007/9/9 19:15



男子　４００ｍＨ

日本記録 (NR)           47.89     為末　　大 (法政大)                                         2001        
東海記録 (TR)           48.85     河村　英昭 (静岡・スズキ)                                   2002        
大会記録 (GR)           49.95     鈴木　伸幸 (岐阜・西濃運輸)                                 1999        

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

ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ　ｱﾂｼ 長野 ﾋｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 岐阜
1 4 411 小金沢　篤 (3) 小諸高 52.92 Q 1 2 233 菱田　直弥 (2) 京都産業大 53.05 Q

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知
2 8 706 平田　和之 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ 53.05 q 2 4 724 原　　勇太 トヨタ自動車 54.00

ﾌｼﾐ　ﾖｼﾔｽ 静岡 ﾓﾘﾀ ｱｷﾋﾛ 三重
3 7 105 伏見　壽恭 静岡市立高 53.16 q 3 7 972 森田　晃弘 (1) 摂南大 56.03

ﾊｼﾂﾞﾒﾕｳﾄ 三重 ｳｴﾉ ｼｭｳﾍｲ 岐阜
4 5 912 橋爪　勇人 (3) 三重大 55.07 4 6 302 上野　修平 (3) 益田清風高 56.80

ｲﾑﾗ ﾕﾀｶ 三重 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳｷ 三重
5 3 836 井村　　豊 (2) 伊勢工高 56.15 5 9 859 大山　翔輝 (3) 皇學館高 57.28

ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾖｼ 岐阜 ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岐阜
6 6 301 東　　政義 (2) 中津商高 56.40 6 8 241 今井　淳一 (4) 名城大 59.71

ｷﾑﾗ　ﾏｻﾄ 長野 ﾎｿﾌﾞﾁ ｶﾂﾏ 長野
7 2 415 木村　雅人 (3) 佐久長聖高 56.75 7 3 471 細渕　勝真 (2) 丸子修学館 60.67

ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ 長野 ﾏｽｵｶ ﾋﾛｱｷ 愛知
8 9 474 熊谷　　憲 ﾔﾏﾄﾔTC 57.15 5 709 増岡　広昭 東洋大 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

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 三重 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｸﾄ 愛知
1 4 978 柳本　拓也 (3) 三重高 53.38 Q 1 3 645 山本　躍斗 (3) 岡崎城西高 52.62 Q

ﾐｳﾗ　ﾕｳﾔ 静岡 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜
2 2 46 三浦　祐矢 東洋大 53.74 q 2 5 203 中田　和寿 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 53.11 q

ﾐｽﾞﾉ ﾑﾆ 愛知 ﾐﾔﾀ ﾕﾀｶ 岐阜
3 8 738 水野　無二 (3) 名古屋高 54.23 3 6 243 宮田　　豊 (4) 愛知学院大 56.20

ｵｸﾉ ｼｮｳﾍｲ 三重 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 岐阜
4 7 889 奥野　翔平 (3) 中京大 55.60 4 7 242 太田浩二朗 (4) 岐阜経済大 56.38

ﾕﾓﾄ　ﾕｳﾔ 長野 ﾆｼｲ　ｶﾂｱｷ 静岡
5 3 442 湯本　裕也 (3) 中野実業高 55.77 4 70 西井　勝章 福岡大 DNS

ﾘ ﾃﾝｺｳ 三重 ｷﾑﾗ　ｶｽﾞｷ 静岡
6 6 827 李　　天蛟 (3) 津商高 59.09 2 7 木村　一樹 静岡陸協 DNS

ﾖｼﾅｶﾞ　ﾕｳｽｹ 長野 ﾌｼﾞﾓﾘ　ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡
7 9 407 吉永　祐介 (3) 上田千曲高 63.21 8 17 富士盛伸重 イサシＴＣ DNS

ﾆｼ ｱﾂｼ 愛知
5 619 西　　淳史 愛知教育大 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 岐阜

1 7 233 菱田　直弥 (2) 京都産業大 51.96
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ　ｱﾂｼ 長野

2 4 411 小金沢　篤 (3) 小諸高 52.22
ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜

3 3 203 中田　和寿 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 52.37
ﾔﾏﾓﾄ ﾔｸﾄ 愛知

4 5 645 山本　躍斗 (3) 岡崎城西高 52.47
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 三重

5 6 978 柳本　拓也 (3) 三重高 52.47
ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知

6 8 706 平田　和之 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ 53.67
ﾌｼﾐ　ﾖｼﾔｽ 静岡

7 2 105 伏見　壽恭 静岡市立高 54.29
ﾐｳﾗ　ﾕｳﾔ 静岡

8 9 46 三浦　祐矢 東洋大 55.63

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 2007/9/9 7:56



男子　３０００ｍＳＣ

日本記録 (NR)           8.18.93   岩水　嘉孝 (トヨタ自動車)                                   2003        
東海記録 (TR)           8.18.93   岩水　嘉孝 (愛知・トヨタ自動車)                             2003        
大会記録 (GR)           8.53.85   熊谷　淳二 (岐阜・恵那体連)                                 1993        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾙﾀ ﾏｻｵﾐ 三重

1 10 944 春田　真臣 ＮＴＮ 9.08.78
ｶﾄｳ ｻﾄｼ 愛知

2 8 721 加藤　　聡 トヨタ自動車9.12.84
ｲｼﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 愛知

3 11 608 石塚　　誠　 愛知学院大 9.21.43
ｾｷﾓﾘ　ｺｳﾍｲ 長野

4 12 449 関森　康平 (3) 穂高商高 9.29.99
ﾌﾅﾑﾗ　ﾔｽﾋﾛ 静岡

5 1 8 船村　安洋 静岡陸協 9.30.27
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 愛知

6 2 602 松下　智之 (3) 愛工大名電高9.30.58
ｲﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 愛知

7 4 675 今枝　浩二 (2) 至学館高 9.30.81
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 愛知

8 16 770 小林　友樹 守山自衛隊 9.34.81
ｽｽﾞｷ　　ｼﾝ 静岡

9 13 40 鈴木　　慎 静岡大 9.35.35
ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｶﾌﾐ 静岡

10 6 55 山口　貴史 東京学芸大 9.40.44
ｲｲｵ ﾏｻﾕｷ 三重

11 15 863 飯尾　真走 (2) 上野工高 9.40.67
ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｷ 長野

12 9 466 中村　祐紀 (4) 松本大 9.40.96
ｵｵｽｷﾞ ﾏｻﾄ 三重

13 20 804 大杉　将人 (2) 四日市高 9.41.37
ﾏﾂﾀﾆ ｷﾐﾔｽ 三重

14 27 866 松谷　公靖 (2) 上野工高 9.44.57
ｷﾀﾊﾗﾀｶｼ 三重

15 3 901 北原　崇志 (1) 皇學館大 9.44.79
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 長野

16 5 412 小林　洋平 (3) 小諸高 9.49.52
ｱｲﾊﾞ　ﾕｳﾀ 静岡

17 17 115 相羽　悠太 浜松日体高 9.50.82
ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾀｸ 愛知

18 28 634 泉川　　拓 ＯＷＬＳ 9.51.06
ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 愛知

19 26 643 小澤　雅彦 (3) 岡崎城西高 9.54.46
ｲﾅｶﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 岐阜

20 22 214 稲垣真太郎 恵那体連 9.55.56
ﾎﾗﾀﾞ ﾅｵｷ 岐阜

21 23 304 洞田　直樹 (3) 中津商高 9.59.85
ｺﾔﾏ ﾀﾂﾛｳ 長野

22 19 409 小山　達朗 (3) 北佐久農高 9.59.86
ｼｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 岐阜

23 24 305 鹿野隆太郎 (3) 市岐阜商高 10.05.40
ﾄﾁｷ ｶｽﾞﾅﾘ 三重

18 831 栃木　一成 (3) 三重高 DSQ,*T3

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 三重
14 921 近藤　学宏 (3) 京都大 DNS

ﾉｸﾞﾁ　ﾏﾅﾄ 静岡
21 9 野口　真人 静岡陸協 DNS

ｲﾜﾀ　ﾋﾛｼ 長野
25 425 岩田　紘史 (4) 信州大 DNS

ﾎｯﾀ ﾋﾃﾞｷ 岐阜
7 303 堀田　秀樹 (3) 大垣工高 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)
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  *T3：走路外インフィールド進入  DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:16



男子　５０００ｍＷ

日本記録 (NR)           19.09.90  栁澤　　哲 (総合警備保障)                                   1995        
東海記録 (TR)           19.23.5   酒井　浩文 (長野・国士舘大)                                 1992        
大会記録 (GR)           20.16.23  酒井　浩文 (長野・国士舘大)                                 1992        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾄ 愛知

1 8 766 吉原　政人 ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ 21.56.06
ﾊﾏｼﾞﾏ ｸﾆｱｷ 愛知

2 11 603 濵嶋　邦明 (3) 愛工大名電高21.57.51
ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾌﾐ 愛知

3 5 717 鈴木　基文 (3) 豊川工高 21.57.77
ﾎﾘｲ　ｼｹﾞﾄｼ 静岡

4 15 43 堀井　重利 中京大 22.18.92
ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｶﾋﾄ 愛知

5 6 734 大坪　鷹人 名古屋ＡＣ 22.24.26
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 三重

6 2 941 橋本　英幸 S.C.MAX 22.52.76
ﾄﾐﾀﾞ ｻﾄｼ 岐阜

7 13 306 冨田　悟志 (3) 岐阜工高 23.30.84
ｽｴﾏﾂ ﾋｶﾙ 岐阜

8 26 308 末松　　輝 (2) 大垣北高 23.34.41
ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾐﾁ 岐阜

9 14 307 坂本　直道 (3) 高山工高 23.44.62
ﾊﾔｼ ﾖｼﾋﾄ 岐阜

10 4 309 林　　善仁 (2) 大垣工高 24.14.32
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 愛知

11 3 719 小林　隼人 (3) 豊川工高 24.16.48
ﾐｳﾗ　ﾃﾙｵ 静岡

12 23 82 三浦　輝夫 沼津西高 24.17.38
ﾖｼﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 愛知

13 18 723 吉原　裕司 トヨタ自動車24.29.32
ﾊﾗ ｷﾖﾌﾐ 長野

14 10 451 原　　清文 (3) 松川高 24.29.68
ﾖｼﾉ　ﾕｳｽｹ 静岡

15 17 72 吉野　雄介 日大三島高 24.34.43
ﾀﾆﾑﾗ ﾄﾓｷ 三重

16 9 887 谷村　大樹 (1) 早稲田大 24.39.33
ｶﾜｿﾞｴ ｺｳﾍｲ 三重

17 19 805 川添　康平 (2) 四日市高 24.42.11
ｵｶｻﾞﾜ　ｹﾞﾝ 長野

18 16 472 岡澤　　玄 (3) 屋代高 24.44.79
ﾑﾗﾏﾂ　　ﾘｮｳ 静岡

19 24 133 村松　　怜 浜松工高 25.27.06
ﾊｯﾄﾘ　ｹｲｽｹ 長野

20 21 441 服部　恵介 (2) 長野工高 27.01.32
ﾊﾅｻﾞﾄ　ｼｹﾞﾊﾙ 長野

21 22 406 花里　茂晴 (3) 岩村田高 27.25.81
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ 三重

22 20 862 水野　裕介 (3) 上野農高 28.12.97
ﾏﾂｻﾞﾜ　ｹﾝﾀ 長野

23 7 450 松澤　賢太 (3) 穂高商高 28.13.39
ｶｷﾓﾄ ｹﾝ 三重

24 25 834 垣本　　顕 (2) 相可高 28.34.84
ｲﾝﾃﾞﾝ ﾀｹｼ 三重

1 803 位田　武嗣 (3) 四日市高 DNS
ｵｶﾀﾞ　ｶｽﾞｷ 長野

12 404 岡田　和貴 (3) 飯田風越高 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)
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 2007/9/9 7:56



男子　４×１００ｍＲ

日本記録 (NR)           38.03     日本 (塚原・末績・高平・朝原)                               2007        
東海記録 (TR)           39.66     三重 (岡部・渡辺・水谷・大野)                               1997        
大会記録 (GR)           40.15     三重・日本体育大 (上田・田島・釜谷・樋口)                   2002        

予選  4組1着+4

1組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 2ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
中京大中京高 42.04 岐阜経済大-A 42.71 県岐阜商高 43.08
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

ﾅﾙｾ ｼﾝﾔ 愛知 ﾏｴﾃﾞ ﾀｸﾔ 三重 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｽｸﾞﾙ 岐阜
1 696 成瀬　慎也 (1) 中京大中京高 1 965 前出　卓也 (2) 岐阜経済大 1 340 勅使河原卓 (2) 県岐阜商高

ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾄ 三重 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜
2 692 屋貝　博文 (2) 中京大中京高 2 956 木本　祥仁 (1) 岐阜経済大 2 339 鈴木　大介 (2) 県岐阜商高

ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾍｲ 三重 ﾋｺﾞ ﾀｶｷ 岐阜
3 701 山崎　翔太 (1) 中京大中京高 3 966 松本　和平 (2) 岐阜経済大 3 338 肥後　岳樹 (2) 県岐阜商高

ﾐﾜ ﾏｻﾕｷ 愛知 ﾊｼﾓﾄ ｸﾆﾄ 三重 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 岐阜
4 699 三輪　将之 (1) 中京大中京高 4 962 橋本　訓人 (1) 岐阜経済大 4 285 水野　宣典 (3) 県岐阜商高

4着 6ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
岡崎城西高 43.45 三重大 43.95 長良高 44.03
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

ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 愛知 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 三重 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 岐阜
1 651 藤田　敏幸 (1) 岡崎城西高 1 914 宮本　真輝 (2) 三重大 1 223 杉山　宏輔 (3) 長良高

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 愛知 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ 三重 ﾓﾘ ｼｮｳ 岐阜
2 650 中村　建仁 (2) 岡崎城西高 2 908 加藤　倫英 (4) 三重大 2 224 森　　　昇 (3) 長良高

ｾｷ ﾕｳｽｹ 愛知 ｳﾗｶﾜ ﾖﾘﾋｻ 三重 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜
3 649 関　　雄介 (1) 岡崎城西高 3 904 浦川　依久 (2) 三重大 3 228 森　　一浩 (3) 長良高

ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ 三重 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｶﾖｼ 岐阜
4 648 鈴木　康仁 (2) 岡崎城西高 4 909 近藤　智之 (4) 三重大 4 225 奉城　考克 (3) 長良高

7着 5ﾚｰﾝ
松本県ヶ丘 44.64
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾊﾙｷ 長野
1 460 柳沢　春樹 (2) 松本県ヶ丘

ﾀｶｷﾞ　ﾕｳｷ 長野
2 459 高木　佑希 (2) 松本県ヶ丘

ｲｲﾇﾏ　ﾋﾛﾕｷ 長野
3 456 飯沼　寛之 (2) 松本県ヶ丘

ｺｳｻｶ　ﾖｼｵ 長野
4 458 高坂　宣雄 (2) 松本県ヶ丘

2組
1着 7ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 3ﾚｰﾝ q
ＩseＴＣ 41.36 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 41.61 中京大 41.77
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

ﾊﾔｼ ﾐﾂﾉﾌﾞ 三重 ﾄｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 岐阜 ｺｶﾞ ﾕｳｼﾞ 愛知
1 936 林　　光信 ＩseＴＣ 1 220 戸川　健司 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 1 683 古賀　裕志 (2) 中京大

ﾓﾘﾐ ｻﾀﾞﾊﾙ 三重 ｽｽﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 岐阜 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 愛知
2 940 森見　貞治 ＩseＴＣ 2 221 鈴村　卓哉 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 2 687 山田　昌邦 (2) 中京大

ｶﾏﾀﾆ ﾀｶｼ 三重 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 愛知
3 930 釜谷　剛史 ＩseＴＣ 3 203 中田　和寿 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 3 686 森　　勇人 中京大

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三重 ｵｵﾀ ﾐﾂｱｷ 岐阜 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 愛知
4 939 村田　智広 ＩseＴＣ 4 202 太田　三暁 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 4 685 鈴木　悠基 中京大

4着 5ﾚｰﾝ q 5着 4ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
トヨタ自動車 42.10 岐阜大 44.03 岐阜経済大-B DSQ,*R3
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

ﾀﾞｲｸ ﾀﾂﾔ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 岐阜 ﾊﾗﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 三重
1 729 大工　達也 トヨタ自動車 1 272 柴田　雅俊 (2) 岐阜大 1 963 原林　　零 (1) 岐阜経済大

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾙ 岐阜 ﾋﾗﾓﾄ ｱｽｶ 三重
2 727 田中　星次 トヨタ自動車 2 275 鈴木　　達 (1) 岐阜大 2 964 平本　飛鳥 (1) 岐阜経済大

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾀｶ 岐阜 ﾃﾝﾊﾟｸ ﾕｳﾔ 三重
3 730 中村　洋文 トヨタ自動車 3 271 宮﨑　　豊 (1) 岐阜大 3 959 天白　雄也 (2) 岐阜経済大

ﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 岐阜 ﾂｶﾊﾗ ﾔｽﾄﾓ 三重
4 724 原　　勇太 トヨタ自動車 4 274 市川　裕之 (M1) 岐阜大 4 958 塚原　康友 (2) 岐阜経済大

DNS 8ﾚｰﾝ
岐阜経済大 DNS
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    DSQ：失　　　格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  DNS：欠　　　場  DNF：途中棄権 2007/9/9 7:55
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日本記録 (NR)           38.03     日本 (塚原・末績・高平・朝原)                               2007        
東海記録 (TR)           39.66     三重 (岡部・渡辺・水谷・大野)                               1997        
大会記録 (GR)           40.15     三重・日本体育大 (上田・田島・釜谷・樋口)                   2002        

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 4ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ
愛知学院大 41.51 名古屋高 41.91 中津商高 42.32
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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾏｻ 愛知 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾀｶ 愛知 ﾊﾀﾉ ｼｹﾞﾕｷ 岐阜
1 618 山口　峰昌 (3) 愛知学院大 1 746 村田　成隆 (3) 名古屋高 1 287 波多野慈之 (3) 中津商高

ｶﾈｺ ﾀｸﾔ 愛知 ｲﾁｶﾜ ﾏｵ 愛知 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 岐阜
2 613 金子　卓哉 (4) 愛知学院大 2 741 市川　真央 (3) 名古屋高 2 290 小幡　　亮 (3) 中津商高

ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 愛知 ﾏﾂｽｴ ﾜﾀﾙ 愛知 ﾜﾄﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜
3 610 伊藤　健志 (3) 愛知学院大 3 744 松末　　渉 (3) 名古屋高 3 300 和戸　達哉 (2) 中津商高

ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 愛知 ﾋﾗﾓﾄ ﾀｸﾔ 愛知 ﾄﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜
4 612 岡田　健太 (3) 愛知学院大 4 743 平本　拓也 (2) 名古屋高 4 286 土井　友裕 (2) 中津商高

4着 7ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
宇治山田商高-B 42.73 イサシTC 42.96 静岡大 43.42
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

ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ 三重 ﾀｷｸﾞﾁ　ﾄｼｶｽﾞ 静岡 ﾌﾙｶﾜ　ﾀﾂﾛｳ 静岡
1 854 林　　風汰 (1) 宇治山田商高 1 21 瀧口　俊一 イサシＴＣ 1 34 古川　達郎 静岡大

ｸｽｶﾜ ﾖｼｵ 三重 ｴﾉﾓﾄ　ﾖｼﾀｶ 静岡 ﾈｷﾞｼ　ﾀﾞｲｽｹ 静岡
2 846 楠川　祥生 (1) 宇治山田商高 2 19 榎本　好孝 イサシＴＣ 2 32 根岸　大輔 静岡大

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 三重 ﾌｼﾞﾓﾘ　ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡 ｷﾀﾊﾗ　ﾀｶｼ 静岡
3 858 柳原　一也 (2) 宇治山田商高 3 17 富士盛伸重 イサシＴＣ 3 36 北原　　崇 静岡大

ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 三重 ｲｻｼ　ﾀﾞｲｽｹ 静岡 ｱｲｶﾜ　ﾏｻﾄ 静岡
4 855 日置　雄斗 (1) 宇治山田商高 4 18 井指　大介 イサシＴＣ 4 33 相川　政人 静岡大

7着 5ﾚｰﾝ 8着 9ﾚｰﾝ
愛知学院大 44.17 松本大 45.72
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

ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 岐阜 ｲﾄｳ　ﾏｻｷ 長野
1 278 武田　康平 (1) 愛知学院大 1 461 伊藤　将希 (1) 松本大

ﾐﾔﾀ ﾕﾀｶ 岐阜 ﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野
2 243 宮田　　豊 (4) 愛知学院大 2 469 丸山　純一 (2) 松本大

ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 岐阜 ﾋﾗｻﾜ　ﾕｳｽｹ 長野
3 277 加藤　慶大 (1) 愛知学院大 3 467 平澤　優介 (1) 松本大

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 岐阜 ﾏﾂｻﾞﾜ　ﾀｸﾔ 長野
4 276 野村　一貴 (1) 愛知学院大 4 468 松澤　卓哉 (1) 松本大

4組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
さかえｸﾘﾆｯｸTC 41.96 藤枝明誠高 42.29 清翔高 43.13
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

ｼﾏｶﾜ ﾌｸﾀﾛｳ 愛知 ｶﾄｳ　ﾏｻﾔ 静岡 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 岐阜
1 670 嶋川福太郎 さかえｸﾘﾆｯｸTC 1 95 加藤　雅也 藤枝明誠高 1 334 大塚　高史 (1) 清翔高

ﾋｻﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ｱﾏﾉ　ﾕｳﾀ 静岡 ｵﾊﾗ ｱﾘﾁｶ 岐阜
2 669 久田　尚弥 さかえｸﾘﾆｯｸTC 2 94 天野　裕太 藤枝明誠高 2 331 小原　光力 (2) 清翔高

ｱｻｵｶ ﾏｻﾕｷ 愛知 ｳﾙﾁﾀﾞ　ﾀﾂﾉｽｹ 静岡 ｾｺ ｹｲｺﾞ 岐阜
3 672 浅岡　聖志 さかえｸﾘﾆｯｸTC 3 96 粳田竜之助 藤枝明誠高 3 332 瀨古　圭吾 (2) 清翔高

ｵﾊﾞﾗ  ﾋｻｼ 愛知 ｲｲﾂﾞｶ　ｼｮｳﾀ 静岡 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳ 岐阜
4 673 小原　　尚 さかえｸﾘﾆｯｸTC 4 93 飯塚　翔太 藤枝明誠高 4 333 足立　　翔 (1) 清翔高

4着 2ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
日本体育大 43.41 日本体育大 43.76 宇治山田商高-A DNF
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

ｻﾉ　ﾘｭｳｽｹ 静岡 ｶﾜｺﾞｼ ﾘｮｳﾀ 三重 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ 三重
1 49 佐野　龍翼 日本体育大 1 882 河越　亮太 (1) 日本体育大 1 852 長谷川　悠 (2) 宇治山田商高

ｵｵｲｼ　ﾀｶｼ 静岡 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 三重 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 三重
2 48 大石　貴士 日本体育大 2 886 山本　健太 (1) 日本体育大 2 848 中井　一磨 (2) 宇治山田商高

ﾏｽﾀﾞ　ｼｮｳﾍｲ 静岡 ﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾕｷ 三重 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 三重
3 51 増田　将太 日本体育大 3 885 柳　　政幸 (3) 日本体育大 3 857 松本　一毅 (3) 宇治山田商高

ﾄﾞｳﾁ　ﾃｯﾍﾟｲ 静岡 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 三重 ﾅｶﾂ ﾖｼﾏｻ 三重
4 50 堂地　鉄平 日本体育大 4 884 藤本　拓也 (4) 日本体育大 4 850 中津　好雅 (3) 宇治山田商高

DNS 4ﾚｰﾝ DNS 8ﾚｰﾝ
ひでそんズ DNS 信州大AC 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

凡例    DSQ：失　　　格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  DNS：欠　　　場  DNF：途中棄権 2007/9/9 7:55
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日本記録 (NR)           38.03     日本 (塚原・末績・高平・朝原)                               2007        
東海記録 (TR)           39.66     三重 (岡部・渡辺・水谷・大野)                               1997        
大会記録 (GR)           40.15     三重・日本体育大 (上田・田島・釜谷・樋口)                   2002        

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 6ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ 3着 2ﾚｰﾝ
愛知学院大 41.54 中京大 41.83 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 42.11
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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾏｻ 愛知 ｺｶﾞ ﾕｳｼﾞ 愛知 ﾄｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 岐阜
1 618 山口　峰昌 (3) 愛知学院大 1 683 古賀　裕志 (2) 中京大 1 220 戸川　健司 岐阜ｱｽﾘｰﾄ

ｶﾈｺ ﾀｸﾔ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 愛知 ｽｽﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 岐阜
2 613 金子　卓哉 (4) 愛知学院大 2 687 山田　昌邦 (2) 中京大 2 221 鈴村　卓哉 岐阜ｱｽﾘｰﾄ

ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 愛知 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 愛知 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜
3 610 伊藤　健志 (3) 愛知学院大 3 686 森　　勇人 中京大 3 203 中田　和寿 岐阜ｱｽﾘｰﾄ

ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 愛知 ｵｵﾀ ﾐﾂｱｷ 岐阜
4 612 岡田　健太 (3) 愛知学院大 4 685 鈴木　悠基 中京大 4 202 太田　三暁 岐阜ｱｽﾘｰﾄ

4着 7ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
中京大中京高 42.28 さかえｸﾘﾆｯｸTC 43.16 ＩseＴＣ 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅﾙｾ ｼﾝﾔ 愛知 ｵﾊﾞﾗ  ﾋｻｼ 愛知 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾉﾌﾞ 三重
1 696 成瀬　慎也 (1) 中京大中京高 1 673 小原　　尚 さかえｸﾘﾆｯｸTC 1 936 林　　光信 ＩseＴＣ

ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾋｻﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ﾓﾘﾐ ｻﾀﾞﾊﾙ 三重
2 692 屋貝　博文 (2) 中京大中京高 2 669 久田　尚弥 さかえｸﾘﾆｯｸTC 2 940 森見　貞治 ＩseＴＣ

ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 愛知 ｱｻｵｶ ﾏｻﾕｷ 愛知 ｶﾏﾀﾆ ﾀｶｼ 三重
3 701 山崎　翔太 (1) 中京大中京高 3 672 浅岡　聖志 さかえｸﾘﾆｯｸTC 3 930 釜谷　剛史 ＩseＴＣ

ﾐﾜ ﾏｻﾕｷ 愛知 ｼﾏｶﾜ ﾌｸﾀﾛｳ 愛知 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三重
4 699 三輪　将之 (1) 中京大中京高 4 670 嶋川福太郎 さかえｸﾘﾆｯｸTC 4 939 村田　智広 ＩseＴＣ

8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
トヨタ自動車 DSQ,*R1 名古屋高 DSQ,*R3
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

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾀｶ 愛知
1 730 中村　洋文 トヨタ自動車 1 746 村田　成隆 (3) 名古屋高

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ｲﾁｶﾜ ﾏｵ 愛知
2 727 田中　星次 トヨタ自動車 2 741 市川　真央 (3) 名古屋高

ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知 ﾏﾂｽｴ ﾜﾀﾙ 愛知
3 726 原　　伸次 トヨタ自動車 3 744 松末　　渉 (3) 名古屋高

ﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ﾐｳﾗ ﾄﾖﾅﾘ 愛知
4 724 原　　勇太 トヨタ自動車 4 745 三浦　豊成 (1) 名古屋高

凡例    DSQ：失　　　格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  DNS：欠　　　場  DNF：途中棄権 2007/9/9 7:55



男子　４×４００ｍＲ

日本記録 (NR)           3.00.76   日本 (苅部・伊東・小坂田・大森)                             1996        
東海記録 (TR)           3.07.03   岐阜・西濃運輸 (松宮・渡辺・谷田・向井)                     2003        
大会記録 (GR)           3.12.56   岐阜・岐阜大Ａ (山田・村瀬・都竹・中垣)                     1997        

予選  5組1着+3

1組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 8ﾚｰﾝ
トヨタ自動車 3.20.96 名古屋高 3.22.76 大垣商高 3.29.09
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 ﾄﾓ 愛知 ﾐｽﾞﾉ ﾑﾆ 愛知 ﾆｼﾜｷ ｷﾐﾀｶ 岐阜
1 728 伊藤　　智 トヨタ自動車 1 738 水野　無二 (3) 名古屋高 1 351 西脇　公孝 (3) 大垣商高

ﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ｲﾁｶﾜ ﾏｵ 愛知 ｺﾞﾄｳ ｷｽﾞｸ 岐阜
2 724 原　　勇太 トヨタ自動車 2 741 市川　真央 (3) 名古屋高 2 353 後藤　　築 (2) 大垣商高

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾏﾂｽｴ ﾜﾀﾙ 愛知 ｷﾀｽﾞﾐ ｵｻﾑ 岐阜
3 730 中村　洋文 トヨタ自動車 3 744 松末　　渉 (3) 名古屋高 3 354 北角　　治 (2) 大垣商高

ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾀｶ 愛知 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖﾉﾘ 岐阜
4 726 原　　伸次 トヨタ自動車 4 746 村田　成隆 (3) 名古屋高 4 352 遠藤　聖尭 (2) 大垣商高

4着 5ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
三重大 3.29.18 四日市工高 3.32.74 松本大 3.34.09
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

ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 三重 ｲﾄｳ ﾀｸｲﾁﾛｳ 三重 ﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野
1 914 宮本　真輝 (2) 三重大 1 808 伊藤拓一郎 (1) 四日市工高 1 469 丸山　純一 (2) 松本大

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 三重 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 三重 ﾀｶﾀﾞ　ﾀﾞｲｷ 長野
2 910 鈴木　　遼 (1) 三重大 2 812 出口　友也 (2) 四日市工高 2 464 高田　大輝 (1) 松本大

ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ 三重 ｲﾜｵ ﾏｻﾕｷ 三重 ｲﾄｳ　ﾏｻｷ 長野
3 908 加藤　倫英 (4) 三重大 3 809 岩尾　昴幸 (2) 四日市工高 3 461 伊藤　将希 (1) 松本大

ﾏｷﾀ ｶｽﾞﾔ 三重 ｼﾏﾉ ｹｲ 三重 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｷ 長野
4 913 蒔田　和弥 (1) 三重大 4 811 嶋野　　圭 (1) 四日市工高 4 466 中村　祐紀 (4) 松本大

DNS 6ﾚｰﾝ
中京大中京高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
愛知大 3.24.23 岐阜経済大 3.24.39 鈴鹿高専 3.26.89
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

ﾁｭｳﾏ ｷｮｳﾍｲ 愛知 ｲﾁﾊﾞﾔ ｼﾞｭﾝ 岐阜 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｼ 三重
1 631 中馬　恭平 愛知大 1 282 市場谷　潤 (1) 岐阜経済大 1 868 岡田　和士 (3) 鈴鹿高専

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 愛知 ｼｵﾐﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岐阜 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 三重
2 629 川端　卓也 愛知大 2 281 塩満純一朗 (2) 岐阜経済大 2 873 森元　裕司 (4) 鈴鹿高専

ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ 愛知 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾉﾌﾞﾄ 岐阜 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 三重
3 630 斉藤　真志 愛知大 3 279 宇都宮信人 (3) 岐阜経済大 3 871 馬場　雄太 (5) 鈴鹿高専

ﾖｺｲ ﾕｳﾔ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 岐阜 ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 三重
4 632 横井　佑哉 (2) 愛知大 4 280 吉田　雅人 (2) 岐阜経済大 4 872 細井　翔太 (4) 鈴鹿高専

4着 2ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
伊勢工高 3.27.01 日大三島高 3.30.23 沼津工高 3.35.27
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

ｲﾑﾗ ﾕﾀｶ 三重 ﾏｷﾉ　ｺｳﾀ 静岡 ｲﾄｳ　ﾀｶｱｷ 静岡
1 836 井村　　豊 (2) 伊勢工高 1 76 牧野　光汰 日大三島高 1 88 伊藤　貴明 沼津工高

ﾅｶﾞﾉ ﾖｳﾍｲ 三重 ｳｴﾏﾂ　ﾋｻﾔ 静岡 ｶﾄｳ　ﾀｸﾔ 静岡
2 841 永野　洋平 (2) 伊勢工高 2 77 植松　久弥 日大三島高 2 86 加藤　卓也 沼津工高

ｵｶﾉ ﾏｻｼ 三重 ｲﾜｷ　ﾀﾞｲﾁ 静岡 ﾆｼﾑﾗ　ﾅｵﾔ 静岡
3 838 岡野　将司 (2) 伊勢工高 3 75 岩城　大地 日大三島高 3 91 西村　尚也 沼津工高

ｵｸﾉ ｼｮｳﾍｲ 三重 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｸﾏ 静岡 ﾊｷﾞﾜﾗ　ﾀｹｼ 静岡
4 839 奥野　翔平 (2) 伊勢工高 4 74 渡邉　拓馬 日大三島高 4 89 萩原　　健 沼津工高

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 2007/9/9 19:14



男子　４×４００ｍＲ

日本記録 (NR)           3.00.76   日本 (苅部・伊東・小坂田・大森)                             1996        
東海記録 (TR)           3.07.03   岐阜・西濃運輸 (松宮・渡辺・谷田・向井)                     2003        
大会記録 (GR)           3.12.56   岐阜・岐阜大Ａ (山田・村瀬・都竹・中垣)                     1997        

予選  5組1着+3

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 5ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
愛知学院大 3.17.49 浜松商高 3.23.62 県岐阜商高 3.24.16
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

ｷﾀｵｶ ﾏｻﾋﾛ 愛知 ﾊｷﾞﾏ　ｼｭｳｻｸ 静岡 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜
1 614 北岡　正寛 (3) 愛知学院大 1 123 萩間　秀作 浜松商高 1 339 鈴木　大介 (2) 県岐阜商高

ｸｻｶﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｷ 静岡 ﾋｺﾞ ﾀｶｷ 岐阜
2 615 日下部智久 愛知学院大 2 122 山本　博紀 浜松商高 2 338 肥後　岳樹 (2) 県岐阜商高

ｽｽﾞﾑﾗ ﾅｵﾔ 愛知 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾐﾁｱｷ 静岡 ｻｶｲﾀﾞ ｲﾀﾙ 岐阜
3 616 鈴村　直也 愛知学院大 3 125 谷口　道明 浜松商高 3 343 坂井田　到 (1) 県岐阜商高

ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ 愛知 ｶﾜｲ　ﾄｼｷ 静岡 ﾋﾋﾞﾉ ｼｮｳﾀ 岐阜
4 617 田口　　明 (1) 愛知学院大 4 124 河合　利紀 浜松商高 4 342 日比野彰太 (3) 県岐阜商高

4着 8ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ DNS 4ﾚｰﾝ
宇治山田商高 3.24.62 長良高 3.27.53 海星高 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ 三重 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 岐阜
1 854 林　　風汰 (1) 宇治山田商高 1 223 杉山　宏輔 (3) 長良高

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 三重 ﾓﾘ ｼｮｳ 岐阜
2 858 柳原　一也 (2) 宇治山田商高 2 224 森　　　昇 (3) 長良高

ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ 三重 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｶﾖｼ 岐阜
3 845 加藤　義之 (1) 宇治山田商高 3 225 奉城　考克 (3) 長良高

ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 三重 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜
4 855 日置　雄斗 (1) 宇治山田商高 4 228 森　　一浩 (3) 長良高

DNS 2ﾚｰﾝ
中津商高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4組
1着 7ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 3ﾚｰﾝ
中京大 3.18.91 静岡大 3.20.56 日本体育大 3.24.47
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

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 愛知 ｱｲｶﾜ　ﾏｻﾄ 静岡 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 三重
1 687 山田　昌邦 (2) 中京大 1 33 相川　政人 静岡大 1 884 藤本　拓也 (4) 日本体育大

ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 愛知 ﾅｷﾞﾞｼ　ﾀﾞｲｽｹ 静岡 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 三重
2 686 森　　勇人 中京大 2 32 根岸　大輔 静岡大 2 886 山本　健太 (1) 日本体育大

ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾜｸ　ｼｭﾍｲ 静岡 ﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾕｷ 三重
3 680 池田　達也 (2) 中京大 3 37 和久　周平 静岡大 3 885 柳　　政幸 (3) 日本体育大

ｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞｷ 愛知 ｺｳﾉ　ﾋﾄｼ 静岡 ｶﾀｵｶ ﾕｷﾉﾘ 三重
4 682 川崎　豪己 (2) 中京大 4 38 河野　　仁 静岡大 4 881 片岡由希教 (1) 日本体育大

4着 8ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ DNS 5ﾚｰﾝ
一宮西高 3.24.51 皇學館大 3.26.75 信州大 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔｷﾞ ﾋﾛﾔｽ 愛知 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 三重
1 641 八木　博靖 (2) 一宮西高 1 902 福永　貴大 (2) 皇學館大

ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ｵｵｺｳﾁ ｺｳｽｹ 三重
2 639 鈴木　　翼 (2) 一宮西高 2 899 大河内孝輔 (1) 皇學館大

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾄｼｶｽﾞ 愛知 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 三重
3 637 大林　稔和 (2) 一宮西高 3 903 堀川　秀徳 (4) 皇學館大

ﾋﾗﾉ ﾀﾂﾔ 愛知 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｷ 三重
4 640 平野　達也 (2) 一宮西高 4 897 池田　太樹 (2) 皇學館大

DNS 2ﾚｰﾝ
関商工高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例    DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:14



男子　４×４００ｍＲ

日本記録 (NR)           3.00.76   日本 (苅部・伊東・小坂田・大森)                             1996        
東海記録 (TR)           3.07.03   岐阜・西濃運輸 (松宮・渡辺・谷田・向井)                     2003        
大会記録 (GR)           3.12.56   岐阜・岐阜大Ａ (山田・村瀬・都竹・中垣)                     1997        

予選  5組1着+3

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

5組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ
藤枝明誠高 3.21.97 岐阜大 3.23.16 岐阜経済大 3.23.28
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

ﾉﾘﾂﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 静岡 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾀｶ 岐阜 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｻｸ 愛知
1 99 法月　秀平 藤枝明誠高 1 271 宮﨑　　豊 (1) 岐阜大 1 663 竹内　雄作 (2) 岐阜経済大

ｳﾙﾁﾀﾞ ﾀﾂﾉｽｹ 静岡 ﾖｼｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾏｻ 岐阜 ｵｵｶﾜ ﾋｶﾙ 愛知
2 96 粳田竜之助 藤枝明誠高 2 284 吉崎　靖昌 (4) 岐阜大 2 658 大川　　光 (2) 岐阜経済大

ﾊﾗｸﾞﾁ ｲｻﾐ 静岡 ｵｸﾀﾞ ﾕｳ 岐阜 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 愛知
3 100 原口　勲巳 藤枝明誠高 3 283 奥田　　悠 (2) 岐阜大 3 660 伊藤　航二 (3) 岐阜経済大

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 静岡 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 岐阜 ｻｸﾏ ｼｭﾝ 愛知
4 98 山田　康生 藤枝明誠高 4 273 竹内　健太 (2) 岐阜大 4 662 佐久間　瞬 (3) 岐阜経済大

4着 6ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
清翔高 3.25.74 東海大翔洋高 3.26.74 袋井高 3.34.07
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

ｵﾊﾗ ｱﾘﾁｶ 岐阜 ﾓﾘ　ｺｳｷ 静岡 ｲﾔﾏ　ｺｳｼﾞ 静岡
1 331 小原　光力 (2) 清翔高 1 109 森　　香樹 東海大翔洋高 1 138 居山　浩士 袋井高

ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岐阜 ﾓﾁﾂﾞｷ　ｺｳﾖｳ 静岡 ﾅｶｵ　ﾏｻｼ 静岡
2 345 石田　俊介 (3) 清翔高 2 111 望月　宏洋 東海大翔洋高 2 136 中尾　将士 袋井高

ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳ 岐阜 ｵｵﾀ　ｱｷﾊﾙ 静岡 ｲﾅｶﾞｷ　ｼｮｳｺﾞ 静岡
3 333 足立　　翔 (1) 清翔高 3 110 太田　明治 東海大翔洋高 3 139 稲垣　昇吾 袋井高

ｶﾆ ｹﾝﾀ 岐阜 ﾅﾍﾞﾀ　ｺｳｷ 静岡 ﾎﾘｳﾁ　ﾋﾛｷ 静岡
4 330 可児　健太 (2) 清翔高 4 108 鍋田　光希 東海大翔洋高 4 140 堀内　裕輝 袋井高

決勝

1着 4ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
愛知学院大 3.16.61 トヨタ自動車 3.17.34 中京大 3.19.75
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

ｷﾀｵｶ ﾏｻﾋﾛ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 愛知
1 614 北岡　正寛 (3) 愛知学院大 1 730 中村　洋文 トヨタ自動車 1 687 山田　昌邦 (2) 中京大

ｸｻｶﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ 愛知 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ 愛知
2 615 日下部智久 愛知学院大 2 724 原　　勇太 トヨタ自動車 2 680 池田　達也 (2) 中京大

ｽｽﾞﾑﾗ ﾅｵﾔ 愛知 ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 愛知
3 616 鈴村　直也 愛知学院大 3 726 原　　伸次 トヨタ自動車 3 686 森　　勇人 中京大

ｱｽﾞﾏ ﾃﾂﾋｻ 愛知 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞｷ 愛知
4 606 東　　哲久 (4) 愛知学院大 4 727 田中　星次 トヨタ自動車 4 682 川崎　豪己 (2) 中京大

4着 7ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
藤枝明誠高 3.20.23 静岡大 3.21.70 愛知大 3.23.69
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

ﾉﾘﾂﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 静岡 ｱｲｶﾜ　ﾏｻﾄ 静岡 ﾁｭｳﾏ ｷｮｳﾍｲ 愛知
1 99 法月　秀平 藤枝明誠高 1 33 相川　政人 静岡大 1 631 中馬　恭平 愛知大

ｲｲﾂﾞｶ　ｼｮｳﾀ 静岡 ﾅｷﾞﾞｼ　ﾀﾞｲｽｹ 静岡 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 愛知
2 93 飯塚　翔太 藤枝明誠高 2 32 根岸　大輔 静岡大 2 629 川端　卓也 愛知大

ｳﾙﾁﾀﾞ ﾀﾂﾉｽｹ 静岡 ﾜｸ　ｼｭﾍｲ 静岡 ﾖｺｲ ﾕｳﾔ 愛知
3 96 粳田竜之助 藤枝明誠高 3 37 和久　周平 静岡大 3 632 横井　佑哉 (2) 愛知大

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 静岡 ｺｳﾉ　ﾋﾄｼ 静岡 ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ 愛知
4 98 山田　康生 藤枝明誠高 4 38 河野　　仁 静岡大 4 630 斉藤　真志 愛知大

7着 8ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
岐阜大 3.26.65 名古屋高 3.34.69
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

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾀｶ 岐阜 ﾐｽﾞﾉ ﾑﾆ 愛知
1 271 宮﨑　　豊 (1) 岐阜大 1 738 水野　無二 (3) 名古屋高

ﾖｼｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾏｻ 岐阜 ｲﾁｶﾜ ﾏｵ 愛知
2 284 吉崎　靖昌 (4) 岐阜大 2 741 市川　真央 (3) 名古屋高

ｵｸﾀﾞ ﾕｳ 岐阜 ﾏﾂｽｴ ﾜﾀﾙ 愛知
3 283 奥田　　悠 (2) 岐阜大 3 744 松末　　渉 (3) 名古屋高

ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 岐阜 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾀｶ 愛知
4 273 竹内　健太 (2) 岐阜大 4 746 村田　成隆 (3) 名古屋高

凡例    DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:14



男子　走高跳 

日本記録 (NR)           2m33      醍醐　直幸 (富士通)                                         2006        

東海記録 (TR)           2m30      阪本　孝男 (愛知・東海スポーツ)                             1984        

大会記録 (GR)           2m27      宇野　雅昭 (愛知・岡崎クラブ)                               1995        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ － － － ○ ○ ○ × × ×

1 30 725 真鍋　周平 愛知 トヨタ自動車 2m05

ｲﾜﾀ　ﾔｽﾋﾛ － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 12 56 岩田　康弘 静岡 東京学芸大 2m05

ｵﾉﾀﾞ　ﾏﾅﾄ － － － － ○ × × ○ × × ×

3 34 78 小野田学登 静岡 修善寺工高 2m05

ﾌﾙﾉ ﾕｳｼﾞ － － ○ ○ × ○ × × ×

4 19 937 古野　裕司 三重 ＩseＴＣ 2m00

ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳｺﾞ － － － － × ○ × × ×

4 4 703 早川  周吾 愛知 筑波大学院 2m00

ｱｲｶﾜ　ﾓﾄﾔｽ － － ○ ○ × ○ × × － ×

4 29 24 相川　宗靖 静岡 清水ＡＣ 2m00

ｽｷﾞｴ ﾋﾛｶｽﾞ － － － － × × ○ × × ×

7 31 702 杉江　浩一 愛知 中京魂 2m00

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ － － － － × × ○ × × ×

7 28 443 清水　悠人 長野 長野市陸協 2m00

ﾐｳﾗ　ﾀｶﾑﾈ － － ○ ○ × × ×

9 27 79 三浦　孝宗 静岡 修善寺工高 1m95

ｳｼｴ ｼﾝｽｹ ○ ○ ○ × ○ × × ×

10 11 837 牛江　伸介 (3) 三重 伊勢工高 1m95

ﾌﾅｾ ﾕｳﾀ － － ○ × ○ × × ×

10 33 690 舟瀬　勇太 (3) 愛知 中京大中京高 1m95

ｶｷｿﾞｴ ﾋﾛﾋﾄ － × ○ ○ × ○ × × ×

12 18 244 垣添　浩人 (1) 岐阜 同志社大 1m95

ﾅｶﾞﾊｶ ｼｭﾝｽｹ ○ ○ ○ × × ×

13 17 813 永墓　俊介 (2) 三重 四日市工高 1m90

ｴﾄｳ ﾀｶｼ － ○ ○ × × ×

13 26 867 衛藤　　昂 (2) 三重 鈴鹿高専 1m90

ﾐｽﾞﾉ ｱﾂｼ － － ○ × × ×

13 20 894 水野　敦司 (4) 三重 豊田工大 1m90

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾔ ○ ○ ○ × × ×

13 6 720 渡辺　輝也 愛知 豊明跳躍友の会 1m90

ｻﾉ　ｶｽﾞﾋﾛ ○ ○ ○ × × ×

13 5 41 佐野　和寛 静岡 静岡大 1m90

ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾄﾓﾕｷ － － × ○ × × ×

18 10 65 浜口　朋幸 静岡 岐阜経済大 1m90

ｵｸﾞﾘ ﾘｮｳﾀ － ○ × ○ × × ×

18 16 245 小栗　良太 (1) 岐阜 慶應義塾大 1m90

ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾋｻ － ○ × × ○ × × ×

20 1 754 柴田　晴久 愛知 日本福祉大 1m90

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ － ○ × × ×

21 3 646 清水　貴弘 (3) 愛知 岡崎城西高 1m85

ﾔﾏｻﾞｷ　ﾏｻﾌﾐ － × ○ × × ×

22 23 434 山﨑　将文 長野 信州大ＡＣ 1m85

ﾐﾔﾀ ﾕﾀｶ ○ × ○ × × ×

22 21 243 宮田　　豊 (4) 岐阜 愛知学院大 1m85

ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ － × × ○ × × ×

24 14 895 古川　　遼 (1) 三重 名城大 1m85

ﾃﾗﾏﾁ ﾘｮｳ × ○ × × ×

25 24 310 寺町　　涼 (2) 岐阜 大垣工高 1m80

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ × × ○ × × ×

26 8 435 小林　夏樹 (1) 長野 諏訪二葉高 1m80

ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞｼ － － － － × × ×

15 892 永尾　和史 (4) 三重 中京大 NM

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ － － － × × ×

32 677 井上　　諒 (2) 愛知 中京大 NM

ｲﾉｳｴ ﾏｻﾅﾘ － － × × ×

22 653 井上　将成 愛知 岡崎ＴＦＣ NM

ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾊﾙｷ × × ×

25 460 柳沢　春樹 (2) 長野 松本県ヶ丘 NM

ｺﾃﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ × × ×

7 311 小寺　亮輔 (3) 岐阜 関商工高 NM

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2 946 水谷　忠博 三重 ＭＵＧＥＮ DNS

ﾀﾅｲ　ﾖｼﾀｶ

13 132 田内　良孝 静岡 浜松湖南高 DNS

ｲﾜﾎﾘ ﾀｲｷ

9 246 岩堀　大気 (2) 岐阜 岐阜経済大 DNS

審 判 長：河越　茂樹

記録主任：辻　　昭司

1m80
2m16

1m85 1m90 1m95 2m00 2m05 2m10 2m13

凡例    NM：記録なし  DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:17



男子　棒高跳

日本記録 (NR)           5m83      澤野　大地 (ニシスポーツ)                                   2005        

東海記録 (TR)           5m62      小林　史明 (三重・ミキハウス)                               1999        

大会記録 (GR)           5m61      小林　史明 (三重・ミキハウス)                               1997        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾊﾞﾀ　ﾀｶﾔ － － － － － × ○ － × ○

1 10 13 柴田　孟也 静岡 静岡陸協 × × × 5m20

ｵﾉ　ｼﾝｼﾞ － － － － － × ○ － × × ×

2 22 2 小野　真二 静岡 スズキ 5m00

ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ － － － × × ○ ／

3 7 671 田村  雄志 愛知 さかえｸﾘﾆｯｸTC 4m80

ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ － ○ × × ○ × × ×

4 24 247 小島　剛史 (2) 岐阜 日本体育大 4m70

ｵｶﾀﾞ ｺｳｼ － ○ × × ×

5 12 888 岡田　公志 (1) 三重 中京大 4m50

ｲﾁﾉｾ ﾜﾀﾙ × ○ ○ × × ×

6 29 644 一ノ瀬　航 (3) 愛知 岡崎城西高 4m50

ｽｽﾞｷ　ｺﾞﾛｳ × ○ ○ × × ×

6 26 67 鈴木　吾郎 静岡 早稲田大 4m50

ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｵ × × ○ ○ × × ×

8 3 215 橋本　幸男 岐阜 大垣体連 4m50

ｻｶｸﾞﾁ　ｱﾂﾉﾘ × × ○ × × ○ × × ×

9 8 52 坂口　敦規 静岡 日本体育大 4m50

ﾀﾅｶ ﾘｮｳ × ○ × × ×

10 17 860 田中　　僚 (1) 三重 皇學館高 4m30

ｵﾉｳｴ ｹﾞﾝｼﾞ × ○ × × ×

10 28 312 尾上　源二 (3) 岐阜 大垣工高 4m30

ｱﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ × × ○ × × ×

12 1 315 厚見　貴裕 (3) 岐阜 中津商高 4m30

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ × × ×

6 835 中村　祐介 (2) 三重 宇治山田高 NM

ｸﾛｲﾜ ﾋﾛﾐﾂ － × × ×

18 891 黒岩　宏光 (2) 三重 中京大 NM

ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ × × ×

30 969 清水　　聡 (3) 三重 都留文科大 NM

ﾂｶﾉ ﾀｶﾋﾛ × － × ×

13 694 塚野　天啓 (1) 愛知 中京大中京高 NM

ﾏﾂｻﾞﾜ　ｼﾞｱﾝ　ﾅﾘﾊﾙ － × × ×

16 437 松澤ｼﾞｱﾝ成治 (1) 長野 高遠高 NM

ｼﾛﾄﾘ　ﾋﾛﾕｷ × × ×

2 436 城取　寛幸 (3) 長野 高遠高 NM

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ × × ×

11 313 田中　皓介 (3) 岐阜 岐阜北高 NM

ｴｻｷ ﾌﾐﾔ × × ×

21 314 江崎　文哉 (3) 岐阜 市岐阜商高 NM

ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳｼﾞ × × ×

19 216 工藤　涼司 岐阜 川崎重工 NM

ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ × × ×

25 316 安田　和弘 (1) 岐阜 県岐阜商高 NM

ｸﾘﾀ ｿｳﾏ × × ×

4 317 栗田　宗真 (2) 岐阜 大垣工高 NM

ﾖｺﾔﾏﾀｶﾊﾙ － － × × ×

23 141 横山　貴春 静岡 浜松北高 NM

ｱｷﾓﾄ ｶｽﾞｼ

14 801 秋元　一志 (3) 三重 四日市高 DNS

ﾅｶﾆｼ ﾁﾋﾛ

27 807 中西　千尋 (3) 三重 四日市高 DNS

ﾔｽﾀﾞ ｻﾄﾙ

20 976 安田　　覚 三重 県教員ｸﾗﾌﾞ DNS

ｱﾘｷ ﾀｹﾋﾄ

15 755 有木　健人 愛知 ﾊｰﾄｱﾝﾄﾞﾊｰﾄ DNS

ｼﾝｶｲ ﾖｳﾍｲ

5 753 新海　陽平 愛知 日本体育大 DNS

ｺｼﾞﾏ ﾐｷｵ

9 657 小島　幹生 愛知 関西大 DNS

審 判 長：河越　茂樹

記録主任：辻　　昭司

4m30
5m30

4m50 4m70 4m80 4m90 5m00 5m10 5m20

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    NM：記録なし  DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:17



男子　走幅跳

日本記録 (NR)           8m25      森長　正樹 (日本大)                                         1992        

東海記録 (TR)           7m99      松川　　忍 (静岡・スズキ)                                   1995        

大会記録 (GR)           7m69      三浦　滝夫 (愛知・名商大附高)                               1966        

大会記録 (GR)           7m69      栗田　芳郎 (岐阜・西濃運輸)                                 2003        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾄ 7m10 7m50 7m37 7m50 7m31 7m34 × 7m50

1 32 934 出口　義人 三重 ＩseＴＣ +0.4 +0.6 +1.6 +0.6 0.0 -0.1 +0.6

ｼﾏｶﾜ ﾌｸﾀﾛｳ 7m25 － － 7m25 × 7m44 7m46 7m46

2 10 670 嶋川福太郎 愛知 さかえｸﾘﾆｯｸTC +1.1 +1.1 +0.1 +0.2 +0.2

ﾆｼ ｺｳｼﾞ 7m03 7m23 × 7m23 7m11 7m23 7m32 7m32

3 21 735 西　　航司 (3) 愛知 名古屋大谷高 +0.1 +0.5 +0.5 -0.4 0.0 0.0 0.0

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ 6m91 6m96 6m94 6m96 6m96 7m21 7m26 7m26

4 11 852 長谷川　悠 (2) 三重 宇治山田商高 +0.3 +0.8 +0.4 +0.8 +0.4 +0.5 0.0 0.0

ｼｶﾏ ﾋﾃﾞｱｷ × 6m95 7m15 7m15 7m18 7m18 × 7m18

5 2 54 志鎌　秀昭 静岡 筑波大 +0.9 +0.6 +0.6 +0.1 0.0 +0.1

ｼﾓｼﾞｮｳ　ﾏｻﾉﾘ 6m92 6m91 7m13 7m13 6m74 × 7m09 7m13

6 29 430 下條　正紀 長野 信州大ＡＣ +0.7 +0.6 +1.0 +1.0 0.0 +0.1 +1.0

ｷﾀﾉ　ﾕｷﾉﾘ 6m89 6m95 7m03 7m03 6m76 5m45 6m92 7m03

7 22 416 北野　幸徳 長野 塩尻市陸協 +0.5 +0.2 +0.6 +0.6 +0.1 +0.3 0.0 +0.6

ｸｽｶﾜ ﾖｼｵ 6m98 6m76 － 6m98 ／ 6m98

8 13 846 楠川　祥生 (1) 三重 宇治山田商高 +0.1 +0.4 +0.1 +0.1

ｾｷ　ﾏｻﾉﾘ × 6m95 × 6m95 6m95

9 28 431 関　　昌徳 長野 信州大ＡＣ +0.8 +0.8 +0.8

ｻｸﾗｲ ﾖｼﾋﾛ 6m82 6m63 6m92 6m92 6m92

10 18 250 櫻井　佳廣 (3) 岐阜 岐阜経済大 +0.1 +1.5 +1.4 +1.4 +1.4

ｵﾉ　ﾕｳｽｹ 6m81 6m90 6m85 6m90 6m90

11 23 128 小野　祐輔 静岡 浜松商高 +1.3 +0.8 0.0 +0.8 +0.8

ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 6m76 × 6m85 6m85 6m85

12 16 926 伊藤　優司 三重 ASSA-TC 0.0 +0.3 +0.3 +0.3

ｼﾐｽﾞ　ﾗｸ × 6m80 6m74 6m80 6m80

13 34 106 清水　　樂 静岡 静岡市立高 +0.3 +1.0 +0.3 +0.3

ﾄﾞｳﾁ　ﾃｯﾍﾟｲ 6m53 6m80 6m68 6m80 6m80

14 14 50 堂地　鉄平 静岡 日本体育大 +0.1 +0.1 +1.1 +0.1 +0.1

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ × 6m31 6m73 6m73 6m73

15 17 853 濱口　隆翔 (1) 三重 宇治山田商高 +1.4 +1.3 +1.3 +1.3

ｼﾄｳ ｶｽﾞｱｷ × 6m29 6m68 6m68 6m68

16 5 252 仕藤　和明 (3) 岐阜 岐阜経済大 0.0 +0.5 +0.5 +0.5

ﾀﾅｶ　ｷﾖﾀｶ 6m43 × 6m60 6m60 6m60

17 27 6 田中　清貴 静岡 静岡陸協 +0.4 +0.7 +0.7 +0.7

ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 6m54 6m50 6m58 6m58 6m58

18 3 758 加藤　裕介 (4) 愛知 浜松大 +0.3 0.0 +0.6 +0.6 +0.6

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 6m24 6m11 6m58 6m58 6m58

19 20 249 山田　博之 岐阜 名古屋大 +0.4 +0.2 +1.0 +1.0 +1.0

ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 6m42 6m51 6m50 6m51 6m51

20 8 871 馬場　雄太 (5) 三重 鈴鹿高専 +0.2 +0.7 +0.6 +0.7 +0.7

ﾋﾗｶﾜ　ﾀﾞｲｷ 6m27 6m35 6m18 6m35 6m35

21 33 83 平川　大樹 静岡 下田北高 +0.3 +0.4 +0.6 +0.4 +0.4

ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 6m33 × × 6m33 6m33

22 30 693 鈴木　雄貴 (2) 愛知 中京大中京高 +0.9 +0.9 +0.9

ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 5m85 6m07 5m95 6m07 6m07

23 1 318 木村　将之 (3) 岐阜 麗澤瑞浪高 0.0 +0.7 0.0 +0.7 +0.7

審 判 長：河越　茂樹

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    NM：記録なし  DNS：欠　　　場 2007/9/9 20:10



男子　三段跳

日本記録 (NR)           17m15     山下　訓史 (日本電気)                                       1986        

東海記録 (TR)           16m98     石川　和義 (長野・筑波大)                                   2004        

大会記録 (GR)           16m37     植田　恭史 (静岡・東海大職)                                 1978        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ × 15m01 15m38 15m38 13m77 15m24 15m35 15m38

1 29 666 山本  雄介 愛知 小島プレス +1.2 +2.4 +2.4 +0.8 +1.7 +0.5 +2.4

ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 15m08 － － 15m08 15m33 15m07 15m02 15m33

2 11 752 村上　智史 愛知 日本大 +0.4 +0.4 +1.9 +0.9 -0.3 +1.9

ｵﾉ　ﾕｳｽｹ 14m46 × 14m07 14m46 14m69 14m63 × 14m69

3 8 128 小野　祐輔 静岡 浜松商高 0.0 +0.6 0.0 +1.2 +1.0 +1.2

ｻｸﾗｲ ﾖｼﾋﾛ 13m97 14m01 14m54 14m54 14m45 × 14m69 14m69

4 26 250 櫻井　佳廣 (3) 岐阜 岐阜経済大 +0.1 -0.1 +1.7 +1.7 +3.7 -0.1 -0.1

ﾅｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ 14m50 × 14m51 14m51 × 14m17 14m69 14m69

5 6 254 中嶋　健司 (4) 岐阜 岐阜経済大 +0.9 +1.0 +1.0 +1.0 +1.3 +1.3

ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 13m67 14m10 14m40 14m40 14m26 14m15 14m57 14m57

6 30 926 伊藤　優司 三重 ASSA-TC -0.8 +2.2 +2.2 +2.2 +2.6 +0.5 +1.5 +1.5

ﾏﾂﾑﾗ　ｻﾄﾙ 14m01 × 14m46 14m46 13m75 13m65 14m45 14m46

7 19 403 松村　　覚 長野 飯田市陸協 +1.3 +1.8 +1.8 +0.6 +0.6 +3.1 +1.8

ｻﾉ　ｶｽﾞﾋﾛ × 14m30 14m03 14m30 14m41 14m02 × 14m41

8 14 41 佐野　和寛 静岡 静岡大 +1.2 +2.1 +1.2 +0.8 +1.4 +0.8

ｵｵﾂｶ　ﾋｶﾙ 14m25 14m15 × 14m25 14m25

9 20 59 大塚　　光 静岡 中央大 +2.9 -0.2 +2.9 +2.9

ﾋﾗｵ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 14m24 13m88 14m19 14m24 14m24

10 7 708 平尾亮一郎 (3) 愛知 東邦高 +2.0 0.0 +3.5 +2.0 +2.0

ﾔｿﾀﾞ ｼｭﾝ 13m82 13m73 14m18 14m18 14m18

11 18 319 八十田　俊 (3) 岐阜 市岐阜商高 -1.2 0.0 +2.0 +2.0 +2.0

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 14m16 × 13m90 14m16 14m16

12 15 769 近藤　　旭 愛知 名大倶楽部 +1.9 +1.1 +1.9 +1.9

ｶﾜｺﾞｼ ﾘｮｳﾀ × 14m04 14m15 14m15 14m15

13 4 882 河越　亮太 (1) 三重 日本体育大 +0.1 +0.7 +0.7 +0.7

ｵｵﾀ　ｱｷﾗ 13m80 13m92 14m15 14m15 14m15

14 10 453 太田　　朗 (2) 長野 松代高 +0.1 +1.0 +2.2 +2.2 +2.2

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 13m76 13m99 14m13 14m13 14m13

15 23 761 宮﨑　隆介 愛知 ひでそんズ -1.1 -0.6 +2.5 +2.5 +2.5

ﾅｶｲ ﾄｼﾕｷ 13m39 13m70 14m07 14m07 14m07

16 13 973 中井　俊行 三重 神鋼電機 -0.2 -1.4 +1.5 +1.5 +1.5

ｷｼ ﾀﾂﾔ × 13m78 13m95 13m95 13m95

17 2 253 岸　　竜也 (3) 岐阜 岐阜経済大 -0.3 +1.5 +1.5 +1.5

ｻﾜﾀﾞ　ﾖｳﾍｲ × × 13m93 13m93 13m93

18 28 12 澤田　洋平 静岡 静岡陸協 +1.7 +1.7 +1.7

ｶﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 13m59 13m78 13m86 13m86 13m86

19 12 747 金田　純弥 愛知 名古屋工大 -0.3 +2.7 +2.3 +2.3 +2.3

ﾔﾏｻｷ ﾖｼｵ 13m84 × 13m74 13m84 13m84

20 17 759 山﨑　喜生 愛知 ひでそんズ +0.6 +1.2 +0.6 +0.6

ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 13m60 × ／ 13m60 13m60

21 22 847 田畑　有祐 (3) 三重 宇治山田商高 +0.4 +0.4 +0.4

ｻﾜｷ ｼｮｳ × 13m16 13m35 13m35 13m35

22 3 320 佐脇　　匠 (1) 岐阜 大垣南高 +0.2 +2.7 +2.7 +2.7

ﾎﾘﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ × 13m09 － 13m09 13m09

23 31 256 堀部　俊一 岐阜 中京学院大 +2.2 +2.2 +2.2

ｸｼﾀﾞ ﾖｼｱｷ × × ×

25 255 櫛田　善輝 (2) 岐阜 岐阜経済大 NM

ﾃﾗｼﾀ ﾅｵｷ

5 760 寺下　直樹 愛知 ひでそんズ DNS

ﾄﾞｳｸﾆ　ﾀｶﾋﾛ

21 11 堂國　貴裕 静岡 静岡陸協 DNS

ﾏﾂｼﾀ　ﾋﾛﾕｷ

24 452 松下　紘之 (3) 長野 松川高 DNS

ｶﾈｼﾛ　ﾋﾛﾋﾃﾞ

16 448 金城　昊秀 (3) 長野 穂高商高 DNS

ﾏｽｻﾞﾜ　ﾂｸﾞﾅﾘ

1 408 増澤　資盛 (3) 長野 岡谷工高 DNS

ﾌｶｻﾜ ﾏｻﾀｶ

9 422 深澤　昌孝 (3) 長野 順天堂大 DNS

ｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ

27 218 小谷　祐介 岐阜 大垣体連 DNS

審 判 長：河越　茂樹

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    NM：記録なし  DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:17



男子　砲丸投(7.260kg)

日本記録 (NR)           18m56     畑瀬　　聡 (群馬総合ガード)                                 2006        

東海記録 (TR)           17m15     伊藤　好郎 (愛知・ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ)                                1985        

大会記録 (GR)           16m35     榊原　英裕 (静岡・静岡陸協)                                 2004        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

1 10 923 伊藤　　宏 (4) 三重 大阪体育大 12m74 13m37 13m40 13m40 13m88 13m57 14m01 14m01

ﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ

2 7 879 谷　健太朗 (1) 三重 日本大 12m48 13m34 × 13m34 13m04 × 13m74 13m74

ﾀﾅｶ　ｼﾝﾔ

3 14 14 田中　信也 静岡 静岡陸協 12m55 12m98 × 12m98 11m98 12m74 12m68 12m98

ｵｵﾊﾞ　ﾄｼｼﾞ

4 13 134 大庭　利氏 静岡 磐田農業高 12m57 12m87 12m50 12m87 11m98 12m40 × 12m87

ｽｽﾞｷ　ｻﾄｼ

5 23 103 鈴木　郷史 静岡 藤枝明誠高 11m92 12m83 × 12m83 12m43 × 12m49 12m83

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

6 22 974 山本　雄紀 三重 神鋼電機 12m41 12m78 12m24 12m78 12m34 × 12m74 12m78

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

7 5 722 藤村　信之 愛知 トヨタ自動車 12m61 × × 12m61 × 12m67 × 12m67

ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

8 18 749 小山祐一郎 愛知 なごや陸上ク 12m53 11m91 × 12m53 12m42 12m12 11m48 12m53

ｵｵﾉ ﾕｳﾀ

9 3 896 大野　佑太 (2) 三重 福井工大 11m48 12m47 12m31 12m47 12m47

ｻﾊｼ ﾘｮｳｽｹ

10 2 321 佐橋　涼輔 (2) 岐阜 恵那南高 12m27 11m66 × 12m27 12m27

ﾅｶ ﾃﾂﾔ

11 6 928 仲　　徹也 三重 ＢＥＡＳＴ 11m93 11m99 12m14 12m14 12m14

ﾑﾗﾀ ｺｳｲﾁ

12 16 704 村田　晃一 愛知 ＴＦＣ豊橋 11m93 × × 11m93 11m93

ﾄﾞｲ ﾊﾙｽｹ

13 9 768 土井　春亮 (3) 愛知 名城大附高 11m50 11m53 9m55 11m53 11m53

ﾁﾊﾞ ﾎｸﾄ

14 15 737 千葉　北斗 (3) 愛知 名古屋高 11m45 11m35 11m36 11m45 11m45

ｲﾄｳ ｶｽﾞﾄｼ

15 19 823 伊藤　寿逸 (3) 三重 稲生高 11m32 11m33 11m28 11m33 11m33

ﾆｼｷﾐ ﾄﾓｷ

16 4 323 錦見　友貴 (3) 岐阜 岐南工高 10m74 10m08 10m74 10m74 10m74

ﾅｶｼﾞﾏ　ｷﾐﾉﾘ

17 17 447 中島　公徳 長野 富士見体協 × 10m20 10m41 10m41 10m41

ﾖｼﾅﾐ ｼｮｳｺﾞ

18 11 324 良波　祥吾 (3) 岐阜 高山工高 9m87 8m98 10m31 10m31 10m31

ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳ

19 21 257 奥村　　涼 (1) 岐阜 岐阜経済大 × 10m08 × 10m08 10m08

ｲｲﾑﾛ　ﾉﾌﾞｵ

1 68 飯室　延郎 静岡 法政大 DNS

ﾊﾗﾀﾞ　ﾖｳｽｹ

12 131 原田　洋佑 静岡 浜松開誠館高 DNS

ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾘｸ

20 44 宮澤　　陸 静岡 中京大 DNS

ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋﾄ

8 322 窪田　章人 (3) 岐阜 長良高 DNS

審 判 長：山本　浩武

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 2007/9/9 8:14



男子　円盤投(2.000kg)

日本記録 (NR)           60m22     川崎　清貴 (大昭和)                                         1979        

東海記録 (TR)           60m22     川崎　清貴 (静岡・大昭和)                                   1979        

大会記録 (GR)           55m06     川崎　清貴 (静岡・大昭和)                                   1978        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ

1 10 977 藤原　　潤 三重 八千代工業 46m77 47m52 49m17 49m17 × 49m26 × 49m26

ｶﾄｳ ﾋﾛﾏｻ

2 15 877 加藤　弘将 (1) 三重 国士舘大 39m95 × 40m55 40m55 39m30 40m62 40m34 40m62

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

3 11 923 伊藤　　宏 (4) 三重 大阪体育大 36m44 39m05 38m06 39m05 × 39m77 40m32 40m32

ｸﾗﾀ ﾕｳｷ

4 8 915 倉田　友貴 (1) 三重 三重中京大 36m63 35m82 38m24 38m24 35m80 × 38m05 38m24

ｲﾄｳ ｶｽﾞﾄｼ

5 18 823 伊藤　寿逸 (3) 三重 稲生高 35m68 36m24 × 36m24 × 36m62 37m99 37m99

ｺｻｲ　ｹﾝﾀ

6 14 42 小斉　健太 静岡 静岡大 37m84 37m72 37m06 37m84 36m36 37m96 36m81 37m96

ﾓﾁﾂﾞｷ　ｼﾝﾍﾟｲ

7 9 64 望月　晋平 静岡 関西学院大 35m73 × 34m84 35m73 37m40 × 36m92 37m40

ｵｶ ﾘｮｳﾏ

8 5 954 岡　　寮磨 (1) 三重 岐阜経済大 36m73 35m44 × 36m73 × × × 36m73

ﾊﾞｳﾃｨｾﾗ･ﾄﾞｸﾞﾗｽ

9 6 129 ﾊﾞｳﾃｨｾﾗ･ﾄﾞｸﾞﾗｽ 静岡 新居高 × × 35m06 35m06 35m06

ﾆｼｷﾐ ﾄﾓｷ

10 17 323 錦見　友貴 (3) 岐阜 岐南工高 34m82 34m35 34m62 34m82 34m82

ﾅｶﾞｲ ｺｳﾀｸ

11 3 655 永井　宏卓 (3) 愛知 岡崎西高 33m29 29m76 31m60 33m29 33m29

ｻﾊｼ ﾘｮｳｽｹ

12 1 321 佐橋　涼輔 (2) 岐阜 恵那南高 32m80 33m27 32m09 33m27 33m27

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ

13 4 654 宮本　英幸 愛知 岡崎ＴＦＣ 33m08 × × 33m08 33m08

ﾀﾅｶ ｱｷﾉﾘ

14 2 739 田中　亮徳 (3) 愛知 名古屋高 × 31m17 30m68 31m17 31m17

ｳﾒﾂﾞ ﾏｻﾔ

15 12 258 梅津　昌也 (2) 岐阜 岐阜大 × 30m34 30m26 30m34 30m34

ｽｽﾞｷ　ﾀﾂﾔ

16 16 454 鈴木　達也 (3) 長野 松代高 × × 27m11 27m11 27m11

ﾖｼﾅﾐ ｼｮｳｺﾞ

17 7 324 良波　祥吾 (3) 岐阜 高山工高 25m21 23m04 × 25m21 25m21

ｲﾄｳ　ﾅｵﾌﾐ

13 27 伊藤　尚史 静岡 LoversT,C DNS

審 判 長：山本　浩武

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 2007/9/9 19:18



男子　ハンマー投(7.260kg)

日本記録 (NR)           84m86     室伏　広治 (ミズノ)                                         2003        

東海記録 (TR)           84m86     室伏　広治 (愛知・ミズノ)                                   2003        

大会記録 (GR)           72m86     室伏　重信 (愛知・中京大教)                                 1982        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞ ﾕｷﾋﾛ

1 3 975 久保　幸弘 三重 県教員ｸﾗﾌﾞ 61m66 61m31 × 61m66 58m72 61m36 62m66 62m66

ｷﾀｳﾗ ﾋﾛﾕｷ

2 6 689 北浦　弘之 愛知 中京大クラブ 52m87 53m41 53m71 53m71 52m83 56m06 55m61 56m06

ﾐﾔﾓﾄ　ﾏｻﾋｺ

3 21 421 宮本　昌彦 長野 シナノＡＣ 50m59 48m57 50m60 50m60 53m13 54m16 × 54m16

ｵｶﾔﾏ ｻﾄｼ

4 17 876 岡山　　智 (2) 三重 国際武道大 49m08 50m80 48m42 50m80 52m69 × 51m80 52m69

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ

5 16 656 吉川　昌利 愛知 起ﾄﾞﾘｰﾑAC 46m74 49m82 47m73 49m82 49m79 51m21 50m21 51m21

ｲｻﾞﾜ ｽｸﾞﾙ

6 12 757 伊澤　　俊 愛知 浜松大 48m36 50m48 49m72 50m48 × 47m95 × 50m48

ﾀｷ ﾄﾓﾀｶ

7 2 740 瀧　　友孝 (3) 愛知 名古屋高 46m41 47m70 49m67 49m67 48m33 48m30 × 49m67

ﾀｶﾊｼ　ﾀｶﾕｷ

8 20 440 高橋　孝幸 (4) 長野 東京農業大 46m91 47m72 46m08 47m72 48m11 47m12 47m83 48m11

ｲﾉｳｴ ｱｷﾉﾘ

9 22 259 井上　明典 (3) 岐阜 福井工大 47m57 × 46m82 47m57 47m57

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ

10 11 654 宮本　英幸 愛知 岡崎ＴＦＣ 46m18 × × 46m18 46m18

ﾓﾛﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

11 15 929 諸戸　宣行 三重 ＢＥＡＳＴ 44m62 44m98 × 44m98 44m98

ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｷ

12 23 260 服部　宏輝 (3) 岐阜 岐阜大 44m88 43m62 × 44m88 44m88

ｵｸﾞﾗ　ﾀｶﾌﾐ

13 25 462 小倉　貴文 (4) 長野 松本大 × 42m71 43m70 43m70 43m70

ｲﾏｵ ﾋﾛｷ

14 18 325 今尾　浩紀 (3) 岐阜 岐南工高 40m36 × 42m83 42m83 42m83

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

15 13 832 中林　浩基 (3) 三重 三重高 × 42m82 × 42m82 42m82

ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾔ

16 8 261 山浦　雄弥 岐阜 中京学院大 × 42m19 41m42 42m19 42m19

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ

17 19 262 藤原　悠介 (2) 岐阜 岐阜経済大 × × 41m67 41m67 41m67

ｽﾐﾉ ｹｲｺﾞ

18 5 916 角野　圭吾 (3) 三重 三重中京大 41m53 × × 41m53 41m53

ﾐｳﾗ ｸﾆﾊﾙ

19 9 326 三浦　国晴 (3) 岐阜 市岐阜商高 37m51 40m18 38m20 40m18 40m18

ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾋｺ

20 7 824 関口　春彦 (3) 三重 稲生高 × 37m53 37m73 37m73 37m73

ﾖﾈｶﾜ ﾋﾛｷ

21 1 830 米川　裕貴 (3) 三重 久居高 × 36m69 37m13 37m13 37m13

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ

22 24 961 長田　龍生 (2) 三重 岐阜経済大 33m58 × 36m78 36m78 36m78

ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾉﾘ

10 69 鈴木　将哲 静岡 東海大 DNS

ﾜｸﾀﾞ　ｼｭﾝｽｹ

14 28 和久田隼佑 静岡 一球堂ＴＣ DNS

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀﾞｲｽｹ

4 58 小林　大介 静岡 国際武道大 DNS

審 判 長：山本　浩武

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 2007/9/9 8:13



男子　やり投(800g)

日本記録 (NR)           87m60     溝口　和洋 (ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ)                                      1989        

東海記録 (TR)           81m71     村上　幸史 (静岡・スズキ)                                   2005        

大会記録 (GR)           75m30     植　　　徹 (愛知・富士通)                                   1999        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾉｳ ｶｽﾞｼｹﾞ

1 12 948 恵濃　一繁 三重 日本陸送 × 65m32 63m85 65m32 66m64 69m52 × 69m52

ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾋｻ

2 23 219 髙木　俊寿 岐阜 ＨＥＲＯ 64m97 × 65m14 65m14 68m33 67m04 63m57 68m33

ｵｶｻﾞﾜ　ｶｽﾞｱｷ

3 24 15 岡澤　寿明 静岡 静岡陸協 62m83 － － 62m83 × － － 62m83

ﾊﾅｲ ｱｷﾋﾛ

4 3 748 花井　章宏 愛知 名古屋消防局 46m66 51m49 59m92 59m92 59m60 × × 59m92

ｺｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ

5 4 264 小久保辰哉 (3) 岐阜 岐阜経済大 51m85 57m81 × 57m81 57m82 59m63 × 59m63

ﾋｼﾀﾞ ﾖｼｷ

6 33 263 菱田　佳紀 (M2) 岐阜 岐阜大 57m10 57m00 59m03 59m03 57m59 59m27 × 59m27

ｵｵﾉ ｼﾉﾌﾞ

7 28 773 大野　　忍 愛知 ライズ 58m76 × 57m23 58m76 × 57m99 59m05 59m05

ｸﾎﾞ ｾｲｽｹ

8 16 933 久保　誠亮 三重 ＩseＴＣ 57m71 58m34 57m23 58m34 － － － 58m34

ｺｶﾜ ﾄﾓﾕｷ

9 20 947 粉川　朋行 三重 三重陸協 52m30 52m57 57m43 57m43 57m43

ﾀﾅｶ　ﾋﾛｱｷ

10 5 16 田中　浩章 静岡 静岡陸協 54m27 54m08 57m35 57m35 57m35

ﾊﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀ

11 8 439 鳩山　昇汰 (4) 長野 中京大 56m30 55m36 54m62 56m30 56m30

ｷﾖｶﾜ　ﾏｻｷ

12 34 130 清川　将貴 静岡 新居高 53m58 55m75 54m27 55m75 55m75

ﾅｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

13 30 960 中口　裕紀 (3) 三重 岐阜経済大 55m42 54m17 54m85 55m42 55m42

ｵｸﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

14 31 927 奥田　洋平 三重 ASSA-TC 53m90 × × 53m90 53m90

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ

15 2 327 小林　秀徳 (2) 岐阜 大垣商高 53m65 × 53m37 53m65 53m65

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾄ

16 26 828 鈴木　貴仁 (3) 三重 久居高 52m87 50m44 53m64 53m64 53m64

ﾀｶﾊｼ ﾀｶｵ

17 35 605 高橋　孝郎 (4) 愛知 愛知学院大 53m36 × 52m31 53m36 53m36

ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

18 1 85 川口　純平 静岡 富士見高 51m81 51m10 53m24 53m24 53m24

ﾜｸｲ　ﾋﾛｷ

19 6 405 涌井　洸宜 (2) 長野 飯田風越高 52m28 46m77 51m28 52m28 52m28

ﾄﾓﾀﾞ　ﾖｼｵ

20 27 420 友田　利男 長野 シナノＡＣ 51m75 × 51m08 51m75 51m75

ﾋﾗﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ

21 21 328 平松　卓浩 (3) 岐阜 多治見工高 × 51m74 51m10 51m74 51m74

ｶﾁｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

22 37 772 勝川  順平 愛知 山田高 51m29 46m74 48m81 51m29 51m29

ｲｻｼﾞ ｼｭﾝ

23 22 329 伊佐次　瞬 (2) 岐阜 美濃加茂高 50m95 45m61 45m04 50m95 50m95

ｶﾜｲ ｼｹﾞﾙ

24 13 750 河井　　茂 愛知 にっとTFC 50m77 50m70 － 50m77 50m77

ﾌｼﾞｴ ﾋﾛｷ

25 36 266 藤江　広樹 (3) 岐阜 岐阜聖徳大 × 46m76 50m54 50m54 50m54

ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ

26 32 470 斉藤　元気 (2) 長野 丸子修学館 48m25 47m73 44m28 48m25 48m25

ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾂﾀｶ

27 17 402 中村　光隆 (3) 長野 飯田工高 41m90 × 43m76 43m76 43m76

ｸﾛｲﾜ　ﾖｳﾍｲ

28 18 419 黒岩　洋平 長野 シナノＡＣ 40m04 43m62 42m89 43m62 43m62

審 判 長：山本　浩武

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
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2007年9月8日(土)・9月9日(日） 大会名 第50回東海陸上競技選手権大会 大会コード　 ０７５０１６００ トラック審判長 小池　弘文

兼　第92回日本陸上競技選手権大会予選会 競技場コード　 ２４１０１０ 跳 躍 審 判 長 河越　茂樹

投 て き 審 判 長 山本　浩武

招 集 所 審 判 長 向井　 俊哉

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 記 録 主 任 辻　　昭司

主催団体名 東海陸上競技協会・中日新聞社
女子の部
日付 種目

１００ｍ 三枝　夏季 12.52 渡邉有紀子 (2) 12.54 中村　花子 12.54 水谷　敦子 12.70 伊藤　　藍 12.75 堤　　真千 (3) 12.90 市川　華菜 (2) 12.95 猪田　有紗 (2) 12.99

風:-1.4

２００ｍ 三枝　夏季 25.26 中村　花子 25.34 今井沙緒里 (2) 25.54 世古　　和 (1) 25.59 山本　紗綾 (2) 26.02 愛敬　世菜 (2) 26.25 堤　　真千 (3) 26.36 熊澤　皆美 (3) 26.89

風:-1.3

柘植　早織 (3) 56.60 愛敬　世菜 (2) 56.60 下道　美奈 (2) 57.21 和久　洋子 59.40 平松由梨香 (2) 59.54 佐藤　愛美 (3) 59.65 山本　紗綾 (2) 59.65

峰村いずみ (2) 2.15.28 吉川　侑美 (2) 2.16.91 鈴木美津希 2.17.41 伊澤菜々花 (1) 2.17.61 市川　博子 (2) 2.19.29 小坂　奈央 (1) 2.20.06 中村真悠子 2.24.35 三好　麻里 (1) 2.26.76

山元　美駒 4.34.49 中條　宏美 (3) 4.36.08 安達　　歩 4.37.59 畑　沙也加 (3) 4.38.95 後藤亜由美 4.38.97 坂井　彩奈 4.41.27 森　知奈美 (2) 4.44.82 鈴木　沙季 (2) 4.45.71

二宮悠希乃 (2) 16.16.22 加藤　麻美 16.34.13 畑　沙也加 (3) 16.41.89 小島　理央 (2) 16.49.75 前田さやか (4) 17.07.53 石原　　芽 17.18.66 小柳津早紀 (2) 17.22.14 諸岡　里菜 (3) 17.36.66

五十嵐美香 (2) 40.22.22 野村　美貴 (2) 41.48.13 堀江　美杉 (1) 44.41.09

１００ｍＨ 山﨑由加里 13.86 安藤由加里 (3) 14.34 松下　小織 14.43 中川　佳美 (3) 14.50 桐山　智衣 (1) 14.66 田村  彩湖 14.71 萩原　千絵 (3) 14.80 鈴木　章子 15.23

風:-0.9

石田　朋美 (3) 62.05 西尾真梨子 (1) 63.30 高橋香央里 (2) 64.54 佐藤那名子 64.56 橋井　千紘 (2) 65.20 高橋　優香 (3) 68.30 東　　翔子 (2) 71.38

宇佐見紗也加 (3) 25.00.88 光田　理子 (2) 25.24.07 兼橋　志帆 25.37.44 伊藤　幸恵 25.51.55 秋葉　真弓 26.18.58 岡野　千草 26.44.14 加賀友果子 (1) 26.51.33 山室　栄美 27.10.99

48.20 48.30 48.75 49.26 49.42 49.76 50.04

  花井　沙織 (3)   青山　祐香 (3)   薮崎　真子   小椋　敦子 (1)   森本　詞織 (2)   古田　桃子 (2)   後藤　香奈 (1)

  安藤由加里 (3)   古澤　　薫 (1)   鈴木　咲子   近藤　希実 (3)   山本ひかる (2)   近藤知香恵 (2)   尾野藤　幸 (1)

  柘植　早織 (3)   下道　美奈 (2)   鳥居　桃子   青山知沙季 (3)   中村　奈央 (2)   坂本　美希 (3)   越　美彩子 (2)

  後藤　菜月 (3)   吉田　麻佑 (3)   鈴木　章子   中川　佳美 (3)   上村　　唯 (1)   清水　祐佳 (2)   市川　華菜 (2)

3.56.69 3.56.75 3.57.62 4.05.25 4.05.32 4.07.45 4.07.59 4.11.61

  髙澤　理実 (2)   吉村　美保   森　美有記 (1)   愛敬　世菜 (2)   作野　捺希 (1)   池谷　由美   眞田　詩穂 (2)   土井　麻実 (3)

  太田  英里 (2)   森島　一美   下道　美奈 (2)   大月菜穂子 (1)   世古　　和 (1)   鈴木　詩織   平松由梨香 (2)   成田　幸代 (3)

  渡邉まなみ (2)   林　加世子   熊澤　知夏 (1)   若松　　愛 (2)   森田菜津紀 (1)   小林　由季   渡辺　知紗 (2)   掛布　里美 (3)

  安保　真衣 (1)   大沼　芽生   浅野江梨奈 (2)   伊藤みさき (1)   野田　貴恵 (2)   佐藤那名子   前田真里奈 (1)   樋口　光華 (3)

日高　里子 1m70 竹内　梨里 (3) 1m70 高村　知里 1m65 河澄　真子 (2) 1m60 浅井　奈央 (2) 1m60 河合　玲美 (1) 1m55

松下　小織 1m65 佐藤ゆりあ (3) 1m60

前田　朋子 3m80 尾上　裕香 3m70 横井恵里香 (1) 3m40 青島　綾子 3m30 鈴木　詩織 3m20 髙木　桃子 3m20 田中　明莉 (3) 3m10 小林　　翠 (2) 2m80

三澤　涼子 5m84 +0.7 水谷　敦子 5m71 0.0 賀川　綾子 (3) 5m70 +0.6 吉田　麻佑 (3) 5m70 +1.2 廣川美沙紀 (3) 5m41 0.0 深谷　実咲 (3) 5m31 +1.1 宮坂　　楓 (3) 5m26 +0.5 桐山　智衣 (1) 5m25 -0.1

三澤　涼子 12m89 +2.1 吉田　麻佑 (3) 12m52 +1.5 谷澤　陽子 12m21 +0.7 田澤　　愛 (3) 11m67 +0.3 小川　詩織 11m33 +2.2 新谷美久帆 (3) 11m19 +1.1 水谷　綾香 (3) 11m14 +2.0 浅井　奈央 (2) 10m97 +2.0

砲丸投 竹山　知佳 13m50 茂山　千尋 (3) 13m32 伊川　綾子 (3) 13m05 伊藤　有可 11m60 加藤　博子 (1) 11m43 西井　春菜 (2) 11m42 伊東亜優美 (2) 11m31 羽田野真由 (3) 11m10

4.000ｋｇ

円盤投 成瀬美代子 45m84 渡辺真佑子 42m96 竹山　知佳 41m19 加藤　千枝 (3) 40m21 鈴木和佳絵 38m74 井出美有紀 37m33 加藤　由記 36m63 菅原はるか 35m75

1.000kg

ハンマー投 加藤　晴香 (2) 46m10 合澤  理絵 45m79 髙木　　霞 (3) 41m16 赤嶺　　愛 (2) 40m76 川口　佳恵 40m42 佐藤　絢香 (2) 39m07 梶浦友加里 (3) 38m89 伊川　綾子 (3) 38m54

4.000kg

棚瀬　由貴 (1) 42m79 大野真由美 42m77 小山菜都子 (3) 42m42 坂　　　瞳 (3) 41m87 東野　麻衣 41m13 加藤　千枝 (3) 40m41 國仲美沙紀 (2) 40m02 川島　まり 39m22

陸協名

静岡：磐田農業高

愛知：中京大中京高

愛知：東浦中

6位

三重：宇治山田商高

長野：塩尻志学館

9月9日

9月8日

４００ｍ

9月8日

9月9日

決　勝　一　覧　表
期　日

愛知：愛知淑徳高

岐阜：県岐阜商高 静岡：東海大翔洋高 愛知：中京大中京高 三重：皇學館高 三重：津商高 愛知：岡崎城西高

岐阜：県岐阜商高

愛知：岡崎城西高

三重：久居高 愛知：中京大クラブ 愛知：津島北高 愛知：起工高 岐阜：岐阜教員中濃 愛知：津島北高 愛知：起工高 三重：稲生高

静岡：浜松湖南高

長野：長野工高 長野：屋代高

長野：ﾔﾏﾄﾔTC 岐阜：県岐阜商高 岐阜：COLORS 長野：松本深志高 愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC 三重：伊勢高 三重：関西大

静岡：磐田農業高 愛知：中京大 静岡：磐田農業高 静岡：磐田農業高

愛知：小島プレス 静岡：日大三島高

三重：皇學館大

三重：愛知教育大 岐阜：市岐阜商高 岐阜：美濃加茂高

愛知：豊川高 三重：四日市商高愛知：豊川高 愛知：豊川 三重：宇治山田商高 岐阜：中津商高 三重：椙山女大

岐阜：岐阜大

三重：高田短大 静岡：磐田北高

岐阜：県岐阜商高 愛知：中京大クラブ

三重：宇治山田商高三重：桑名高

静岡：静岡大岐阜：県岐阜商高三重：桑名高愛知：至学館高 岐阜：大垣北高愛知：安城学園高三重：津高

長野：岡谷東部中 岐阜：県岐阜商高

静岡：スズキ 三重：宇治山田商高 静岡：スズキ 静岡：スズキ 岐阜：県岐阜商高 岐阜：岐阜高

静岡：東海大翔洋高

静岡：早稲田大

岐阜：COLORS 愛知：名古屋西高 岐阜：県岐阜商高 長野：長野吉田高

7位2位 4位 5位 8位1位 3位

9月9日

9月8日

9月9日

9月8日

9月8日

４×４００ｍＲ

走幅跳

やり投

８００ｍ

５０００ｍ

１００００ｍ

４×１００ｍＲ

４００ｍＨ

１５００ｍ

５０００ｍＷ

長野：ﾔﾏﾄﾔTC

9月8日 走高跳

9月9日

9月8日

9月8日

棒高跳

三段跳

愛知：中京大クラブ

三重：宇治山田商高 三重：稲生高 静岡：日大三島高 愛知：豊川工高 愛知：惟信高 愛知：至学館高

岐阜：COLORS 静岡：静岡大 三重：宇治山田商高 愛知：岡崎城西高

三重：津商高

三重：ASSA-TC

愛知：至学館高

静岡：浜松湖南高

岐阜：大垣北高三重：宇治山田商高

愛知：豊川高 長野：松本深志高

長野：松本蟻ヶ崎

岐阜：中津恵那北

愛知：中京女子大長野：ﾔﾏﾄﾔTC

長野：ﾔﾏﾄﾔTC 三重：ASSA-TC

愛知：桜花学園高長野：長野吉田高

愛知：椙山女学園大 愛知：愛知淑徳高

愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC 愛知：至学館高 静岡：静岡陸協 愛知：中京大中京高

岐阜：大垣東高静岡：常葉菊川高

愛知：岡崎城西高

三重：津高

岐阜：日本体育大

三重：大阪体育大 愛知：小島プレス 三重：津商高 三重：稲生高

三重：三重高校教 三重：県教員ｸﾗﾌﾞ 静岡：浜松湖南高 愛知：至学館高 静岡：藤枝明誠高 静岡：日本女子体大 静岡：磐田農業高 愛知：愛知教育大

愛知：愛知教育大 愛知：至学館高 愛知：至学館高 静岡：静岡陸協

愛知：中京大中京高

愛知：至学館高

愛知：岡崎城西高愛知：トヨタ自動車 愛知：至学館高

静岡：静岡陸協

愛知：瑞陵高 愛知：トヨタ自動車

9月8日

9月8日

9月9日

静岡：浜松商高

愛知：トヨタ自動車

長野：丸子修学館愛知：名城大附高 愛知：中京大中京高 三重：福岡大

岐阜：県岐阜商高 愛知：津島北高

9月9日

9月9日

9月8日

三重：桑名高 三重：宇治山田商高 静岡：浜松商高

静岡：静岡大

9月9日



女子　１００ｍ

日本記録 (NR)           11.36     二瓶　秀子 (福島大)                                         2001        
東海記録 (TR)           11.45     鈴木　亜弓 (静岡・スズキ)                                   2004        
大会記録 (GR)           11.75     島崎　亜弓 (愛知・中央大)                                   1999        

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

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｺ 岐阜 ｲﾄｳ　　ｱｲ 静岡
1 3 201 水谷　敦子 COLORS 12.24 Q 1 7 12 伊藤　　藍 静岡大 12.91 Q

ﾐｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ 長野 ｲﾘﾔﾏ ﾚｲｻ 三重
2 6 464 三枝　夏季 ﾔﾏﾄﾔTC 12.37 q 2 3 904 入山　怜紗 (3) 皇學館高 12.98

ﾂﾂﾐ ﾏﾁ 三重 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾕﾘ 静岡
3 4 891 堤　　真千 (3) 宇治山田商高 12.60 q 3 2 54 山本真佑李 静岡市立高 13.06

ﾀﾐ　ﾕﾘｴ 静岡 ｸﾏｶﾞｲ　ｶｵﾘ 長野
4 7 46 田見有里恵 清水商高 12.68 4 6 463 熊谷　香織 ﾔﾏﾄﾔTC 13.51

ｶﾄｳ ﾐﾅ 岐阜 ｾｷ　ﾏﾕ 長野
5 2 205 加藤　美菜 (2) 中京女子大 12.90 5 8 402 関　　真優 (3) 芦原中 13.69

ｶﾜｶﾐ　ﾏﾄﾞｶ 長野 ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重
6 8 461 川上　円佳 (3) 竜峡中 13.60 5 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 DNS

ﾏｴｶﾞﾜ ﾅｵ 愛知 ｺﾞﾐｮｳ ﾖｼｴ 愛知
5 724 前川　奈央 (2) 三好高 DNS 4 638 五明　淑恵 小島プレス 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

ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 愛知
1 3 626 市川　華菜 (2) 岡崎城西高 12.49 Q 1 7 669 渡邉有紀子 (2) 中京女子大 12.42 Q

ｲﾉﾀﾞ　ｱﾘｻ 長野 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ 三重
2 7 445 猪田　有紗 (2) 松本蟻ヶ崎 12.62 q 2 2 931 中村　花子 ASSA-TC 12.43 q

ﾌﾙﾀ ﾓﾓｺ 三重 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｶ 岐阜
3 6 861 古田　桃子 (2) 津商高 12.97 3 6 229 青山　祐香 (3) 県岐阜商高 12.80

ｱﾗﾀﾆ ﾐｶ 愛知 ﾌｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐ 岐阜
2 637 新谷　美佳 小島プレス DNS 4 5 231 深川　雅美 (3) 関商工高 13.22

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｶ 愛知 ﾅｶｵ ﾐﾉﾘ 三重
5 671 長崎　由佳 (1) 中京大 DNS 3 857 中尾美乃梨 (2) 津商高 DNS

ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 岐阜 ｶﾜﾗｻﾞｷ ｶｵﾘ 愛知
4 230 吉田　麻佑 (3) 県岐阜商高 DNS 4 718 河原崎可央里 (2)日本体育大 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ 長野

1 9 464 三枝　夏季 ﾔﾏﾄﾔTC 12.52
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 愛知

2 4 669 渡邉有紀子 (2) 中京女子大 12.54
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ 三重

3 3 931 中村　花子 ASSA-TC 12.54
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｺ 岐阜

4 7 201 水谷　敦子 COLORS 12.70
ｲﾄｳ　　ｱｲ 静岡

5 6 12 伊藤　　藍 静岡大 12.75
ﾂﾂﾐ ﾏﾁ 三重

6 8 891 堤　　真千 (3) 宇治山田商高 12.90
ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 愛知

7 5 626 市川　華菜 (2) 岡崎城西高 12.95
ｲﾉﾀﾞ　ｱﾘｻ 長野

8 2 445 猪田　有紗 (2) 松本蟻ヶ崎 12.99

風:  -1.4

風:  +2.2 風:  +0.1

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  -0.2 風:  -3.0

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 2007/9/9 19:00



女子　２００ｍ

日本記録 (NR)           23.33     信岡沙希重 (ミズノ)                                         2004        
東海記録 (TR)           23.48     中村　宝子 (静岡・浜松西高)                                 2006        
大会記録 (GR)           24.45     吉村　美紀 (岐阜・市岐阜商高)                               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

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ 三重 ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 長野
1 2 931 中村　花子 ASSA-TC 25.19 Q 1 4 464 三枝　夏季 ﾔﾏﾄﾔTC 25.18 Q

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 岐阜 ｱｲｷｮｳ ｾﾅ 三重
2 5 232 山本　紗綾 (2) 大垣北高 25.48 q 2 2 801 愛敬　世菜 (2) 桑名高 25.85 q

ｸﾏｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 岐阜 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 三重
3 3 202 熊澤　皆美 (3) 中津恵那北 25.92 q 3 5 908 中村　奈央 (2) 皇學館高 26.07

ﾅｶｵ ﾐﾉﾘ 三重 ﾐﾅﾐｼﾏ　ｱﾔﾉ 長野
4 7 857 中尾美乃梨 (2) 津商高 25.92 4 7 406 南島　彩乃 (2) 飯田風越高 26.48

ﾊﾔﾉ ｱﾔｶ 岐阜 ｷﾑﾗ　ﾘﾎ 長野
5 6 235 早野　綾夏 (2) 中津商高 26.17 5 8 411 木村　里穂 (3) 上田第五中 27.14

ﾅｶﾀ ﾁｱｷ 長野 ｲﾄｳ　　ｱｲ 静岡
4 429 仲田　千秋 (1) 中京女子大 DNS 3 12 伊藤　　藍 静岡大 DNS

ｼﾓﾐﾁ ﾐﾅ 岐阜
6 233 下道　美奈 (2) 県岐阜商高 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

ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重 ｲﾏｲ ｻｵﾘ 愛知
1 3 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 25.48 Q 1 6 653 今井沙緒里 (2) 至学館高 24.77 Q

ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 岐阜 ﾂﾂﾐ ﾏﾁ 三重
2 8 234 松本　望路 (1) 県岐阜商高 26.34 2 3 891 堤　　真千 (3) 宇治山田商高 25.70 q

ﾀﾅｶ ﾕﾘ 長野 ｲﾉﾀﾞ　ｱﾘｻ 長野
3 2 414 田中　結理 (3) 北佐久農高 26.91 3 2 445 猪田　有紗 (2) 松本蟻ヶ崎 25.95

ｶﾜｶﾐ　ﾏﾄﾞｶ 長野 ﾐｼﾏ ﾕｶ 岐阜
4 5 461 川上　円佳 (3) 竜峡中 27.41 4 8 206 三島　夕佳 (1) 都留文科大 26.03

ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 三重 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｽｶ 静岡
6 802 愛敬　麻矢 (1) 桑名高 DNS 5 4 103 渡辺明日香 静岡市立商高 26.30

ｱﾗﾀﾆ ﾐｶ 愛知 ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅ 岐阜
4 637 新谷　美佳 小島プレス DNS 6 7 236 澤田　真那 (2) 長良高 26.36

ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 愛知 ﾑﾗﾀ ﾚｲﾔ 岐阜
7 626 市川　華菜 (2) 岡崎城西高 DNS 7 5 347 村田　怜矢 (3) 大垣東中 26.57

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 長野

1 7 464 三枝　夏季 ﾔﾏﾄﾔTC 25.26
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ 三重

2 6 931 中村　花子 ASSA-TC 25.34
ｲﾏｲ ｻｵﾘ 愛知

3 5 653 今井沙緒里 (2) 至学館高 25.54
ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重

4 4 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 25.59
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 岐阜

5 2 232 山本　紗綾 (2) 大垣北高 26.02
ｱｲｷｮｳ ｾﾅ 三重

6 3 801 愛敬　世菜 (2) 桑名高 26.25
ﾂﾂﾐ ﾏﾁ 三重

7 8 891 堤　　真千 (3) 宇治山田商高 26.36
ｸﾏｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 岐阜

8 9 202 熊澤　皆美 (3) 中津恵那北 26.89

風:  -1.3

風:  0.0 風:  +0.6

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +0.8 風:  +1.5

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 2007/9/9 8:22



女子　４００ｍ

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

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 2007/9/9 19:00



女子　８００ｍ

日本記録 (NR)           2.00.45   杉森　美保 (京セラ)                                         2005        
東海記録 (TR)           2.03.21   松島　朋子 (愛知・東海銀行)                                 2001        
大会記録 (GR)           2.07.54   松島　朋子 (愛知・ＵＦＪ銀行)                               2001        

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

ｲｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 愛知 ｺｻｶ ﾅｵ 三重
1 8 697 伊澤菜々花 (1) 豊川高 2.16.42 Q 1 2 939 小坂　奈央 (1) 高田短大 2.18.98 Q

ﾐﾈﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 長野 ﾅｶﾑﾗ　ﾏﾕｺ 静岡
2 5 438 峰村いずみ (2) 長野吉田高 2.16.81 Q 2 3 69 中村真悠子 磐田北高 2.20.04 Q

ｽｽﾞｷ　ﾐﾂﾞｷ 静岡 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ 岐阜
3 4 92 鈴木美津希 浜松湖南高 2.17.59 q 3 4 239 杉山　　舞 (2) 岐阜北高 2.21.60

ﾐﾖｼ ﾏﾘ 三重 ｻﾉ　ｴﾘﾅ 静岡
4 9 864 三好　麻里 (1) 津商高 2.19.06 q 4 7 104 佐野恵里奈 富士宮北高 2.22.35

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾑﾗｻｷ 岐阜 ﾀﾅｶ ﾏﾘ 岐阜
5 3 240 橋爪　　紫 (2) 長良高 2.23.32 5 9 242 田中　麻里 (1) 岐阜高専 2.22.83

ｴﾋﾞ ｻﾔｶ 岐阜 ｽﾜﾍﾞ　ｱｽﾞｻ 静岡
6 6 335 衣斐さやか (3) 赤坂中 2.24.15 6 5 26 諏訪部　梓 沼津西高 2.23.05

ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 三重 ｶﾜｷﾀ ﾎﾅﾐ 三重
7 2 892 中村　友紀 (3) 宇治山田商高2.26.87 7 8 847 川北ほなみ (2) 津商高 2.23.81

ｶｼﾞﾀ ｻｷ 岐阜 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ 三重
7 243 梶田　早紀 (1) 中津商高 DNS 8 6 835 林　真奈美 (2) 津高 2.24.52

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ 愛知
1 3 620 吉川　侑美 (2) 桜花学園高 2.20.03 Q

ｲﾁｶﾜ　ﾋﾛｺ 長野
2 7 451 市川　博子 (2) 松本深志高 2.20.23 Q

ﾜｸ　ﾖｳｺ 静岡
3 4 13 和久　洋子 静岡大 2.21.14

ｽｽﾞｷ ﾘｻ 愛知
4 2 602 鈴木　梨沙 愛知学院大 2.22.91

ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 三重
5 6 898 森田菜津紀 (1) 宇治山田商高2.24.35

ｻｶｷ ﾐｻｷ 三重
6 9 814 榊　　美咲 (2) 四日市高 2.31.18

ﾁﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 三重
7 5 856 珍道　麻衣 (2) 津商高 2.34.89

ｸﾆｴﾀﾞ ﾅﾎ 岐阜
8 241 國枝　奈穗 (1) 大垣北高 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾈﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 長野

1 6 438 峰村いずみ (2) 長野吉田高 2.15.28
ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ 愛知

2 4 620 吉川　侑美 (2) 桜花学園高 2.16.91
ｽｽﾞｷ　ﾐﾂﾞｷ 静岡

3 9 92 鈴木美津希 浜松湖南高 2.17.41
ｲｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 愛知

4 7 697 伊澤菜々花 (1) 豊川高 2.17.61
ｲﾁｶﾜ　ﾋﾛｺ 長野

5 2 451 市川　博子 (2) 松本深志高 2.19.29
ｺｻｶ ﾅｵ 三重

6 5 939 小坂　奈央 (1) 高田短大 2.20.06
ﾅｶﾑﾗ　ﾏﾕｺ 静岡

7 8 69 中村真悠子 磐田北高 2.24.35
ﾐﾖｼ ﾏﾘ 三重

8 3 864 三好　麻里 (1) 津商高 2.26.76

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 2007/9/9 8:20



女子　１５００ｍ

日本記録 (NR)           4.07.86   小林祐梨子 (須磨学園高)                                     2006        
東海記録 (TR)           4.14.28   川島亜希子 (愛知・東海銀行)                                 1997        
大会記録 (GR)           4.18.99   川島亜希子 (愛知・東海銀行)                                 1997        

予選  2組5着+2

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊﾀ ｻﾔｶ 三重 ｺﾞﾄｳ　ｱﾕﾐ 静岡
1 1 896 畑　沙也加 (3) 宇治山田商高4.41.94 Q 1 2 7 後藤亜由美 スズキ 4.40.09 Q

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ 愛知 ｻｶｲ　ｱﾔﾅ 静岡
2 13 667 山元　美駒 椙山女学園大4.42.08 Q 2 12 9 坂井　彩奈 スズキ 4.40.20 Q

ｱﾀﾞﾁ　ｱﾕﾐ 静岡 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾋﾛﾐ 愛知
3 5 8 安達　　歩 スズキ 4.43.02 Q 3 11 605 中條　宏美 (3) 愛知淑徳高 4.40.33 Q

ﾀｹﾀﾞ ﾁｴﾐ 愛知 ｲﾄｳ ﾌｷ 三重
4 6 721 武田知江美 (3) 光ヶ丘女高 4.43.04 Q 4 1 845 伊藤　ふき (2) 津商高 4.40.75 Q

ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 三重 ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 三重
5 3 938 前田さやか (4) 椙山女大 4.48.36 Q 5 7 898 森田菜津紀 (1) 宇治山田商高4.41.43 Q

ﾌｸｻﾞﾜ　ｼﾎ 長野 ﾓﾘ ﾁﾅﾐ 岐阜
6 10 416 福沢　志穂 (2) 駒ヶ根東中 4.51.93 6 5 244 森　知奈美 (2) 県岐阜商高 4.41.70 q

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾑﾗｻｷ 岐阜 ｽｽﾞｷ ｻｷ 岐阜
7 7 240 橋爪　　紫 (2) 長良高 4.51.95 7 8 247 鈴木　沙季 (2) 岐阜高 4.42.11 q

ｶﾄｳ ｱｻﾐ 愛知 ﾓﾛｵｶ ﾘﾅ 三重
11 694 加藤　麻美 (2) 豊川高 DNS 8 6 823 諸岡　里菜 (3) 四日市商高 4.43.74

ﾊﾅｵｶ ｻﾔ 愛知 ｶﾜｷﾀ ﾎﾅﾐ 三重
9 682 花岡　紗耶 (2) 中京大中京高 DNS 9 13 847 川北ほなみ (2) 津商高 4.53.93

ｲﾅｶﾞｷ ｻｴｶ 愛知 ｺｻｶ ﾅｵ 三重
12 680 稲垣　冴佳 (2) 中京大中京高 DNS 10 939 小坂　奈央 (1) 高田短大 DNS

ﾀｹｳﾁ ﾁｻﾄ 岐阜 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｷﾉ 愛知
2 245 竹内　千智 (2) 中津商高 DNS 9 695 二宮悠希乃 (2) 豊川高 DNS

ｺｼﾞﾏ ﾘｵ 岐阜 ｵｸﾀﾞ ﾜｶﾅ 愛知
8 248 小島　理央 (2) 中津商高 DNS 3 698 奥田和佳奈 (2) 豊川工高 DNS

ﾅｶﾊﾗ ﾏｲ 岐阜 ｼﾓﾔﾏ ﾏｵ 岐阜
4 336 中原　　舞 (3) 大垣東中 DNS 4 246 下山　真央 (2) 中津商高 DNS

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ 愛知

1 11 667 山元　美駒 椙山女学園大4.34.49
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾋﾛﾐ 愛知

2 7 605 中條　宏美 (3) 愛知淑徳高 4.36.08
ｱﾀﾞﾁ　ｱﾕﾐ 静岡

3 8 8 安達　　歩 スズキ 4.37.59
ﾊﾀ ｻﾔｶ 三重

4 3 896 畑　沙也加 (3) 宇治山田商高4.38.95
ｺﾞﾄｳ　ｱﾕﾐ 静岡

5 10 7 後藤亜由美 スズキ 4.38.97
ｻｶｲ　ｱﾔﾅ 静岡

6 4 9 坂井　彩奈 スズキ 4.41.27
ﾓﾘ ﾁﾅﾐ 岐阜

7 6 244 森　知奈美 (2) 県岐阜商高 4.44.82
ｽｽﾞｷ ｻｷ 岐阜

8 9 247 鈴木　沙季 (2) 岐阜高 4.45.71
ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 三重

9 5 898 森田菜津紀 (1) 宇治山田商高4.47.24
ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 三重

10 1 938 前田さやか (4) 椙山女大 4.47.48
ｲﾄｳ ﾌｷ 三重

11 2 845 伊藤　ふき (2) 津商高 4.48.57
ﾀｹﾀﾞ ﾁｴﾐ 愛知

12 12 721 武田知江美 (3) 光ヶ丘女高 5.02.70

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 2007/9/9 19:00



女子　５０００ｍ

日本記録 (NR)           14.53.22  福士加代子 (ワコール)                                       2005        
東海記録 (TR)           15.20.75  大南　博美 (愛知・ＵＦＪ銀行)                               2004        
大会記録 (GR)           16.05.11  川島亜希子 (愛知・東海銀行)                                 1997        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆﾉﾐﾔ ﾕｷﾉ 愛知

1 9 695 二宮悠希乃 (2) 豊川高 16.16.22
ｶﾄｳ ｱｻﾐ 愛知

2 13 694 加藤　麻美 豊川 16.34.13
ﾊﾀ ｻﾔｶ 三重

3 7 896 畑　沙也加 (3) 宇治山田商高16.41.89
ｺｼﾞﾏ ﾘｵ 岐阜

4 4 248 小島　理央 (2) 中津商高 16.49.75
ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 三重

5 11 938 前田さやか (4) 椙山女大 17.07.53
ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾑ 愛知

6 5 678 石原　　芽 中京大中京高17.18.66
ｵﾔｲｽﾞ ｻｷ 愛知

7 1 696 小柳津早紀 (2) 豊川高 17.22.14
ﾓﾛｵｶ ﾘﾅ 三重

8 12 823 諸岡　里菜 (3) 四日市商高 17.36.66
ｻﾜﾑﾗ ｱｻｶ 岐阜

9 8 249 澤村　麻花 (2) 関商工高 17.59.77
ｲﾅｶﾞｷ ﾕﾘ 三重

10 2 820 稲垣　友理 (3) 四日市商高 18.00.64
ｲﾝﾅﾝ ﾕﾘｺ 三重

15 821 院南有里子 (3) 四日市商高 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ 愛知

10 667 山元　美駒 椙山女学園大 DNS
ｺﾔﾏ ﾐﾁﾖ 愛知

6 710 小山　倫代 名古屋大 DNS
ﾀｹﾀﾞ ﾁｴﾐ 愛知

3 721 武田知江美 (3) 光ヶ丘女高 DNS
ｼﾓﾔﾏ ﾏｵ 岐阜

14 246 下山　真央 (2) 中津商高 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)
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 2007/9/9 8:19



女子　１００００ｍ

日本記録 (NR)           30.48.89  渋井　陽子 (三井住友海上)                                   2002        
東海記録 (TR)           31.35.18  大南　博美 (愛知・トヨタ車体)                               2005        
大会記録 (GR)           32.37.11  杉浦　明子 (愛知・東海銀行)                                 1991        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｶ 三重

1 2 921 五十嵐美香 (2) 愛知教育大 40.22.22
ﾉﾑﾗ ﾐｷ 岐阜

2 1 250 野村　美貴 (2) 市岐阜商高 41.48.13
ﾎﾘｴ ﾐｽｷﾞ 岐阜

3 3 251 堀江　美杉 (1) 美濃加茂高 44.41.09

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  2007/9/9 18:59



女子　１００ｍＨ(0.840m)

日本記録 (NR)           13.00     金澤イボンヌ (佐田建設)                                     2000        
東海記録 (TR)           13.02     池田久美子 (静岡・スズキ)                                   2007        
大会記録 (GR)           13.64     平出奈津子 (岐阜・岐阜陸協)                                 2003        

予選  5組1着+3
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

ﾔﾏｻｷ ﾕｶﾘ 愛知 ｽｽﾞｷ　ｱｷｺ 静岡
1 4 641 山﨑由加里 さかえｸﾘﾆｯｸ 14.18 Q 1 3 40 鈴木　章子 東海大翔洋高 15.11 Q

ﾅｶｼﾏ ｱｷ 岐阜 ｳｴﾉ　ｱﾔｶ 静岡
2 6 254 中島　亜季 (1) 長良高 16.10 2 4 14 上野　綾香 静岡大 15.18

ﾊｼｲ　ﾁﾋﾛ 長野 ﾊﾁﾔ ｼﾎ 愛知
3 5 460 橋井　千紘 (2) 丸子修学館 16.48 3 5 614 蜂矢　志穂 (2) 一宮西高 15.57

ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘｾ 三重 ﾄﾞｳｻﾞｷ ﾕｷ 三重
4 8 854 神成　理世 (1) 津商高 16.61 4 6 824 堂嵜　優希 (2) 神戸高 16.32

ﾊｼﾓﾄ ｻｵﾘ 三重 ﾄﾐﾀﾞ ｱｱｺ 岐阜
5 2 909 橋本紗緒里 (2) 皇學館高 17.92 5 2 255 富田阿亜子 (2) 大垣工高 17.66

ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｺ 愛知 ﾑﾗﾏﾂ　ｱｻﾐ 静岡
3 679 中川　涼子 (2) 中京大中京高 DNS 7 83 村松　麻美 浜松西高 DNS

ﾋﾀﾞ　ﾏﾅﾐ 静岡 ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｶ 長野
7 84 肥田　愛美 浜松西高 DNS 8 427 高橋　優香 (3) 塩尻志学館 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

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁｴ 岐阜 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 愛知
1 4 207 萩原　千絵 (3) 岐阜大 15.05 Q 1 7 644 安藤由加里 (3) 至学館高 14.52 Q

ｲﾄｳ　ﾐｽﾞｷ 長野 ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 岐阜
2 2 449 伊藤　瑞季 (3) 松本大 15.30 2 5 253 桐山　智衣 (1) 県岐阜商高 14.55 q

ｸﾎﾞｷ ﾕｲ 愛知 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 愛知
3 5 622 久保木　結 (2) 岡崎高 15.85 3 6 677 中川　佳美 (3) 中京大中京高 14.65 q

ｶｼﾜｷﾞ ﾐｷ 三重 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾙ 三重
4 8 846 柏木　美紀 (3) 津商高 17.35 4 3 883 山口　　薫 (2) 伊勢高 15.08

ｺﾓﾘ ﾘﾖ 岐阜 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷｺ 三重
5 7 256 小森　梨代 (2) 市岐阜商高 17.94 5 4 918 小林沙季子 (4) 鈴鹿高専 16.78

ｶﾈｺ　ｻｵﾘ 静岡 ｵｶﾀﾞ ﾅｵ 三重
3 11 金子　紗織 河合楽器 DNS 2 806 岡田　奈緒 (3) 桑名高 DNS

ﾀｹｳﾁ　ﾐﾅ 長野
6 428 竹内　美奈 (3) 信州大 DNS

5組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏﾂｼﾀ　ｻｵﾘ 静岡
1 6 1 松下　小織 静岡陸協 14.76 Q

ﾀﾑﾗ ｱﾔｺ 愛知
2 3 674 田村  彩湖 中京大クラブ 15.01 q

ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾘ 岐阜
3 4 252 有田　樹里 (2) 中津商高 15.38

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 愛知
4 7 648 島田真理子 (3) 至学館高 16.09

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ 三重
5 2 844 山本　友未 (2) 津東高 16.67

ﾅｶﾀ ｼｽﾞﾅ 長野
6 5 436 中田　倭菜 (1) 長野吉田高 17.22

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻｷ ﾕｶﾘ 愛知

1 4 641 山﨑由加里 さかえｸﾘﾆｯｸ 13.86
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 愛知

2 5 644 安藤由加里 (3) 至学館高 14.34
ﾏﾂｼﾀ　ｻｵﾘ 静岡

3 7 1 松下　小織 静岡陸協 14.43
ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 愛知

4 2 677 中川　佳美 (3) 中京大中京高 14.50
ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 岐阜

5 3 253 桐山　智衣 (1) 県岐阜商高 14.66
ﾀﾑﾗ ｱﾔｺ 愛知

6 8 674 田村  彩湖 中京大クラブ 14.71
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁｴ 岐阜

7 6 207 萩原　千絵 (3) 岐阜大 14.80
ｽｽﾞｷ　ｱｷｺ 静岡

8 9 40 鈴木　章子 東海大翔洋高 15.23

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  -1.5 風:  -0.8

風:  -0.9

風:  -3.8 風:  +2.3

風:  -2.6

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 2007/9/9 19:01



女子　４００ｍＨ

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
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 2007/9/9 8:19



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)
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  *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



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



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

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



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

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



女子　４×４００ｍＲ

日本記録 (NR)           3.30.17   日本 (青木・丹野・久保倉・木田)                             2007        
東海記録 (TR)           3.45.68   静岡・浜松西高 (古橋・肥田・中村・飯尾)                     2006        
大会記録 (GR)           3.49.42   愛知・愛知淑徳高 (加藤・東・木村・片山)                     1998        

予選  4組1着+4

1組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q
瑞陵高 3.58.70 桑名高 4.03.90 津高 4.04.00
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

ﾀｶｻﾜ ﾘﾐ ｱｲｷｮｳ ｾﾅ ｻﾅﾀﾞ ｼﾎ
1 666 髙澤　理実 (2) 瑞陵高 1 801 愛敬　世菜 (2) 桑名高 1 834 眞田　詩穂 (2) 津高

ｵｵﾀ ｴﾘ ﾜｶﾏﾂ ｱｲ ﾋﾗﾏﾂ ﾕﾘｶ
2 663 太田  英里 (2) 瑞陵高 2 810 若松　　愛 (2) 桑名高 2 836 平松由梨香 (2) 津高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻ
3 661 渡邉まなみ (2) 瑞陵高 3 805 大月菜穂子 (1) 桑名高 3 839 渡辺　知紗 (2) 津高

ｱﾝﾎﾞ ﾏｲ ｲﾄｳ ﾐｻｷ ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘﾅ
4 662 安保　真衣 (1) 瑞陵高 4 804 伊藤みさき (1) 桑名高 4 837 前田真里奈 (1) 津高

4着 6ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
清水商高 4.11.80 飯田風越高 4.11.98 四日市高 4.16.23
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

ｱｶﾎﾘ　ｸﾐ ﾊﾗ　ﾏﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
1 48 赤堀　公美 清水商高 1 405 原　　舞美 (2) 飯田風越高 1 818 山田あやか (2) 四日市高

ｽｽﾞｷ　ﾁﾋﾛ ﾐﾔｻﾞﾜ　ｱﾔﾐ ﾌｼﾞﾐ ﾅｵ
2 52 鈴木　千尋 清水商高 2 408 宮澤　彩実 (2) 飯田風越高 2 817 藤見　奈央 (1) 四日市高

ｶﾄｳ　ﾕｳｷ ﾐﾅﾐｼﾏ　ﾐｽﾞｷ ｻｶｷ ﾐｻｷ
3 51 加藤　夕貴 清水商高 3 407 南島　瑞紀 (1) 飯田風越高 3 814 榊　　美咲 (2) 四日市高

ｻｶｲ　ｱﾕﾐ ﾐﾅﾐｼﾏ　ｱﾔﾉ ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾎ
4 49 坂井杏裕美 清水商高 4 406 南島　彩乃 (2) 飯田風越高 4 815 竹内　彩帆 (2) 四日市高

7着 8ﾚｰﾝ
岐阜大 4.25.90
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾞｵ ｻｸﾗ
1 228 長尾　咲良 (1) 岐阜大

ﾜｶﾔﾏ ﾕｳｺ
2 227 若山ゆう子 (2) 岐阜大

ｲｸﾀ ﾐｷ
3 223 生田　美希 (2) 岐阜大

ｶﾜｼﾘ ｻｵﾘ
4 224 川尻紗緒里 (2) 岐阜大

2組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ q 3着 7ﾚｰﾝ
愛知淑徳高 4.04.11 浜松商高 4.05.91 常葉菊川高 4.06.06
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

ﾄﾞｲ ｱｻﾐ ｲｹﾔ　ﾕﾐ ｳｴﾀﾞ　ﾉﾉｶ
1 607 土井　麻実 (3) 愛知淑徳高 1 86 池谷　由美 浜松商高 1 64 植田野々香 常葉菊川高

ﾅﾘﾀ ｻﾁﾖ ｽｽﾞｷ　ｼｵﾘ ﾑﾗﾀ　ﾏｲﾑ
2 608 成田　幸代 (3) 愛知淑徳高 2 87 鈴木　詩織 浜松商高 2 63 村田　舞夢 常葉菊川高

ｶｹﾉ ｻﾄﾐ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｷ ﾔｷﾞﾓﾄ　ｱﾝﾅ
3 606 掛布　里美 (3) 愛知淑徳高 3 88 小林　由季 浜松商高 3 66 八木本杏菜 常葉菊川高

ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｶ ｻﾄｳ　ﾅﾅｺ ｷｼﾊﾀ　ｱﾔｶ
4 609 樋口　光華 (3) 愛知淑徳高 4 85 佐藤那名子 浜松商高 4 67 岸端　彩花 常葉菊川高

4着 6ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
長良高 4.06.72 日大三島高 4.12.35 小諸高 4.14.21
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

ｲｲｵ ﾐｶ ｽｽﾞｷ　ｲﾄｲ ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾜｶｺ
1 238 飯尾　弥加 (1) 長良高 1 32 鈴木いとい 日大三島高 1 424 宮沢和香子 (2) 小諸高

ﾊﾔｼ ｶﾅｴ ﾐﾜ　ﾕﾘｺ ｳﾁﾎﾞﾘ　ﾘｮｳｺ
2 312 林　華菜江 (2) 長良高 2 31 三輪由里子 日大三島高 2 419 内堀　綾子 (3) 小諸高

ﾅｶｼﾏ ｱｷ ﾔｽﾏﾙ　ﾄﾓｶ ｶﾜﾓﾄ　ﾁﾋﾛ
3 254 中島　亜季 (1) 長良高 3 35 安丸　知佳 日大三島高 3 421 川元　千紘 (1) 小諸高

ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕﾘｶ ｶｼﾜｷﾞ　ﾘｶ
4 236 澤田　真那 (2) 長良高 4 33 渡邉ゆりか 日大三島高 4 420 柏木　梨香 (2) 小諸高

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 2007/9/9 8:19
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日本記録 (NR)           3.30.17   日本 (青木・丹野・久保倉・木田)                             2007        
東海記録 (TR)           3.45.68   静岡・浜松西高 (古橋・肥田・中村・飯尾)                     2006        
大会記録 (GR)           3.49.42   愛知・愛知淑徳高 (加藤・東・木村・片山)                     1998        

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 8ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ 3着 2ﾚｰﾝ
トヨタ自動車 4.00.48 津商高 4.07.99 丸子修学館 4.09.34
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

ﾖｼﾑﾗ ﾐﾎ ﾌﾙﾀ ﾓﾓｺ ﾐﾂｲ　ｱｶﾘ
1 708 吉村　美保 トヨタ自動車 1 861 古田　桃子 (2) 津商高 1 455 三井あかり (2) 丸子修学館

ﾓﾘｼﾏ ｶｽﾞﾐ ﾊﾗﾀﾞ ﾁｴ ｺﾐﾔﾏ　ﾕﾐｶ
2 706 森島　一美 トヨタ自動車 2 860 原田　千恵 (3) 津商高 2 456 小宮山由美香 (2) 丸子修学館

ﾊﾔｼ ｶﾖｺ ｸﾛﾀﾞ ﾕｶ ﾀｶﾊｼ　ﾐｷ
3 702 林　加世子 トヨタ自動車 3 848 黒田　有香 (3) 津商高 3 459 高橋　美紀 (3) 丸子修学館

ｵｵﾇﾏ ｲﾌﾞｷ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾎ ﾊｼｲ　ﾁﾋﾛ
4 705 大沼　芽生 トヨタ自動車 4 859 濱口　真帆 (2) 津商高 4 460 橋井　千紘 (2) 丸子修学館

4着 4ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
斐太高 4.14.47 岐阜北高 4.22.31 岐阜高 4.22.62
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

ﾐﾜ ﾋﾛﾖ ﾄﾐｼ ﾏﾘﾅ ｵﾔﾏ ﾕｶﾘ
1 326 三輪　浩世 (2) 斐太高 1 313 冨士雅理菜 (2) 岐阜北高 1 329 雄山由香利 (2) 岐阜高

ｲﾁﾉﾍ ｼｮｳｺ ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ ﾄｷ ﾌﾐｺ
2 327 一戸　頌子 (2) 斐太高 2 239 杉山　　舞 (2) 岐阜北高 2 332 土岐芙美子 (1) 岐阜高

ｵﾉ ｴﾘ ﾖｺｲ ｱｷﾅ ｶﾜｻｷ ﾕﾘｶ
3 323 小野　江理 (2) 斐太高 3 315 横井　明奈 (2) 岐阜北高 3 334 川崎友利花 (1) 岐阜高

ﾜﾀﾞ ﾁﾎ ﾌｼﾞｲ ｻｱﾔ ｳｽｲ ﾘｻ
4 328 和田　知穂 (2) 斐太高 4 314 藤井　沙彩 (2) 岐阜北高 4 330 臼井　里沙 (2) 岐阜高

DNS 6ﾚｰﾝ
至学館高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ q 3着 5ﾚｰﾝ
県岐阜商高 4.00.40 宇治山田商高 4.04.73 一宮西高 4.10.56
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

ｱｻﾉ ｴﾘﾅ ﾉﾀﾞ ｷｴ ｸﾛﾀﾞ ｻｷ
1 308 浅野江梨奈 (2) 県岐阜商高 1 894 野田　貴恵 (2) 宇治山田商高 1 616 黒田　紗希 (2) 一宮西高

ｼﾓﾐﾁ ﾐﾅ ｻｸﾉ ﾅﾂｷ ﾜｶﾔﾏ ｻｷ
2 233 下道　美奈 (2) 県岐阜商高 2 886 作野　捺希 (1) 宇治山田商高 2 619 若山　紗季 (2) 一宮西高

ﾓﾘ ﾐﾕｷ ｾｺ ﾉﾄﾞｶ ｶﾄｳ ｱﾔ
3 311 森　美有記 (1) 県岐阜商高 3 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 3 615 加藤　亜耶 (2) 一宮西高

ｺﾞﾄｳ ｱﾔ ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ ﾊﾁﾔ ｼﾎ
4 309 後藤　　彩 (2) 県岐阜商高 4 898 森田菜津紀 (1) 宇治山田商高 4 614 蜂矢　志穂 (2) 一宮西高

4着 3ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 4ﾚｰﾝ
大垣北高 4.18.63 津東高 4.21.82 稲生高 4.26.21
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

ﾅｶﾉ ﾕｶﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ ｲﾁﾑﾗ ﾚｲｶ
1 322 中野由加里 (1) 大垣北高 1 844 山本　友未 (2) 津東高 1 826 一村　玲伽 (2) 稲生高

ｻﾌﾞﾘ ｶﾖ ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘ ﾏｽｶﾜ ﾅﾂﾐ
2 320 佐部利佳世 (2) 大垣北高 2 843 山口　恵利 (2) 津東高 2 830 益川　夏実 (1) 稲生高

ﾜﾀﾞ ﾋﾄﾐ ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｷ ﾏﾙﾔ ﾘｮｳ
3 321 和田　　眸 (2) 大垣北高 3 842 森本　実咲 (2) 津東高 3 831 丸谷　　怜 (2) 稲生高

ｲﾄｳ ｱﾔｺ ﾏﾂｵｶ ﾒｸﾞﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ
4 318 伊藤　文子 (2) 大垣北高 4 841 松岡　　恵 (2) 津東高 4 832 渡辺あおい (1) 稲生高

DNS 6ﾚｰﾝ
中京大中京高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例    DNS：欠　　　場 2007/9/9 8:19



女子　４×４００ｍＲ

日本記録 (NR)           3.30.17   日本 (青木・丹野・久保倉・木田)                             2007        
東海記録 (TR)           3.45.68   静岡・浜松西高 (古橋・肥田・中村・飯尾)                     2006        
大会記録 (GR)           3.49.42   愛知・愛知淑徳高 (加藤・東・木村・片山)                     1998        

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 7ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
瑞陵高 3.56.69 トヨタ自動車 3.56.75 県岐阜商高 3.57.62
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

ﾀｶｻﾜ ﾘﾐ 愛知 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾎ 愛知 ﾓﾘ ﾐﾕｷ 岐阜
1 666 髙澤　理実 (2) 瑞陵高 1 708 吉村　美保 トヨタ自動車 1 311 森　美有記 (1) 県岐阜商高

ｵｵﾀ ｴﾘ 愛知 ﾓﾘｼﾏ ｶｽﾞﾐ 愛知 ｼﾓﾐﾁ ﾐﾅ 岐阜
2 663 太田  英里 (2) 瑞陵高 2 706 森島　一美 トヨタ自動車 2 233 下道　美奈 (2) 県岐阜商高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ 愛知 ﾊﾔｼ ｶﾖｺ 愛知 ｸﾏｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 岐阜
3 661 渡邉まなみ (2) 瑞陵高 3 702 林　加世子 トヨタ自動車 3 310 熊澤　知夏 (1) 県岐阜商高

ｱﾝﾎﾞ ﾏｲ 愛知 ｵｵﾇﾏ ｲﾌﾞｷ 愛知 ｱｻﾉ ｴﾘﾅ 岐阜
4 662 安保　真衣 (1) 瑞陵高 4 705 大沼　芽生 トヨタ自動車 4 308 浅野江梨奈 (2) 県岐阜商高

4着 3ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
桑名高 4.05.25 宇治山田商高 4.05.32 浜松商高 4.07.45
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

ｱｲｷｮｳ ｾﾅ 三重 ｻｸﾉ ﾅﾂｷ 三重 ｲｹﾔ　ﾕﾐ 静岡
1 801 愛敬　世菜 (2) 桑名高 1 886 作野　捺希 (1) 宇治山田商高 1 86 池谷　由美 浜松商高

ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ 三重 ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重 ｽｽﾞｷ　ｼｵﾘ 静岡
2 805 大月菜穂子 (1) 桑名高 2 888 世古　　和 (1) 宇治山田商高 2 87 鈴木　詩織 浜松商高

ﾜｶﾏﾂ ｱｲ 三重 ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 三重 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｷ 静岡
3 810 若松　　愛 (2) 桑名高 3 898 森田菜津紀 (1) 宇治山田商高 3 88 小林　由季 浜松商高

ｲﾄｳ ﾐｻｷ 三重 ﾉﾀﾞ ｷｴ 三重 ｻﾄｳ　ﾅﾅｺ 静岡
4 804 伊藤みさき (1) 桑名高 4 894 野田　貴恵 (2) 宇治山田商高 4 85 佐藤那名子 浜松商高

7着 9ﾚｰﾝ 8着 5ﾚｰﾝ
津高 4.07.59 愛知淑徳高 4.11.61
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

ｻﾅﾀﾞ ｼﾎ 三重 ﾄﾞｲ ｱｻﾐ 愛知
1 834 眞田　詩穂 (2) 津高 1 607 土井　麻実 (3) 愛知淑徳高

ﾋﾗﾏﾂ ﾕﾘｶ 三重 ﾅﾘﾀ ｻﾁﾖ 愛知
2 836 平松由梨香 (2) 津高 2 608 成田　幸代 (3) 愛知淑徳高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻ 三重 ｶｹﾉ ｻﾄﾐ 愛知
3 839 渡辺　知紗 (2) 津高 3 606 掛布　里美 (3) 愛知淑徳高

ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘﾅ 三重 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｶ 愛知
4 837 前田真里奈 (1) 津高 4 609 樋口　光華 (3) 愛知淑徳高

凡例    DNS：欠　　　場 2007/9/9 8:19



女子　走高跳

日本記録 (NR)           1m96      今井　美希 (ミズノ)                                         2001        

東海記録 (TR)           1m96      今井　美希 (愛知・ミズノ)                                   2001        

大会記録 (GR)           1m93      福光　久代 (静岡・大昭和)                                   1981        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾀﾞｶ ｻﾄｺ － － ○ ○ × × ○ × × ×

1 13 700 日高　里子 愛知 トヨタ自動車 1m70

ﾀｹｳﾁ ﾘﾘ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 15 643 竹内　梨里 (3) 愛知 至学館高 1m70

ﾀｶﾑﾗ　ﾁｻﾄ － － ○ ○ × × ×

3 18 15 高村　知里 静岡 静岡大 1m65

ﾏﾂｼﾀ　ｻｵﾘ － ○ ○ ○ × × ×

3 6 1 松下　小織 静岡 静岡陸協 1m65

ｶﾜｽﾐ ﾏｺ － － ○ × × ×

5 25 624 河澄　真子 (2) 愛知 岡崎城西高 1m60

ｻﾄｳ ﾕﾘｱ － ○ ○ × × ×

5 16 676 佐藤ゆりあ (3) 愛知 中京大中京高 1m60

ｱｻｲ ﾅｵ － － × ○ × × ×

7 29 625 浅井　奈央 (2) 愛知 岡崎城西高 1m60

ｶﾜｲ ﾚﾐ － × ○ × × ×

8 8 210 河合　玲美 (1) 岐阜 日本体育大 1m55

ｲｯｼｷ ﾘｻ × × ○ × ○ × × ×

9 4 903 一色　理沙 (3) 三重 皇學館高 1m55

ｳﾗﾓﾄ　ﾘｴ ○ × × ○ × × ×

10 11 27 浦元　理恵 静岡 沼津西高 1m55

ｻﾄｳ ﾐﾅ ○ × × ○ × × ×

10 17 267 佐藤　美菜 (2) 岐阜 大垣商高 1m55

ﾖﾄﾞ　ﾐﾕｷ ○ × × ×

12 23 24 淀　　美幸 静岡 中京女子大 1m50

ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾘ ○ × × ×

12 7 252 有田　樹里 (2) 岐阜 中津商高 1m50

ﾋﾗｺ ﾖｼｴ × ○ × × ×

14 2 829 平子　良枝 (1) 三重 稲生高 1m50

ﾎﾘ ｼﾌﾐ × ○ × × ×

14 22 268 堀　詩芙美 (1) 岐阜 多治見高 1m50

ﾀｶﾔﾅｷﾞ　ｱﾔｶ × × ○ × × ×

16 5 17 高柳　礼花 静岡 東京女子体大 1m50

ﾅｶﾆｼ ﾁﾋﾛ × × ×

20 871 中西千比呂 (1) 三重 松阪商高 NM

ﾔｶﾞﾀ ｱﾂﾞﾐ × × ×

24 899 矢形あづみ (2) 三重 宇治山田商高 NM

ｲﾁｷ ｻﾔｶ × × ×

14 914 一木沙也佳 (2) 三重 名張高 NM

ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷｺ × × ×

9 915 藤本亜希子 (2) 三重 名張桔梗丘高 NM

ｻｶﾓﾄ ﾏﾘﾅ × × ×

21 916 坂本真理奈 (1) 三重 名張西高 NM

ｶﾜｽﾐ ﾏｲ － × × ×

28 720 川澄　  舞 (3) 愛知 光ヶ丘女高 NM

ｲﾄｳ　ﾐｽﾞｷ × × ×

10 449 伊藤　瑞季 (3) 長野 松本大 NM

ﾀﾅｶ　ｻｵﾘ × × ×

27 441 田中　沙織 (2) 長野 松商学園高 NM

ｱｻﾉ ﾏﾄﾞｶ × × ×

12 269 浅野真都香 (3) 岐阜 岐阜総合高 NM

ｲｼﾊﾗ ｶｵﾘ × × ×

1 337 石原　香織 (1) 岐阜 関桜ヶ丘中 NM

ﾎﾘﾀ ﾘｻ × × ×

19 270 堀田　理紗 (3) 岐阜 吉城高 NM

ｺﾞﾄｳ ｻｴｶ × × ×

3 271 後藤　冴香 (1) 岐阜 県岐阜商高 NM

ﾔﾌﾞﾈ ﾕｲ

26 920 藪根　ゆい (1) 三重 法政大 DNS

審 判 長：河越　茂樹

記録主任：辻　　昭司

1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

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    NM：記録なし  DNS：欠　　　場 2007/9/9 20:12



女子　棒高跳

日本記録 (NR)           4m36      錦織　育子 (三慶サービス)                                   2006        

東海記録 (TR)           4m01      前田　朋子 (長野・長野陸協)                                 2005        

大会記録 (GR)           3m91      前田　朋子 (長野・中京大)                                   2004        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｺ － － － － － － － －

1 13 673 前田　朋子 愛知 中京大クラブ － － ○ × ○ × ○ × × × 3m80

ｵﾉｳｴ ﾕｳｶ － － － － － － － －

2 25 77 尾上　裕香 静岡 磐田農業高 × ○ － × × ○ ○ × × × 3m70

ﾖｺｲ ｴﾘｶ － － － － － － ○ －

3 23 672 横井恵里香 (1) 愛知 中京大 × ○ × × × 3m40

ｱｵｼﾏ　ｱﾔｺ － － － － × ○ － × ○ ○

4 12 79 青島　綾子 静岡 磐田農業高 × × × 3m30

ｽｽﾞｷ　ｼｵﾘ － － － － ○ － ○ × －

5 17 78 鈴木　詩織 静岡 磐田農業高 × × 3m20

ﾀｶｷﾞ　ﾓﾓｺ － － ○ － ○ × ○ ○ × －

6 19 80 髙木　桃子 静岡 磐田農業高 × × 3m20

ﾀﾅｶ　ﾒｲﾘ － － － － ○ × × ○ × × ×

7 27 431 田中　明莉 (3) 長野 長野工高 3m10

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾐﾄﾞﾘ － ○ ○ × × ×

8 6 462 小林　　翠 (2) 長野 屋代高 2m80

ｵｸﾞﾘ　ｻｷｺ － ○ × × ○ × × ×

9 1 81 小栗早紀子 静岡 磐田農業高 2m80

ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾎ － ○ × × ×

10 16 815 竹内　彩帆 (2) 三重 四日市高 2m60

ﾖｺｲ ｱﾝﾅ ○ ○ × × ×

10 2 681 横井　杏奈 (2) 愛知 中京大中京高 2m60

ｶﾄｳ ｱﾔﾐ × ○ ○ × × ×

12 5 211 加藤あや美 (2) 岐阜 中京女子大 2m60

ﾄｸﾏｽ　ｴﾐ ○ × ○ × × ×

13 14 100 徳増　絵美 静岡 湖西高 2m60

ｶﾈｺ ﾎﾅﾐ ○ × ○ × × ×

13 8 338 金子ほなみ (3) 岐阜 恵那東中 2m60

ﾆｼﾀﾞ ｱｷ ○ × × ×

15 18 811 西田　亜貴 (1) 三重 桑名工高 2m40

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ ○ × × ×

15 10 272 中村　衣里 (3) 岐阜 市岐阜商高 2m40

ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｺ ○ × × ×

15 21 212 内田　陽子 (1) 岐阜 中京女子大 2m40

ｶﾄｳ ｻｵﾘ × × ×

22 813 加藤　早織 (1) 三重 四日市高 NM

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ × × ×

4 818 山田あやか (2) 三重 四日市高 NM

ｳﾒﾑﾗ ﾊﾙｶ × × ×

3 822 梅村はるか (1) 三重 四日市商高 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ × × ×

15 917 中村　由貴 (2) 三重 尾鷲高 NM

ﾀｲﾗ ﾋﾛｺ － × × ×

20 933 平　　紘子 三重 三重陸協 NM

ﾏﾂﾔﾏ ﾕｶﾘ × × ×

7 725 松山由香里 (1) 愛知 三好高 NM

ｲｹﾔ　ﾏﾐ － × × ×

11 18 池谷　真美 静岡 日本女子体大 NM

ﾆｼﾀﾞ ｶﾖ

9 812 西田　佳世 (1) 三重 桑名工高 DNS

ﾖｼﾊﾗ ｱﾔ

24 689 吉原　　礼 愛知 筑波大学院 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐ

26 273 山本　笑実 (2) 岐阜 加茂高 DNS

審 判 長：河越　茂樹

記録主任：辻　　昭司
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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    NM：記録なし  DNS：欠　　　場 2007/9/9 20:13



女子　走幅跳

日本記録 (NR)           6m86      池田久美子 (スズキ)                                         2006        

東海記録 (TR)           6m86      池田久美子 (静岡・スズキ)                                   2006        

大会記録 (GR)           6m26      奥村　仁子 (静岡・光アクティス)                             1992        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｻﾜ　ﾘｮｳｺ × 5m46 5m62 5m62 5m64 5m67 5m84 5m84

1 27 466 三澤　涼子 長野 ﾔﾏﾄﾔTC 0.0 +0.7 +0.7 -0.4 -1.8 +0.7 +0.7

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｺ 5m69 5m71 5m63 5m71 5m57 5m70 × 5m71

2 16 201 水谷　敦子 岐阜 COLORS 0.0 0.0 +0.1 0.0 +1.0 +0.9 0.0

ｶｶﾞﾜ ｱﾔｺ 5m69 × 5m70 5m70 5m59 5m51 5m50 5m70

3 5 711 賀川　綾子 (3) 愛知 名古屋西高 +0.5 +0.6 +0.6 +0.7 -1.3 -0.1 +0.6

ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 5m51 5m50 5m70 5m70 5m45 5m67 5m62 5m70

4 15 230 吉田　麻佑 (3) 岐阜 県岐阜商高 +0.1 0.0 +1.2 +1.2 -0.2 -0.6 -0.7 +1.2

ﾋﾛｶﾜ ﾐｻｷ 5m14 5m41 5m17 5m41 5m21 5m12 × 5m41

5 19 437 廣川美沙紀 (3) 長野 長野吉田高 +0.1 0.0 -0.1 0.0 +0.3 +0.6 0.0

ﾌｶﾔ ﾐｻｷ 5m31 5m20 5m25 5m31 5m14 5m20 5m24 5m31

6 3 719 深谷　実咲 (3) 愛知 東浦中 +1.1 0.0 +0.8 +1.1 -0.8 -0.8 -0.1 +1.1

ﾐﾔｻｶ　ｶｴﾃﾞ × 5m19 5m26 5m26 4m88 5m16 5m24 5m26

7 26 413 宮坂　　楓 (3) 長野 岡谷東部中 0.0 +0.5 +0.5 -0.6 -1.1 -0.7 +0.5

ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 5m25 × 5m18 5m25 － － － 5m25

8 22 253 桐山　智衣 (1) 岐阜 県岐阜商高 -0.1 0.0 -0.1 -0.1

ﾀﾑﾗ ｱﾔｺ 5m19 5m24 5m19 5m24 5m24

9 18 674 田村  彩湖 愛知 中京大クラブ +0.1 +0.7 0.0 +0.7 +0.7

ｲｹｶﾞﾔ　ﾏﾅ × 5m03 5m21 5m21 5m21

10 17 61 池谷　真奈 静岡 榛原高 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾑﾗﾀ ﾚｲﾔ 5m20 3m46 4m97 5m20 5m20

11 11 347 村田　怜矢 (3) 岐阜 大垣東中 +0.9 +0.2 +0.4 +0.9 +0.9

ﾋﾗｺ ﾁｴ 4m36 × 5m20 5m20 5m20

12 8 275 平子　千恵 (2) 岐阜 恵那南高 0.0 +0.4 +0.4 +0.4

ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ 5m15 × × 5m15 5m15

13 21 910 森本　詞織 (2) 三重 皇學館高 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏｳﾁ ｱﾝｼﾞｭ 5m14 5m06 5m01 5m14 5m14

14 6 274 山内　杏珠 (2) 岐阜 恵那高 +1.3 +0.2 +0.6 +1.3 +1.3

ﾅｶﾑﾗ　ﾏﾘｺ × 4m97 5m09 5m09 5m09

15 12 442 中村真梨子 (2) 長野 松代高 -0.2 +0.4 +0.4 +0.4

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 4m88 × 5m03 5m03 5m03

16 25 936 中村　祐子 (3) 三重 一志中 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

ﾖｼｽｼﾞ　ﾚｲ 5m03 × × 5m03 5m03

17 9 102 吉筋　　零 静岡 森町泉陽中 0.0 0.0 0.0

ｽｽﾞｴ ｱｽﾞｻ 4m93 × 4m97 4m97 4m97

18 13 601 鈴江あずさ (3) 愛知 愛工大名電高 +0.5 +1.2 +1.2 +1.2

ｲﾜｶﾜ ｱﾕﾐ 4m73 4m93 4m94 4m94 4m94

19 29 645 岩川　歩美 (3) 愛知 至学館高 +0.6 +0.7 +0.1 +0.1 +0.1

ｵｸﾞﾁ　ｱｶﾈ 4m92 4m93 4m89 4m93 4m93

20 28 412 小口　明音 (3) 長野 岡谷東部中 +0.6 +0.4 0.0 +0.4 +0.4

ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾎ × × 4m93 4m93 4m93

21 10 815 竹内　彩帆 (2) 三重 四日市高 +0.9 +0.9 +0.9

ｷｳﾁ　ﾕﾘ × 4m90 4m66 4m90 4m90

22 20 41 木内　友理 静岡 東海大翔洋高 +0.3 0.0 +0.3 +0.3

ﾊﾀ ﾒｸﾞﾐ 4m88 × 4m74 4m88 4m88

23 7 439 秦　　　恵 (3) 長野 松川高 +0.7 0.0 +0.7 +0.7

ﾊﾏｼﾞ ﾕﾐ 4m85 4m81 4m66 4m85 4m85

24 4 808 濱路　祐未 (1) 三重 桑名高 +0.1 0.0 +0.1 +0.1 +0.1

ﾍﾞｯｼｮ ｱｽﾐ × × ×

24 862 別所明日美 (3) 三重 津商高 NM

ﾊﾔｶﾜ ｱｽﾞｻ

14 923 早川　杏沙 (4) 三重 中京大 DNS

ﾅｶﾉ ｱﾔｺ

2 934 中野　彰子 三重 三重陸協 DNS

ﾐﾅﾐｼﾏ　ｱﾔﾉ

1 406 南島　彩乃 (2) 長野 飯田風越高 DNS

ﾔｼﾞﾏ ﾘｴ

23 430 矢島　莉絵 (1) 長野 中京女子大 DNS

審 判 長：河越　茂樹

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    NM：記録なし  DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:01



女子　三段跳

日本記録 (NR)           14m04     花岡　麻帆 (三英社)                                         1999        

東海記録 (TR)           13m22     尾上　洋子 (静岡・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｰ)                                 1998        

大会記録 (GR)           12m95     谷澤　陽子 (岐阜・岐阜陸協)                                 2003        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｻﾜ　ﾘｮｳｺ 12m18 12m57 12m43 12m57 12m89 12m68 12m71 12m89

1 15 466 三澤　涼子 長野 ﾔﾏﾄﾔTC +2.5 +1.5 +1.1 +1.5 +2.1 +1.1 +1.1 +2.1

ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ × 11m60 × 11m60 12m52 12m30 12m37 12m52

2 9 230 吉田　麻佑 (3) 岐阜 県岐阜商高 +0.1 +0.1 +1.5 +1.2 +0.4 +1.5

ﾀﾆｻﾞﾜ ﾖｳｺ 11m65 11m76 11m87 11m87 12m14 11m94 12m21 12m21

3 23 203 谷澤　陽子 岐阜 COLORS 0.0 +1.0 +0.8 +0.8 -0.8 +1.0 +0.7 +0.7

ﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 11m26 10m95 11m67 11m67 11m60 11m63 11m31 11m67

4 18 452 田澤　　愛 (3) 長野 松本深志高 -0.3 +0.5 +0.3 +0.3 +1.5 +1.5 +0.3 +0.3

ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ × 11m33 × 11m33 × × × 11m33

5 21 642 小川　詩織 愛知 さかえｸﾘﾆｯｸTC +2.2 +2.2 +2.2

ｼﾝﾔ ﾐｸﾎ 11m14 10m92 11m14 11m14 11m19 11m09 11m10 11m19

6 11 880 新谷美久帆 (3) 三重 伊勢高 +0.5 +1.0 +1.6 +0.5 +1.1 +1.7 +1.8 +1.1

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔｶ × 10m97 × 10m97 × × 11m14 11m14

7 25 929 水谷　綾香 (3) 三重 関西大 +0.3 +0.3 +2.0 +2.0

ｱｻｲ ﾅｵ 10m80 10m97 10m77 10m97 10m86 × 10m82 10m97

8 24 625 浅井　奈央 (2) 愛知 岡崎城西高 +1.3 +2.0 +4.3 +2.0 +3.4 0.0 +2.0

ｽｽﾞｷ　ｼｵﾘ × 10m40 10m92 10m92 10m92

9 6 87 鈴木　詩織 静岡 浜松商高 +0.3 +2.2 +2.2 +2.2

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 10m69 × 10m56 10m69 10m69

10 16 213 安藤　　結 (2) 岐阜 中京大 +1.1 +1.3 +1.1 +1.1

ﾔﾉ ｻﾔｶ × 10m62 10m60 10m62 10m62

11 10 623 矢野さやか (3) 愛知 岡崎城西高 +1.6 +1.5 +1.6 +1.6

ﾏｻｲ ﾊﾂﾞｷ 10m47 × 10m59 10m59 10m59

12 5 277 政井　葉月 (3) 岐阜 吉城高 +3.2 +1.6 +1.6 +1.6

ｶｼﾜｷﾞ ﾐｷ 10m49 10m16 10m30 10m49 10m49

13 2 846 柏木　美紀 (3) 三重 津商高 +2.1 +3.8 +1.1 +2.1 +2.1

ｺｼﾞﾏ ﾐｻ 10m30 × 10m39 10m39 10m39

14 13 727 小島　未紗 (1) 愛知 名城大附高 +2.3 +0.5 +0.5 +0.5

ﾅﾂﾒ　ｻﾔｶ × × 10m37 10m37 10m37

15 4 91 夏目さやか 静岡 浜松商高 +3.2 +3.2 +3.2

ﾓﾘ ﾐｻﾄ × × 10m36 10m36 10m36

16 20 278 森　　美聡 (1) 岐阜 大垣東高 +0.7 +0.7 +0.7

ｶﾜｽﾐ ﾏｲ 10m31 × × 10m31 10m31

17 8 720 川澄　  舞 (3) 愛知 光ヶ丘女高 -0.1 -0.1 -0.1

ﾂｹﾞ ｻｸﾗ × × 10m29 10m29 10m29

18 1 276 柘植　咲良 (2) 岐阜 中津商高 +1.5 +1.5 +1.5

ﾐｺﾒ　ｱｽｶ × × ×

7 101 見米明日香 静岡 二俣高 NM

ｻｲﾄｳ　ｱﾕﾐ × × ×

17 76 斉藤亜佑美 静岡 磐田農業高 NM

ﾊｷﾞﾜﾗ　ﾄﾓｶ × × ×

14 62 萩原　朋香 静岡 大井川高 NM

ｲﾄﾞ ｱｽﾞｻ × × ×

3 279 井戸　　梓 (3) 岐阜 市岐阜商高 NM

ｲﾜｶﾜ ｱﾕﾐ

22 645 岩川　歩美 (3) 愛知 至学館高 DNS

ｽｽﾞｷ　ﾅﾂｷ

19 22 鈴木　菜月 静岡 東京学芸大 DNS

ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｺ

12 212 内田　陽子 (1) 岐阜 中京女子大 DNS

審 判 長：河越　茂樹

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    NM：記録なし  DNS：欠　　　場 2007/9/9 8:21



女子　砲丸投(4.000kg)

日本記録 (NR)           18m22     森　　千夏 (スズキ)                                         2004        

東海記録 (TR)           18m22     森　　千夏 (静岡・スズキ)                                   2004        

大会記録 (GR)           15m31     竹内　智子 (三重・県教員クラブ)                             1997        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾔﾏ　ﾁｶ

1 20 99 竹山　知佳 静岡 浜松湖南高 12m62 12m96 13m30 13m30 13m01 13m18 13m50 13m50

ｼｹﾞﾔﾏ ﾁﾋﾛ

2 30 887 茂山　千尋 (3) 三重 宇治山田商高 12m60 12m68 12m67 12m68 12m73 12m93 13m32 13m32

ｲｶﾜ ｱﾔｺ

3 3 825 伊川　綾子 (3) 三重 稲生高 11m56 12m03 12m53 12m53 12m54 12m73 13m05 13m05

ｲﾄｳ　ﾄﾓｶ

4 25 37 伊藤　有可 静岡 日大三島高 11m25 11m12 11m06 11m25 11m58 10m62 11m60 11m60

ｶﾄｳ ﾋﾛｺ

5 28 699 加藤　博子 (1) 愛知 豊川工高 10m62 10m64 11m28 11m28 11m43 10m67 11m37 11m43

ﾆｼｲ ﾊﾙﾅ

6 13 893 西井　春菜 (2) 三重 宇治山田商高 10m26 10m74 11m36 11m36 10m85 11m17 11m42 11m42

ｲﾄｳ ｱﾕﾐ

7 22 613 伊東亜優美 (2) 愛知 惟信高 10m11 10m57 11m31 11m31 11m05 10m89 11m16 11m31

ﾊﾀﾉ ﾏﾕ

8 29 647 羽田野真由 (3) 愛知 至学館高 10m69 11m01 11m10 11m10 10m22 10m41 10m33 11m10

ﾜﾀﾞ ｴﾘｶ

9 2 866 和田絵里香 (3) 三重 津商高 10m64 10m67 11m05 11m05 11m05

ｲｹｼﾀ ｶｵﾘ

10 17 280 池下　佳織 (2) 岐阜 市岐阜商高 9m99 10m96 10m50 10m96 10m96

ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾅ

11 5 937 藤岡　里奈 (3) 三重 一志中 10m68 10m95 10m46 10m95 10m95

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｶ

12 23 900 山﨑　美香 (1) 三重 宇治山田商高 9m91 10m63 10m59 10m63 10m63

ｱｽﾞﾏ ｻﾔｶ

13 24 704 東　沙矢香 愛知 トヨタ自動車 × 10m20 10m39 10m39 10m39

ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾕﾐ

14 15 668 杉浦真由美 愛知 知多教員ク × 10m34 10m30 10m34 10m34

ｺﾓﾘ ﾘﾖ

15 14 256 小森　梨代 (2) 岐阜 市岐阜商高 9m82 10m25 10m14 10m25 10m25

ﾂｲｷ ﾙﾐ

16 10 281 立木　瑠美 (3) 岐阜 市岐阜商高 8m63 9m92 9m75 9m92 9m92

ﾐｽﾞﾉ ｺﾉﾐ

17 1 282 水野このみ (3) 岐阜 多治見工高 9m51 9m30 9m84 9m84 9m84

ｷｼ　ｻﾂｷ

18 9 454 岸　さつき (1) 長野 丸子修学館 × 9m55 9m47 9m55 9m55

ｻﾄｳ　ﾏﾘｺ

19 7 450 佐藤まり子 (2) 長野 松本大 × 9m49 × 9m49 9m49

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾌﾐ

20 6 283 小林　美文 (1) 岐阜 多治見高 × 9m42 9m08 9m42 9m42

ｶﾄｳ ｻﾘ

21 31 284 加藤　早梨 (1) 岐阜 市岐阜商高 8m75 9m30 9m18 9m30 9m30

ｲﾜｼﾀ ﾐｻｺ

22 4 340 岩下美紗子 (2) 岐阜 大垣東中 7m08 7m63 8m89 8m89 8m89

ｻｶﾞﾗ ｶﾉｺ

23 27 339 相良佳乃子 (3) 岐阜 蘇南中 8m74 7m50 8m50 8m74 8m74

ﾐﾔｻﾞｷ　ﾏｲ

24 26 410 宮崎　真衣 (3) 長野 上田染谷丘 8m42 8m35 7m98 8m42 8m42

ｶﾀｵｶ　ｶﾅ

25 16 440 片岡　佳奈 (2) 長野 松商学園高 7m65 7m51 7m74 7m74 7m74

ﾅｶﾆｼ ﾏﾐ

18 858 中西　麻実 (2) 三重 津商高 × × × NM

ﾀｶﾊｼ ﾕﾐ

11 652 高橋　裕美 (2) 愛知 至学館高 DNS

ﾔﾏﾄ ﾋﾄﾐ

8 646 大和　仁美 (3) 愛知 至学館高 DNS

ﾉｹﾞ ﾉﾌﾞｺ

19 25 野毛　伸子 静岡 大阪体育大 DNS

ﾏﾉ　ﾀｶﾖ

12 21 眞野　貴代 静岡 大阪体育大 DNS

ｵｶﾑﾗ　ﾋｶﾘ

21 453 岡村日香里 (3) 長野 丸子修学館 DNS

審 判 長：山本　浩武

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    NM：記録なし  DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:02



女子　円盤投(1.000Kg)

日本記録 (NR)           58m62     室伏　由佳 (ミズノ)                                         2007        

東海記録 (TR)           58m62     室伏　由佳 (愛知・ミズノ)                                   2007        

大会記録 (GR)           55m02     室伏　由佳 (愛知・ミズノ)                                   1999        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾙｾ ﾐﾖｺ

1 10 940 成瀬美代子 三重 三重高校教 41m62 43m55 45m74 45m74 44m04 45m84 45m21 45m84

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ

2 11 932 渡辺真佑子 三重 県教員ｸﾗﾌﾞ 38m41 40m50 × 40m50 × 41m33 42m96 42m96

ﾀｹﾔﾏ　ﾁｶ

3 27 99 竹山　知佳 静岡 浜松湖南高 38m64 × 37m35 38m64 40m17 41m19 41m01 41m19

ｶﾄｳ ﾁｴ

4 13 649 加藤　千枝 (3) 愛知 至学館高 39m89 39m27 33m20 39m89 39m22 40m21 39m25 40m21

ｽｽﾞｷ　ﾜｶｴ

5 15 60 鈴木和佳絵 静岡 藤枝明誠高 34m68 37m12 38m13 38m13 38m74 35m79 36m83 38m74

ｲﾃﾞ　ﾐﾕｷ

6 14 19 井出美有紀 静岡 日本女子体大 36m10 × 34m51 36m10 37m33 36m12 36m83 37m33

ｶﾄｳ　ﾕｷ

7 29 82 加藤　由記 静岡 磐田農業高 34m60 35m20 36m18 36m18 34m56 36m63 × 36m63

ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ

8 2 603 菅原はるか 愛知 愛知教育大 35m75 × 32m87 35m75 33m88 34m33 × 35m75

ｸﾏｻﾞｷ ﾓｴﾉ

9 25 285 熊﨑　萌野 (3) 岐阜 益田清風高 35m27 × 32m30 35m27 35m27

ｱｽﾞﾏ ｻﾔｶ

10 6 704 東　沙矢香 愛知 トヨタ自動車 34m89 × 34m77 34m89 34m89

ｲﾄｳ　ﾄﾓｶ

11 30 37 伊藤　有可 静岡 日大三島高 34m52 × 32m73 34m52 34m52

ｶﾄｳ ﾋﾛｺ

12 18 699 加藤　博子 (1) 愛知 豊川工高 × 31m94 34m15 34m15 34m15

ﾀｶｷﾞ ﾐﾅﾐ

13 17 722 高木  美波 (2) 愛知 光ヶ丘女高 33m18 33m11 33m93 33m93 33m93

ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾅ

14 23 937 藤岡　里奈 (3) 三重 一志中 32m26 33m66 33m83 33m83 33m83

ｻｻｷ　ﾐｻﾄ

15 16 16 佐々木美里 静岡 静岡大 33m72 30m48 × 33m72 33m72

ﾂｲｷ ﾙﾐ

16 21 281 立木　瑠美 (3) 岐阜 市岐阜商高 33m61 × 32m01 33m61 33m61

ｻｶ ﾋﾄﾐ

17 19 828 坂　　　瞳 (3) 三重 稲生高 33m42 × 32m01 33m42 33m42

ｱｶｻﾞﾜ ﾕﾐ

18 24 636 赤澤　祐美 (2) 愛知 刈谷北高 25m56 32m12 33m16 33m16 33m16

ﾅｽ ｱﾘｻ

19 20 633 那須亜梨沙 (3) 愛知 起工高 29m86 32m63 30m21 32m63 32m63

ﾏｴﾔﾏ ﾄﾓｶ

20 4 863 前山　朋香 (3) 三重 津商高 32m24 32m01 × 32m24 32m24

ｵｶﾑﾗ　ﾋｶﾘ

21 28 453 岡村日香里 (3) 長野 丸子修学館 31m90 31m25 31m57 31m90 31m90

ｷｻﾞｷ ﾕﾐｺ

22 22 650 木崎佑充子 (3) 愛知 至学館高 × 31m29 29m57 31m29 31m29

ｷｼ　ｻﾂｷ

23 26 454 岸　さつき (1) 長野 丸子修学館 31m27 × × 31m27 31m27

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ

24 1 925 中村　文香 (1) 三重 中京女大 × 31m22 × 31m22 31m22

ﾄﾔ　ﾕﾘｴ

25 8 433 戸谷友里恵 (2) 長野 中野実業高 × × 30m89 30m89 30m89

ﾐﾔﾓﾄ ﾁｱｷ

26 7 897 宮本千亜希 (1) 三重 宇治山田商高 30m26 × 27m82 30m26 30m26

ﾅｶﾞﾔ ﾒｸﾞﾐ

27 3 286 長屋めぐみ (2) 岐阜 山県高 × 28m95 26m33 28m95 28m95

ｺﾓﾘ ﾘﾖ

28 9 256 小森　梨代 (2) 岐阜 市岐阜商高 × 28m04 × 28m04 28m04

ﾐｽﾞﾉ ｺﾉﾐ

29 12 282 水野このみ (3) 岐阜 多治見工高 24m39 26m42 27m85 27m85 27m85

ｲﾜﾀ ﾏｷ

30 5 214 岩田　真貴 (1) 岐阜 中京女子大 24m97 23m60 27m30 27m30 27m30

審 判 長：山本　浩武

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  2007/9/9 20:12



女子　ハンマー投(4.000kg)

日本記録 (NR)           67m77     室伏　由佳 (ミズノ)                                         2004        

東海記録 (TR)           67m77     室伏　由佳 (愛知・ミズノ)                                   2004        

大会記録 (GR)           66m04     綾　　真澄 (愛知・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｰ)                                 2002        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾊﾙｶ

1 22 869 加藤　晴香 (2) 三重 久居高 43m69 46m10 43m93 46m10 45m77 × 41m51 46m10

ｱｲｻﾞﾜ ﾘｴ

2 5 675 合澤  理絵 愛知 中京大クラブ 45m79 41m63 44m13 45m79 42m54 43m76 43m78 45m79

ﾀｶｷﾞ ｶｽﾐ

3 21 691 髙木　　霞 (3) 愛知 津島北高 40m39 39m96 34m08 40m39 37m41 39m77 41m16 41m16

ｱｶﾐﾈ  ｱｲ

4 13 634 赤嶺　　愛 (2) 愛知 起工高 39m59 × 40m76 40m76 × 40m20 × 40m76

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼｴ

5 7 204 川口　佳恵 岐阜 岐阜教員中濃 39m96 × × 39m96 × 40m42 × 40m42

ｻﾄｳ ｱﾔｶ

6 12 692 佐藤　絢香 (2) 愛知 津島北高 39m07 × 36m45 39m07 35m90 × × 39m07

ｶｼﾞｳﾗ ﾕｶﾘ

7 15 632 梶浦友加里 (3) 愛知 起工高 36m91 37m57 38m58 38m58 38m89 38m55 38m87 38m89

ｲｶﾜ ｱﾔｺ

8 2 825 伊川　綾子 (3) 三重 稲生高 37m90 38m54 37m49 38m54 38m06 × 38m39 38m54

ｱｵｷ ｻｵﾘ

9 3 924 青木　沙織 (4) 三重 中京女大 38m19 38m11 × 38m19 38m19

ﾄﾖﾀﾞ ｱﾔﾅ

10 14 935 豊田　彩那 (1) 三重 岐阜経済大 36m15 37m18 36m25 37m18 37m18

ｻｶｲ ﾐｶ

11 24 870 阪井　美香 (2) 三重 久居農林高 32m23 29m58 34m27 34m27 34m27

ﾆｼｲ ﾊﾙﾅ

12 16 893 西井　春菜 (2) 三重 宇治山田商高 31m43 29m27 31m36 31m43 31m43

ﾅｶｻﾞﾄ ｱｽﾞｻ

13 19 913 仲里　　梓 (3) 三重 上野商高 30m17 × 25m46 30m17 30m17

ｲｹｼﾀ ｶｵﾘ

14 6 280 池下　佳織 (2) 岐阜 市岐阜商高 29m77 × × 29m77 29m77

ﾅﾜ ｼｽﾞｶ

15 18 287 名和　静果 (3) 岐阜 美濃加茂高 25m92 24m04 26m81 26m81 26m81

ｻﾄｳ　ﾏﾘｺ

16 1 450 佐藤まり子 (2) 長野 松本大 25m28 24m29 × 25m28 25m28

ﾋﾛﾀ　ﾄﾓｺ

17 17 10 廣田　朋子 静岡 一球堂ＴＣ 17m69 × 25m11 25m11 25m11

ｲﾄｳ　ﾄﾓｶ

18 9 37 伊藤　有可 静岡 日大三島高 19m44 22m46 18m32 22m46 22m46

ｲﾏｲ ｶﾅｺ

19 10 288 今井加奈子 (1) 岐阜 美濃加茂高 20m79 × 17m59 20m79 20m79

ｽｽﾞｷ ﾅﾂｺ

23 855 鈴木奈津子 (3) 三重 津商高 × × × NM

ｵｸﾞﾗ　ﾐｸ

8 39 小倉　未来 静岡 三島高 × × × NM

ﾉﾀﾞ ﾅｵ

20 621 野田　奈央 愛知 大阪体育大 DNS

ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ

11 603 菅原はるか 愛知 愛知教育大 DNS

ｱﾁﾜ ｹｲﾅ

4 215 阿知和圭那 (2) 岐阜 岐阜経済大 DNS

審 判 長：山本　浩武

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    NM：記録なし  DNS：欠　　　場 2007/9/9 8:20



女子　やり投(600g)

日本記録 (NR)           61m15     三宅　貴子 (ミキハウス)                                     2001        

東海記録 (TR)           61m15     三宅　貴子 (愛知・ミキハウス)                               2001        

大会記録 (GR)           54m99     三宅　貴子 (愛知・ミキハウス)                               2001        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｾ ﾕｷ

1 5 928 棚瀬　由貴 (1) 三重 大阪体育大 38m84 41m99 39m48 41m99 40m88 42m79 40m19 42m79

ｵｵﾉ ﾏﾕﾐ

2 12 640 大野真由美 愛知 小島プレス 39m78 40m48 41m92 41m92 40m45 × 42m77 42m77

ｺﾔﾏ ﾅﾂｺ

3 14 849 小山菜都子 (3) 三重 津商高 × 41m00 39m25 41m00 39m18 42m42 40m52 42m42

ｻｶ ﾋﾄﾐ

4 18 828 坂　　　瞳 (3) 三重 稲生高 37m27 41m87 39m10 41m87 39m79 41m48 41m43 41m87

ﾄｳﾉ ﾏｲ

5 29 604 東野　麻衣 愛知 愛知教育大 37m45 39m96 39m12 39m96 41m13 39m02 39m83 41m13

ｶﾄｳ ﾁｴ

6 28 649 加藤　千枝 (3) 愛知 至学館高 40m41 39m58 36m84 40m41 33m77 40m07 38m30 40m41

ｸﾆﾅｶ ﾐｻｷ

7 25 654 國仲美沙紀 (2) 愛知 至学館高 38m47 39m46 × 39m46 39m46 × 40m02 40m02

ｶﾜｼﾏ　ﾏﾘ

8 15 5 川島　まり 静岡 静岡陸協 39m22 × 36m54 39m22 36m76 37m97 × 39m22

ﾏﾂｼﾀ　ｻｵﾘ

9 17 1 松下　小織 静岡 静岡陸協 38m06 × 39m16 39m16 39m16

ｲｼﾊﾗ ｼﾞｭﾘｱﾝ

10 1 709 石原ｼﾞｭﾘｱﾝ (3) 愛知 名古屋大谷高 38m60 33m59 34m92 38m60 38m60

ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾗ

11 21 660 石田　　桂 愛知 城西ＡＣ 38m55 38m58 38m47 38m58 38m58

ﾎｿﾀﾞ　ﾙﾐ

12 10 105 細田　ルミ 静岡 松崎高 37m77 × 35m56 37m77 37m77

ｲﾜﾀ ﾏｷ

13 2 214 岩田　真貴 (1) 岐阜 中京女子大 37m67 37m33 35m97 37m67 37m67

ｷﾘﾔﾏ ﾏﾕﾐ

14 27 218 桐山真由美 (3) 岐阜 岐阜大 34m56 × 37m15 37m15 37m15

ｵｵﾆｼ ﾀﾏｷ

15 9 912 大西　珠希 (3) 三重 伊勢女子高 35m42 36m73 36m06 36m73 36m73

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｲﾅ

16 3 291 松原　詩奈 (3) 岐阜 多治見高 36m56 34m18 33m24 36m56 36m56

ﾋﾋﾞﾉ　ﾕｲ

17 20 349 日比野由維 岐阜 土岐走友 35m84 35m92 × 35m92 35m92

ﾉﾀﾞ　ｱｷｺ

18 11 23 野田亜希子 静岡 中京大 35m36 33m11 32m65 35m36 35m36

ﾊﾀ　ｼﾉ

19 7 401 畑　　　篠 (2) 長野 明科高 35m15 33m86 34m74 35m15 35m15

ｺﾝﾄﾞｳ　ﾏｲ

20 24 457 近藤　　舞 (2) 長野 丸子修学館 28m45 33m63 30m89 33m63 33m63

ﾀﾅｶ ﾊﾙｺ

21 22 289 田中　晴子 (2) 岐阜 恵那高 33m21 33m25 33m23 33m25 33m25

ﾂﾀﾞ ｻﾄﾐ

22 8 217 津田　聡美 (2) 岐阜 岐阜経済大 32m49 × × 32m49 32m49

ｼｵﾉｲﾘ　ｱﾔｶ

23 6 458 塩野入彩夏 (3) 長野 丸子修学館 × × 32m35 32m35 32m35

ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾊ

24 13 290 内山　明葉 (3) 岐阜 県岐阜商高 32m12 30m83 31m27 32m12 32m12

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲ

25 30 410 宮崎　真衣 (3) 長野 上田染谷丘 31m41 28m96 31m29 31m41 31m41

ｸﾗﾀ ﾐﾅ

16 919 倉田　実奈 (2) 三重 国士舘大 DNS

ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾂｷ

23 723 川口なつき (3) 愛知 福江高 DNS

ｺﾞﾄｳ　ｱｲ

26 38 後藤　亜依 静岡 富士宮北高 DNS

ﾋﾗﾀ　ｻﾔｶ

19 6 平田咲弥華 静岡 静岡陸協 DNS

ﾋﾛｼﾏ ｶﾅ

4 216 廣嶋　佳奈 (3) 岐阜 同志社大 DNS

審 判 長：山本　浩武

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 2007/9/9 19:01



 
 
 
 
 
 
 
 

第24回東海小学生リレー競走大会の部 
 

 

 

 

 

 
補欠選手によるオープン 100m に関しては競技 1 時間前に招集所掲示板及び 

メインスタンド掲示場にスタートリストを掲示いたします 



小学生男子　４×１００ｍＲ

大会記録 (GR)           51.39     静岡・富士陸上クラブ (森・安武・神尾・山本)                 1998        

予選  2組3着+2

1組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 3ﾚｰﾝ Q
片葩AC 53.02 安城JAC 53.02 美杉陸上ク 53.30
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

ﾀｼﾛ ｺｳｷ 愛知 ﾋﾀﾞｶ ﾄﾓｷ 愛知 ｶｼﾀﾆ ﾋﾛｼ 三重
1 1181 田代　紘基 (6) 片葩ＡＣ 1 1169 日高　丈貴 (6) 安城ＪＡＣ 1 1223 樫谷　　大 (5) 美杉陸上ク

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知 ﾄﾔﾏ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 三重
2 1182 平林　卓磨 (6) 片葩ＡＣ 2 1168 外山　達也 (6) 安城ＪＡＣ 2 1226 山本　友揮 (6) 美杉陸上ク

ﾐﾖｼ ｺｳﾍｲ 愛知 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知 ｶﾜｷﾞｼ ﾕｳｷ 三重
3 1183 三好　航平 (6) 片葩ＡＣ 3 1167 後藤　拓海 (6) 安城ＪＡＣ 3 1227 川岸　侑紀 (6) 美杉陸上ク

ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 愛知 ｶﾐﾔ ﾕｳﾄ 愛知 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ 三重
4 1184 齊藤　健太 (6) 片葩ＡＣ 4 1166 神谷　祐杜 (6) 安城ＪＡＣ 4 1224 田中　翔真 (6) 美杉陸上ク

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 7ﾚｰﾝ q 6着 5ﾚｰﾝ
富士陸上教室 54.45 美南ガ丘AC 54.81 員弁RC 54.85
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

ｶﾂﾛ　ﾚｲ 静岡 ﾐｻﾞｻﾜ　ﾌﾐﾔ 長野 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 三重
1 1041 勝呂　怜生 (6) 富士陸上教室 1 1131 水澤　郁弥 (6) 美南ガ丘AC 1 1264 小川　朗弘 (6) 員弁ＲＣ

ﾃｼﾞﾏ　ﾚｲｼｮｳ 静岡 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｷﾄ 長野 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳｷ 三重
2 1042 手島　嶺翔 (6) 富士陸上教室 2 1132 小林真耀人 (6) 美南ガ丘AC 2 1259 中川　想基 (5) 員弁ＲＣ

ﾁｭｳﾏ　ｹﾝﾄ 静岡 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲﾁ 長野 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾀ 三重
3 1043 中馬　健人 (6) 富士陸上教室 3 1134 渡辺　大地 (6) 美南ガ丘AC 3 1261 石橋　昂大 (6) 員弁ＲＣ

ﾜﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ 静岡 ﾀｶﾊｼ　ｼﾉﾌﾞ 長野 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 三重
4 1040 和田　享大 (6) 富士陸上教室 4 1133 高橋　偲靖 (6) 美南ガ丘AC 4 1260 東川　佳弘 (6) 員弁ＲＣ

7着 8ﾚｰﾝ 8着 9ﾚｰﾝ
南箕輪AC 56.07 美濃加茂Jr 57.04
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

ｻﾄｳ　ﾀｶﾋﾛ 長野 ﾌｸｲ ｺｳﾍｲ 岐阜
1 1141 佐藤　崇弘 (6) 南箕輪ＡＣ 1 1071 福井　康平 (5) 美濃加茂Jr

ｵｶﾑﾗ　ﾔｽｼ 長野 ﾊｾﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 岐阜
2 1142 岡村也寸志 (6) 南箕輪ＡＣ 2 1070 長谷部弘明 (5) 美濃加茂Jr

ﾅｶｼﾞﾏ　ﾘｮｳ 長野 ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 岐阜
3 1143 中島　　諒 (6) 南箕輪ＡＣ 3 1072 堀江　勇輝 (5) 美濃加茂Jr

ﾋﾗｻﾜ　ﾘｮｳ 長野 ﾆﾜ ﾊﾔﾄ 岐阜
4 1144 平澤　　諒 (6) 南箕輪ＡＣ 4 1069 丹羽　勇斗 (5) 美濃加茂Jr

2組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 2ﾚｰﾝ Q 3着 4ﾚｰﾝ Q
浜北AC 51.50 豊橋陸上ク 53.47 藤枝葉梨AC 53.48
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

ﾄﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 静岡 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ｻﾄｳ　ﾘｮｳｽｹ 静岡
1 1019 戸田　康平 (6) 浜北ＡＣ 1 1202 内藤　祐輝 (6) 豊橋陸上ク 1 1036 佐藤　亮輔 (6) 藤枝葉梨AC

ｱﾀﾞﾁ　ｺｳﾀﾞｲ 静岡 ｵｵﾉ ﾐﾁﾀｶ 愛知 ｳｴﾀﾞ　ﾘｮｳﾀ 静岡
2 1022 足立　幸大 (6) 浜北ＡＣ 2 1199 大野　倫尭 (6) 豊橋陸上ク 2 1037 上田　涼太 (6) 藤枝葉梨AC

ﾅｶﾔ　ｹﾝﾀ 静岡 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾔ 愛知 ｸﾏｻﾞﾜ　ﾅｵｷ 静岡
3 1023 中谷　建太 (6) 浜北ＡＣ 3 1201 木下　昇也 (6) 豊橋陸上ク 3 1038 熊沢　直紀 (6) 藤枝葉梨AC

ﾅｶﾈ　ﾂﾖｼ 静岡 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ 愛知 ｺﾞﾄｳ　ﾕｷﾔ 静岡
4 1020 中根　剛志 (6) 浜北ＡＣ 4 1200 村松　隆世 (6) 豊橋陸上ク 4 1039 後藤　幸弥 (6) 藤枝葉梨AC

4着 5ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
南勢陸上ク 55.31 たかとみSC 55.54 中津川Jr 55.74
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

ｲﾜｻ ｶｲｼ 三重 ﾑﾗｾ ﾖｳｼﾞ 岐阜 ﾅｶﾞｾ ﾕｳｷ 岐阜
1 1236 岩佐　海詩 (6) 南勢陸上ク 1 1062 村瀬　耀司 (6) たかとみSC 1 1056 長瀬　裕希 (6) 中津川Jr

ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ 三重 ﾓﾘ ｹﾝﾄ 岐阜 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 岐阜
2 1238 西村　直己 (6) 南勢陸上ク 2 1063 森　　謙斗 (6) たかとみSC 2 1060 和田優次郎 (5) 中津川Jr

ﾊﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 三重 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 岐阜 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 岐阜
3 1240 濱崎　康平 (6) 南勢陸上ク 3 1064 杉山　陽一 (6) たかとみSC 3 1057 林　　祥大 (6) 中津川Jr

ｲﾇ ｲﾊﾔﾄ 三重 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 岐阜 ﾐﾔｹ ﾏｻﾖｼ 岐阜
4 1237 乾　　颯人 (5) 南勢陸上ク 4 1065 横山　智之 (6) たかとみSC 4 1059 三宅　將督 (5) 中津川Jr

7着 8ﾚｰﾝ
辰野西陸上クラブ 56.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾗｶﾐ　ｶﾝﾀ 長野
1 1121 白上　勘太 (6) 辰野西陸上

ｱｵｷ　ｼｭﾝﾀﾛｳ 長野
2 1122 青木俊太郎 (6) 辰野西陸上

ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ 長野
3 1123 中村　亮太 (6) 辰野西陸上

ﾈﾊﾞｼ　ﾀｶｱｷ 長野
4 1124 根橋　孝明 (6) 辰野西陸上

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
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小学生男子　４×１００ｍＲ

大会記録 (GR)           51.39     静岡・富士陸上クラブ (森・安武・神尾・山本)                 1998        

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 7ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 8ﾚｰﾝ
浜北AC 51.57 安城JAC 52.20 美杉陸上ク 52.83
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

ﾄﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 静岡 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ｶｼﾀﾆ ﾋﾛｼ 三重
1 1019 戸田　康平 (6) 浜北ＡＣ 1 1165 大久保直哉 (6) 安城ＪＡＣ 1 1223 樫谷　　大 (5) 美杉陸上ク

ｱﾀﾞﾁ　ｺｳﾀﾞｲ 静岡 ﾄﾔﾏ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 三重
2 1022 足立　幸大 (6) 浜北ＡＣ 2 1168 外山　達也 (6) 安城ＪＡＣ 2 1226 山本　友揮 (6) 美杉陸上ク

ﾅｶﾔ　ｹﾝﾀ 静岡 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知 ｶﾜｷﾞｼ ﾕｳｷ 三重
3 1023 中谷　建太 (6) 浜北ＡＣ 3 1167 後藤　拓海 (6) 安城ＪＡＣ 3 1227 川岸　侑紀 (6) 美杉陸上ク

ﾅｶﾈ　ﾂﾖｼ 静岡 ｶﾐﾔ ﾕｳﾄ 愛知 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ 三重
4 1020 中根　剛志 (6) 浜北ＡＣ 4 1166 神谷　祐杜 (6) 安城ＪＡＣ 4 1224 田中　翔真 (6) 美杉陸上ク

4着 5ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
片葩AC 53.08 豊橋陸上ク 53.31 藤枝葉梨AC 53.40
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

ﾀｼﾛ ｺｳｷ 愛知 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ｻﾄｳ　ﾘｮｳｽｹ 静岡
1 1181 田代　紘基 (6) 片葩ＡＣ 1 1202 内藤　祐輝 (6) 豊橋陸上ク 1 1036 佐藤　亮輔 (6) 藤枝葉梨AC

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知 ｵｵﾉ ﾐﾁﾀｶ 愛知 ｳｴﾀﾞ　ﾘｮｳﾀ 静岡
2 1182 平林　卓磨 (6) 片葩ＡＣ 2 1199 大野　倫尭 (6) 豊橋陸上ク 2 1037 上田　涼太 (6) 藤枝葉梨AC

ﾐﾖｼ ｺｳﾍｲ 愛知 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾔ 愛知 ｸﾏｻﾞﾜ　ﾅｵｷ 静岡
3 1183 三好　航平 (6) 片葩ＡＣ 3 1201 木下　昇也 (6) 豊橋陸上ク 3 1038 熊沢　直紀 (6) 藤枝葉梨AC

ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 愛知 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ 愛知 ｺﾞﾄｳ　ﾕｷﾔ 静岡
4 1184 齊藤　健太 (6) 片葩ＡＣ 4 1200 村松　隆世 (6) 豊橋陸上ク 4 1039 後藤　幸弥 (6) 藤枝葉梨AC

7着 3ﾚｰﾝ DNS 9ﾚｰﾝ
富士陸上教室 54.43 美南ガ丘AC 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

ｶﾂﾛ　ﾚｲ 静岡
1 1041 勝呂　怜生 (6) 富士陸上教室

ﾃｼﾞﾏ　ﾚｲｼｮｳ 静岡
2 1042 手島　嶺翔 (6) 富士陸上教室

ﾁｭｳﾏ　ｹﾝﾄ 静岡
3 1043 中馬　健人 (6) 富士陸上教室

ﾜﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ 静岡
4 1040 和田　享大 (6) 富士陸上教室

凡例  2007/9/9 19:40



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



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

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



小学生混合　４×１００ｍＲ

大会記録 (GR)           54.90     沼津陸上・静岡 (鈴木・佐野・澤田・埜村)                     2001        

予選  2組3着+2

1組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ Q 3着 3ﾚｰﾝ Q
安城JAC 55.14 沼津陸上少年団 56.34 富士陸上教室 56.52
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

ﾅｲﾄｳ ｱﾔ 愛知 ｽｽﾞｷ　ｱﾔ 静岡 ｱｶｻｶ　ﾕﾘﾅ 静岡
1 1180 内藤　　彩 (5) 安城ＪＡＣ 1 1017 鈴木　あや (5) 沼津陸上少 1 1049 赤坂有里菜 (5) 富士陸上教室

ｶﾜｲ ｼｲﾅ 愛知 ｽｷﾞﾔﾏ　ｱｽﾞｻ 静岡 ﾏﾂﾑﾗ　ﾘﾅ 静岡
2 1179 河合　詩菜 (5) 安城ＪＡＣ 2 1014 杉山　　梓 (5) 沼津陸上少 2 1050 松村　莉奈 (5) 富士陸上教室

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｶﾔ 静岡 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾔ 静岡
3 1177 丸山　侑輝 (5) 安城ＪＡＣ 3 1015 渡辺　貴也 (5) 沼津陸上少 3 1046 中村　友哉 (5) 富士陸上教室

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛知 ﾀｶｼﾏ　ｺｳﾄ 静岡 ｱｼｶﾜ　ﾀｸﾔ 静岡
4 1175 遠藤　侑汰 (5) 安城ＪＡＣ 4 1016 高嶌　航斗 (5) 沼津陸上少 4 1047 芦川　拓矢 (5) 富士陸上教室

4着 6ﾚｰﾝ q 5着 9ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
川越陸上少 58.26 新友陸上 58.53 内城田SC 58.59
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 ｼｽﾞｶ 三重 ﾀｶｷﾞ ﾅｺ 岐阜 ｲﾄﾞﾓﾄ ﾏｲ 三重
1 1217 伊東　静香 (5) 川越陸上少 1 1100 髙木　菜香 (5) 新友陸上 1 1249 井戸本真衣 (5) 内城田ＳＣ

ﾊﾀﾅｶ ﾘﾗ 三重 ﾉﾐﾁ ﾏﾅﾐ 岐阜 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻｴ 三重
2 1218 畑中　理良 (5) 川越陸上少 2 1101 野道　愛美 (5) 新友陸上 2 1250 宮本りさえ (5) 内城田ＳＣ

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 三重 ｼﾓｶﾞｲﾄ ｹﾞﾝ 岐阜 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ 三重
3 1220 山田　侑生 (5) 川越陸上少 3 1098 下垣内　源 (5) 新友陸上 3 1248 山下　翔汰 (5) 内城田ＳＣ

ｺﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 三重 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾞｲ 岐阜 ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 三重
4 1221 駒田紳太郎 (5) 川越陸上少 4 1097 玉田　龍大 (5) 新友陸上 4 1247 浦井　崚自 (5) 内城田ＳＣ

7着 4ﾚｰﾝ 8着 5ﾚｰﾝ
大垣陸上 58.73 保々RC 58.95
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

ｻﾄｳ ﾐｸ 岐阜 ｲﾜﾀ ｱｺ 三重
1 1095 佐藤　美紅 (5) 大垣陸上 1 1213 岩田　阿子 (5) 保々ＲＣ

ｶﾜｾ ﾘｮｳｺ 岐阜 ｲﾄｳ ﾐﾎ 三重
2 1094 川瀬　令子 (5) 大垣陸上 2 1212 伊藤　美穂 (4) 保々ＲＣ

ｳｽｲ ｶﾂｱｷ 岐阜 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ 三重
3 1092 臼井克晏公 (5) 大垣陸上 3 1214 松岡　修平 (5) 保々ＲＣ

ﾋﾛｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 岐阜 ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾋﾛ 三重
4 1091 廣澤　数馬 (5) 大垣陸上 4 1215 南部　幸裕 (5) 保々ＲＣ

2組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 4ﾚｰﾝ Q
田原陸上ク 56.32 浜松河輪AC 56.54 作野AC 57.99
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

ｻﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾕｳｶ 静岡 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｶ 愛知
1 1196 真田　純奈 (5) 田原陸上ク 1 1027 安藤　祐華 (5) 浜松河輪AC 1 1192 杉山　結香 (5) 作野ＡＣ

ﾅｶｵ ﾏﾘｺ 愛知 ｻｻｷ　ｶｵﾘ 静岡 ｵｵﾀﾆ ﾘﾎ 愛知
2 1197 中尾真理子 (5) 田原陸上ク 2 1026 佐々木香織 (5) 浜松河輪AC 2 1191 大谷　莉穂 (5) 作野ＡＣ

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知 ｵｵｲｼ　ﾀｸﾐ 静岡 ｲｼｸﾞﾚ ﾜﾀﾙ 愛知
3 1193 山田　大貴 (5) 田原陸上ク 3 1028 大石　卓巳 (5) 浜松河輪AC 3 1189 石榑　　航 (5) 作野ＡＣ

ﾜﾀﾗｲ ﾓﾄｷ 愛知 ｱﾘｶﾜ　ﾕｳｷ 静岡 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 愛知
4 1194 渡会　元貴 (5) 田原陸上ク 4 1029 有川　湧貴 (4) 浜松河輪AC 4 1188 伊藤　拓真 (5) 作野ＡＣ

4着 2ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
望月AC 58.42 ｺﾒｯﾄ波田 58.80 南箕輪AA 59.11
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

ﾖﾀﾞ　ｷﾖｶ 長野 ﾅｶﾑﾗ　ﾅﾂｷ 長野 ｷﾀｻﾞﾜ　ﾁｶ 長野
1 1156 依田　清華 (5) 望月ＡＣ 1 1112 中村　夏妃 (5) ｺﾒｯﾄ波田 1 1140 北澤　千佳 (5) 南箕輪ＡＡ

ﾎｼﾔﾏ　ﾌｳﾅ 長野 ｳｼﾏﾙ　ｸﾐ 長野 ﾎﾘ　ｻｸﾗ 長野
2 1157 星山　楓南 (4) 望月ＡＣ 2 1113 牛丸　紅美 (5) ｺﾒｯﾄ波田 2 1138 堀　　咲良 (5) 南箕輪ＡＡ

ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾄ 長野 ｻﾄｳ　ﾕｳﾀ 長野 ﾑﾗｶﾐ　ﾊﾙﾋｺ 長野
3 1153 中山　圭人 (5) 望月ＡＣ 3 1110 佐藤　裕太 (5) ｺﾒｯﾄ波田 3 1135 村上　晴彦 (5) 南箕輪ＡＡ

ﾌｼﾞﾏｷ　ﾕｳｷ 長野 ｱﾘﾏ　ｼｭﾝ 長野 ｶﾗｷ　ﾖｳｽｹ 長野
4 1154 藤牧　佑希 (5) 望月ＡＣ 4 1109 有馬　　舜 (5) ｺﾒｯﾄ波田 4 1136 唐木　洋輔 (5) 南箕輪ＡＡ

7着 7ﾚｰﾝ
丹生川陸上 63.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺｻｶ ﾁｱｷ 岐阜
1 1107 小坂　千明 (5) 丹生川陸上

ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 岐阜
2 1106 野口　結衣 (5) 丹生川陸上

ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岐阜
3 1104 田口　知哉 (5) 丹生川陸上

ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ 岐阜
4 1103 荒川　祐人 (5) 丹生川陸上

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  2007/9/9 19:38



小学生混合　４×１００ｍＲ

大会記録 (GR)           54.90     沼津陸上・静岡 (鈴木・佐野・澤田・埜村)                     2001        

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 5ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
安城JAC 53.97 GR 田原陸上ク 56.32 浜松河輪AC 56.53
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

ｶﾂﾀ ﾓｴ 愛知 ｻﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾕｳｶ 静岡
1 1178 勝田　　萌 (5) 安城ＪＡＣ 1 1196 真田　純奈 (5) 田原陸上ク 1 1027 安藤　祐華 (5) 浜松河輪AC

ｶﾜｲ ｼｲﾅ 愛知 ﾅｶｵ ﾏﾘｺ 愛知 ｻｻｷ　ｶｵﾘ 静岡
2 1179 河合　詩菜 (5) 安城ＪＡＣ 2 1197 中尾真理子 (5) 田原陸上ク 2 1026 佐々木香織 (5) 浜松河輪AC

ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知 ｵｵｲｼ　ﾀｸﾐ 静岡
3 1176 兼子　拓巳 (5) 安城ＪＡＣ 3 1193 山田　大貴 (5) 田原陸上ク 3 1028 大石　卓巳 (5) 浜松河輪AC

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛知 ﾜﾀﾗｲ ﾓﾄｷ 愛知 ｱﾘｶﾜ　ﾕｳｷ 静岡
4 1175 遠藤　侑汰 (5) 安城ＪＡＣ 4 1194 渡会　元貴 (5) 田原陸上ク 4 1029 有川　湧貴 (4) 浜松河輪AC

4着 8ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
富士陸上教室 56.53 沼津陸上少年団 56.94 作野AC 58.07
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

ｱｶｻｶ　ﾕﾘﾅ 静岡 ｽｽﾞｷ　ｱﾔ 静岡 ﾏｷﾉ ﾘｻ 愛知
1 1049 赤坂有里菜 (5) 富士陸上教室 1 1017 鈴木　あや (5) 沼津陸上少 1 1190 牧野　りさ (5) 作野ＡＣ

ﾏﾂﾑﾗ　ﾘﾅ 静岡 ｽｷﾞﾔﾏ　ｱｽﾞｻ 静岡 ｵｵﾀﾆ ﾘﾎ 愛知
2 1050 松村　莉奈 (5) 富士陸上教室 2 1014 杉山　　梓 (5) 沼津陸上少 2 1191 大谷　莉穂 (5) 作野ＡＣ

ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾔ 静岡 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｶﾔ 静岡 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 愛知
3 1046 中村　友哉 (5) 富士陸上教室 3 1015 渡辺　貴也 (5) 沼津陸上少 3 1188 伊藤　拓真 (5) 作野ＡＣ

ｱｼｶﾜ　ﾀｸﾔ 静岡 ﾀｶｼﾏ　ｺｳﾄ 静岡 ﾅｶｼﾏ ﾂﾖｼ 愛知
4 1047 芦川　拓矢 (5) 富士陸上教室 4 1016 高嶌　航斗 (5) 沼津陸上少 4 1187 中島　　豪 (5) 作野ＡＣ

7着 3ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
川越陸上少 58.50 望月AC 58.75
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

ｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 三重 ﾖﾀﾞ　ｷﾖｶ 長野
1 1217 伊東　静香 (5) 川越陸上少 1 1156 依田　清華 (5) 望月ＡＣ

ﾊﾀﾅｶ ﾘﾗ 三重 ﾎｼﾔﾏ　ﾌｳﾅ 長野
2 1218 畑中　理良 (5) 川越陸上少 2 1157 星山　楓南 (4) 望月ＡＣ

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 三重 ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾄ 長野
3 1220 山田　侑生 (5) 川越陸上少 3 1153 中山　圭人 (5) 望月ＡＣ

ｺﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 三重 ﾌｼﾞﾏｷ　ﾕｳｷ 長野
4 1221 駒田紳太郎 (5) 川越陸上少 4 1154 藤牧　佑希 (5) 望月ＡＣ

凡例  2007/9/9 19:38



小学生男子オープン　１００ｍ

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾏ ﾂﾖｼ 愛知 ｶﾄｳ　ｴｲｺﾞ 静岡
1 4 1187 中島　　豪 (5) 作野ＡＣ 15.16 1 5 1024 加藤　瑛吾 (5) 浜松河輪AC 14.68

ﾖｼｻﾞﾜ　ｼﾝ 静岡 ﾐﾔﾊﾗ　ｺｳｼﾞﾛｳ 長野
2 5 1018 澤　　澤 (5) 沼津陸上少 15.35 2 2 1146 宮原浩二郎 (5) 南箕輪ＡＣ 14.86

ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 三重 ﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ 三重
3 3 1211 斉藤　佑樹 (5) 保々ＲＣ 15.48 3 4 1222 谷　俊太郎 (5) 川越陸上少 15.39

ﾂﾁﾔ ｶﾞｲ 岐阜 ｵｸﾞﾘ ﾖｼｷ 岐阜
4 7 1093 土屋　　凱 (5) 大垣陸上 15.73 4 3 1061 小栗　巧暉 (5) 中津川Jr 15.56

ｼﾓｶﾞｲﾄ ｼｮｳｻｸ 岐阜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔ 岐阜
5 2 1105 下垣内将策 (4) 丹生川陸上 15.89 5 6 1066 渡辺　貴哉 (5) たかとみSC 15.74

ﾋﾗｻﾜ　ｺｳ 長野
6 6 1111 平沢　　航 (5) ｺﾒｯﾄ波田 15.96

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｳﾍﾞ ｹﾝﾀ 愛知 ﾔﾏﾆｼ　ﾋﾛｱｷ 静岡
1 3 1195 河辺　健汰 (5) 田原陸上ク 14.39 1 2 1021 山西　弘晃 (6) 浜北ＡＣ 14.50

ｶﾗｻﾜ　ｼﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 長野 ﾅｶﾑﾗ ﾎﾏﾚ 三重
2 6 1137 唐澤真三郎 (4) 南箕輪ＡＡ 14.82 2 5 1239 中村　　誉 (6) 南勢陸上ク 15.09

ｼﾐｽﾞ　ﾀｲﾁ 長野 ﾅｶﾉ　ｹﾝﾀ 長野
3 5 1155 清水　泰地 (5) 望月ＡＣ 15.11 3 4 1145 中野　健太 (6) 南箕輪ＡＣ 15.74

ﾏｼﾈ　ｹｲｽｹ 静岡 ｱｷﾔﾏ　ﾕｳﾔ 静岡
4 4 1048 増根　啓将 (5) 富士陸上教室 15.12 4 6 1044 秋山　裕哉 (6) 富士陸上教室 16.19

ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 三重 ｶﾄｳ ｿｳﾏ 岐阜
5 2 1251 阪井　浩人 (5) 内城田ＳＣ 15.81 5 3 1067 加藤　壮磨 (6) 美濃加茂Jr 16.19

ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岐阜
6 7 1099 田川　友貴 (5) 新友陸上 16.43

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾓﾘ ｺｳｼｭﾝ 愛知 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 愛知
1 3 1203 大森　巧峻 (6) 豊橋陸上ク 14.59 1 3 1185 川上　大伍 (6) 片葩ＡＣ 13.78

ｺｳｹﾂ ｼｭｳｷ 岐阜 ｲﾄｶﾜ ﾋﾛﾔ 愛知
2 2 1068 纐纈　柊輝 (6) 美濃加茂Jr 15.26 2 6 1204 糸川　寛哉 (6) 豊橋陸上ク 14.55

ｳｶｲ ﾕｳｼﾞ 愛知 ﾏﾂﾊﾞ ﾔﾏﾄ 三重
3 7 1186 鵜飼　勇次 (6) 片葩ＡＣ 15.44 3 2 1235 松葉　大和 (6) 南勢陸上ク 14.68

ｵﾉ ｼｮｳﾀ 三重 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 岐阜
4 5 1228 小野　翔太 (6) 美杉陸上ク 15.61 4 4 1058 鎌田　秀希 (6) 中津川Jr 15.47

ﾀｶﾑﾗ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 静岡 ﾋﾛﾀ ﾕｳｼ 三重
5 4 1045 篁　進一郎 (6) 富士陸上教室 15.80 5 7 1263 廣田　雄士 (6) 員弁ＲＣ 15.80

ﾓﾛｵｶ ﾀｶｷ 三重 ｱﾗｶﾜ ｱﾔﾄ 三重
6 6 1262 諸岡　飛樹 (6) 員弁ＲＣ 16.62 6 5 1225 荒川　文斗 (6) 美杉陸上ク 16.66

風:  +0.6 風:  -1.8

風:  -1.1 風:  +0.4

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  -0.1 風:  +0.9

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
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小学生男子オープン　１００ｍ

タイムレース集計

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

1 1185 川上　大伍 (6) ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 愛知 片葩ＡＣ 13.78 +0.4 6 3 1
2 1195 河辺　健汰 (5) ｺｳﾍﾞ ｹﾝﾀ 愛知 田原陸上ク 14.39 +0.6 3 3 1
3 1021 山西　弘晃 (6) ﾔﾏﾆｼ　ﾋﾛｱｷ 静岡 浜北ＡＣ 14.50 -1.8 4 2 1
4 1204 糸川　寛哉 (6) ｲﾄｶﾜ ﾋﾛﾔ 愛知 豊橋陸上ク 14.55 +0.4 6 6 2
5 1203 大森　巧峻 (6) ｵｵﾓﾘ ｺｳｼｭﾝ 愛知 豊橋陸上ク 14.59 -1.1 5 3 1
6 1235 松葉　大和 (6) ﾏﾂﾊﾞ ﾔﾏﾄ 三重 南勢陸上ク 14.68 +0.4 6 2 3
6 1024 加藤　瑛吾 (5) ｶﾄｳ　ｴｲｺﾞ 静岡 浜松河輪AC 14.68 +0.9 2 5 1
8 1137 唐澤真三郎 (4) ｶﾗｻﾜ　ｼﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 長野 南箕輪ＡＡ 14.82 +0.6 3 6 2
9 1146 宮原浩二郎 (5) ﾐﾔﾊﾗ　ｺｳｼﾞﾛｳ 長野 南箕輪ＡＣ 14.86 +0.9 2 2 2

10 1239 中村　　誉 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾎﾏﾚ 三重 南勢陸上ク 15.09 -1.8 4 5 2
11 1155 清水　泰地 (5) ｼﾐｽﾞ　ﾀｲﾁ 長野 望月ＡＣ 15.11 +0.6 3 5 3
12 1048 増根　啓将 (5) ﾏｼﾈ　ｹｲｽｹ 静岡 富士陸上教室 15.12 +0.6 3 4 4
13 1187 中島　　豪 (5) ﾅｶｼﾏ ﾂﾖｼ 愛知 作野ＡＣ 15.16 -0.1 1 4 1
14 1068 纐纈　柊輝 (6) ｺｳｹﾂ ｼｭｳｷ 岐阜 美濃加茂Jr 15.26 -1.1 5 2 2
15 1018 澤　　澤 (5) ﾖｼｻﾞﾜ　ｼﾝ 静岡 沼津陸上少 15.35 -0.1 1 5 2
16 1222 谷　俊太郎 (5) ﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ 三重 川越陸上少 15.39 +0.9 2 4 3
17 1186 鵜飼　勇次 (6) ｳｶｲ ﾕｳｼﾞ 愛知 片葩ＡＣ 15.44 -1.1 5 7 3
18 1058 鎌田　秀希 (6) ｶﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 岐阜 中津川Jr 15.47 +0.4 6 4 4
19 1211 斉藤　佑樹 (5) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 三重 保々ＲＣ 15.48 -0.1 1 3 3
20 1061 小栗　巧暉 (5) ｵｸﾞﾘ ﾖｼｷ 岐阜 中津川Jr 15.56 +0.9 2 3 4
21 1228 小野　翔太 (6) ｵﾉ ｼｮｳﾀ 三重 美杉陸上ク 15.61 -1.1 5 5 4
22 1093 土屋　　凱 (5) ﾂﾁﾔ ｶﾞｲ 岐阜 大垣陸上 15.73 -0.1 1 7 4
23 1145 中野　健太 (6) ﾅｶﾉ　ｹﾝﾀ 長野 南箕輪ＡＣ 15.74 -1.8 4 4 3
23 1066 渡辺　貴哉 (5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔ 岐阜 たかとみSC 15.74 +0.9 2 6 5
25 1263 廣田　雄士 (6) ﾋﾛﾀ ﾕｳｼ 三重 員弁ＲＣ 15.80 +0.4 6 7 5
25 1045 篁　進一郎 (6) ﾀｶﾑﾗ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 静岡 富士陸上教室 15.80 -1.1 5 4 5
27 1251 阪井　浩人 (5) ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 三重 内城田ＳＣ 15.81 +0.6 3 2 5
28 1105 下垣内将策 (4) ｼﾓｶﾞｲﾄ ｼｮｳｻｸ 岐阜 丹生川陸上 15.89 -0.1 1 2 5
29 1111 平沢　　航 (5) ﾋﾗｻﾜ　ｺｳ 長野 ｺﾒｯﾄ波田 15.96 -0.1 1 6 6
30 1044 秋山　裕哉 (6) ｱｷﾔﾏ　ﾕｳﾔ 静岡 富士陸上教室 16.19 -1.8 4 6 4
30 1067 加藤　壮磨 (6) ｶﾄｳ ｿｳﾏ 岐阜 美濃加茂Jr 16.19 -1.8 4 3 5
32 1099 田川　友貴 (5) ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岐阜 新友陸上 16.43 +0.6 3 7 6
33 1262 諸岡　飛樹 (6) ﾓﾛｵｶ ﾀｶｷ 三重 員弁ＲＣ 16.62 -1.1 5 6 6
34 1225 荒川　文斗 (6) ｱﾗｶﾜ ｱﾔﾄ 三重 美杉陸上ク 16.66 +0.4 6 5 6

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

凡例  



小学生女子オープン　１００ｍ

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾏｾ　ｼｵﾘ 長野 ｲﾜｶﾜ ｻｷ 愛知
1 6 1139 駒瀬　史織 (5) 南箕輪ＡＡ 16.06 1 3 1198 岩川　沙紀 (5) 田原陸上ク 15.33

ｼﾐｽﾞ　ｱｷｴ 長野 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋｶﾙ 静岡
2 4 1158 清水　晶絵 (4) 望月ＡＣ 16.38 2 5 1051 渡辺ひかる (5) 富士陸上教室 15.52

ｶﾜｶﾐ　ｻﾖ 静岡 ｺｲﾃﾞ　ｱﾐ 静岡
3 5 1013 川上　紗世 (5) 沼津陸上少 16.85 3 4 1025 小出　亜美 (5) 浜松河輪AC 16.25

ﾏｽｲ ﾐｶ 岐阜 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 三重
4 3 1096 増井　美佳 (5) 大垣陸上 16.86 4 6 1219 伊藤　朱里 (5) 川越陸上少 16.37

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾕ 三重 ｼﾏｶﾞｲﾄ ﾕﾘ 岐阜
5 2 1216 谷口　実優 (5) 保々ＲＣ 17.37 5 2 1108 島垣内友梨 (5) 丹生川陸上 17.18

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾗ ﾘｻ 岐阜 ﾋﾋﾞﾉ ﾕｲ 岐阜
1 6 1076 石原　里紗 (5) 美濃加茂Jr 15.49 1 3 1075 日比野有依 (6) 美濃加茂Jr 15.42

ﾁﾊﾞﾅ　ｻｷｺ 静岡 ﾃﾗﾔﾏ ｱｶﾘ 三重
2 4 1012 知花　咲湖 (5) 沼津陸上少 15.54 2 6 1258 寺山明香里 (6) 一志Beast 15.58

ﾌｼﾞｻﾜ　ｿﾉｺ 長野 ｻｸﾉ ｻﾖｺ 三重
3 5 1114 藤澤　園子 (5) ｺﾒｯﾄ波田 15.62 3 5 1233 作野沙世湖 (6) 佐八陸上ク 15.65

ﾏｷﾉ ﾘｻ 愛知 ｵｶﾑﾗ　ﾐｻﾄ 静岡
4 3 1190 牧野　りさ (5) 作野ＡＣ 15.76 4 2 1005 岡村　美里 (6) 裾野陸上教室 16.04

ｳｴﾑﾗ ﾚｲﾅ 三重 ｳｻﾐ ﾄﾓｶ 岐阜
5 2 1252 上村　玲奈 (5) 内城田ＳＣ 15.88 5 7 1084 宇佐美朋香 (6) 大垣陸上 16.58

ﾊｻﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ 岐阜 ﾔﾀﾞ　ﾏｵ 長野
6 7 1102 挟場　　望 (5) 新友陸上 16.34 4 1119 矢田　真緒 (6) 高島 DNS

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｲ ﾏﾕ 愛知 ｷｼﾉ　ﾄﾓﾐ 静岡
1 2 1209 河合　真由 (6) 豊橋陸上ク 14.60 1 7 1011 岸野　友美 (6) 沼津陸上少 15.28

ｽｽﾞｷ　ﾐｻｷ 静岡 ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ 三重
2 4 1035 鈴木　美咲 (6) 浜松陸上 15.01 2 4 1244 角谷　風歌 (6) 南勢陸上ク 15.60

ﾀｹﾏﾂ　ｱｷﾐ 長野 ｲﾄｳ ｴﾘﾅ 岐阜
3 5 1152 竹松　秋美 (6) 南箕輪ＡＣ 15.67 3 2 1083 伊藤映里那 (6) 大垣陸上 15.81

ｸﾜﾀ ｴﾐｺ 岐阜 ｲｼｸﾞﾛ ﾜｶﾅ 愛知
4 3 1089 桑田英美子 (6) 新友陸上 16.25 4 6 1164 石黒　稚菜 (6) JACとよあけ 15.82

ﾐｳﾗ ｶﾅｺ 三重 ﾏﾂｻﾞﾜ　ﾘﾎ 長野
5 7 1245 三浦　奏子 (6) 南勢陸上ク 16.25 5 5 1120 松澤　莉歩 (6) 高島 15.99

ﾅｶﾔﾏ　ﾕｲ 長野 ｲｿﾀﾞ ｶﾅ 三重
6 1130 中山　　唯 (6) 永明 DSQ,*T2 6 8 1257 磯田　佳奈 (6) 一志Beast 16.00

ｼﾑﾗ　ﾒｸﾞﾐ 静岡
7 3 1006 志村　　愛 (6) 裾野陸上教室 16.53

7組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖﾀﾞ　ｱﾘｻ 静岡
1 2 1034 世田安里沙 (6) 浜松陸上 14.60

ﾊﾔｼ ｻｷｺ 愛知
2 8 1210 林　沙希子 (6) 豊橋陸上ク 15.00

ｼﾓﾓﾄ ﾏｵｺ 岐阜
3 4 1090 下本万峰子 (6) 新友陸上 15.27

ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ 愛知
4 6 1163 中村　夏菜 (6) JACとよあけ 15.60

ﾅｶﾆｼ ﾚｲ 三重
5 3 1234 中西　　黎 (6) 佐八陸上ク 15.88

ｵｵﾂｶ　ﾚｲﾅ 長野
6 7 1151 大塚　玲奈 (6) 南箕輪ＡＣ 16.17

ｶﾐｼﾞｮｳ　ﾊﾅﾖ 長野
5 1129 上條　花代 (6) 永明 DNS

風:  -0.6

風:  -0.3 風:  -0.5

風:  -0.3 風:  +2.2

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  -1.4 風:  +2.3

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  *T2：レーン侵害 2007/9/9 19:42



小学生女子オープン　１００ｍ

タイムレース集計

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

1 1209 河合　真由 (6) ｶﾜｲ ﾏﾕ 愛知 豊橋陸上ク 14.60 -0.3 5 2 1
1 1034 世田安里沙 (6) ﾖﾀﾞ　ｱﾘｻ 静岡 浜松陸上 14.60 -0.6 7 2 1
3 1210 林　沙希子 (6) ﾊﾔｼ ｻｷｺ 愛知 豊橋陸上ク 15.00 -0.6 7 8 2
4 1035 鈴木　美咲 (6) ｽｽﾞｷ　ﾐｻｷ 静岡 浜松陸上 15.01 -0.3 5 4 2
5 1090 下本万峰子 (6) ｼﾓﾓﾄ ﾏｵｺ 岐阜 新友陸上 15.27 -0.6 7 4 3
6 1011 岸野　友美 (6) ｷｼﾉ　ﾄﾓﾐ 静岡 沼津陸上少 15.28 +2.2 6 7 1
7 1198 岩川　沙紀 (5) ｲﾜｶﾜ ｻｷ 愛知 田原陸上ク 15.33 +2.3 2 3 1
8 1075 日比野有依 (6) ﾋﾋﾞﾉ ﾕｲ 岐阜 美濃加茂Jr 15.42 -0.5 4 3 1
9 1076 石原　里紗 (5) ｲｼﾊﾗ ﾘｻ 岐阜 美濃加茂Jr 15.49 -0.3 3 6 1

10 1051 渡辺ひかる (5) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋｶﾙ 静岡 富士陸上教室 15.52 +2.3 2 5 2
11 1012 知花　咲湖 (5) ﾁﾊﾞﾅ　ｻｷｺ 静岡 沼津陸上少 15.54 -0.3 3 4 2
12 1258 寺山明香里 (6) ﾃﾗﾔﾏ ｱｶﾘ 三重 一志Beast 15.58 -0.5 4 6 2
13 1244 角谷　風歌 (6) ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ 三重 南勢陸上ク 15.60 +2.2 6 4 2
13 1163 中村　夏菜 (6) ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ 愛知 JACとよあけ 15.60 -0.6 7 6 4
15 1114 藤澤　園子 (5) ﾌｼﾞｻﾜ　ｿﾉｺ 長野 ｺﾒｯﾄ波田 15.62 -0.3 3 5 3
16 1233 作野沙世湖 (6) ｻｸﾉ ｻﾖｺ 三重 佐八陸上ク 15.65 -0.5 4 5 3
17 1152 竹松　秋美 (6) ﾀｹﾏﾂ　ｱｷﾐ 長野 南箕輪ＡＣ 15.67 -0.3 5 5 3
18 1190 牧野　りさ (5) ﾏｷﾉ ﾘｻ 愛知 作野ＡＣ 15.76 -0.3 3 3 4
19 1083 伊藤映里那 (6) ｲﾄｳ ｴﾘﾅ 岐阜 大垣陸上 15.81 +2.2 6 2 3
20 1164 石黒　稚菜 (6) ｲｼｸﾞﾛ ﾜｶﾅ 愛知 JACとよあけ 15.82 +2.2 6 6 4
21 1234 中西　　黎 (6) ﾅｶﾆｼ ﾚｲ 三重 佐八陸上ク 15.88 -0.6 7 3 5
21 1252 上村　玲奈 (5) ｳｴﾑﾗ ﾚｲﾅ 三重 内城田ＳＣ 15.88 -0.3 3 2 5
23 1120 松澤　莉歩 (6) ﾏﾂｻﾞﾜ　ﾘﾎ 長野 高島 15.99 +2.2 6 5 5
24 1257 磯田　佳奈 (6) ｲｿﾀﾞ ｶﾅ 三重 一志Beast 16.00 +2.2 6 8 6
25 1005 岡村　美里 (6) ｵｶﾑﾗ　ﾐｻﾄ 静岡 裾野陸上教室 16.04 -0.5 4 2 4
26 1139 駒瀬　史織 (5) ｺﾏｾ　ｼｵﾘ 長野 南箕輪ＡＡ 16.06 -1.4 1 6 1
27 1151 大塚　玲奈 (6) ｵｵﾂｶ　ﾚｲﾅ 長野 南箕輪ＡＣ 16.17 -0.6 7 7 6
28 1245 三浦　奏子 (6) ﾐｳﾗ ｶﾅｺ 三重 南勢陸上ク 16.25 -0.3 5 7 5
28 1025 小出　亜美 (5) ｺｲﾃﾞ　ｱﾐ 静岡 浜松河輪AC 16.25 +2.3 2 4 3
28 1089 桑田英美子 (6) ｸﾜﾀ ｴﾐｺ 岐阜 新友陸上 16.25 -0.3 5 3 4
31 1102 挟場　　望 (5) ﾊｻﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ 岐阜 新友陸上 16.34 -0.3 3 7 6
32 1219 伊藤　朱里 (5) ｲﾄｳ ｱｶﾘ 三重 川越陸上少 16.37 +2.3 2 6 4
33 1158 清水　晶絵 (4) ｼﾐｽﾞ　ｱｷｴ 長野 望月ＡＣ 16.38 -1.4 1 4 2
34 1006 志村　　愛 (6) ｼﾑﾗ　ﾒｸﾞﾐ 静岡 裾野陸上教室 16.53 +2.2 6 3 7
35 1084 宇佐美朋香 (6) ｳｻﾐ ﾄﾓｶ 岐阜 大垣陸上 16.58 -0.5 4 7 5
36 1013 川上　紗世 (5) ｶﾜｶﾐ　ｻﾖ 静岡 沼津陸上少 16.85 -1.4 1 5 3
37 1096 増井　美佳 (5) ﾏｽｲ ﾐｶ 岐阜 大垣陸上 16.86 -1.4 1 3 4
38 1108 島垣内友梨 (5) ｼﾏｶﾞｲﾄ ﾕﾘ 岐阜 丹生川陸上 17.18 +2.3 2 2 5
39 1216 谷口　実優 (5) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾕ 三重 保々ＲＣ 17.37 -1.4 1 2 5

1119 矢田　真緒 (6) ﾔﾀﾞ　ﾏｵ 長野 高島 DNS 4 4 0
1129 上條　花代 (6) ｶﾐｼﾞｮｳ　ﾊﾅﾖ 長野 永明 DNS 7 5 0
1130 中山　　唯 (6) ﾅｶﾔﾏ　ﾕｲ 長野 永明 DSQ,*T2 5 6 0

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

凡例    DNS：欠　　　場  DSQ：失　　　格  *T2：レーン侵害




