
女子　４００ｍ

日本高校記録 (HN)       53.45   柿沼　和恵 (埼　玉　栄・埼玉)                               1992        

東海高校記録 (HT)       54.30   片山みつ子 (愛知淑徳　・愛知)                               1998        

　　大会記録 (GR)       56.39   伴野　里緒 (浜松市立　・静岡)                               2007        

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

ｱﾝﾎﾞ ﾏｲ 愛知 ﾏﾂｼﾀ ｻﾔｶ 愛知

1 5 5 安保　真衣 (2) 瑞陵 57.72 Q 1 7 12 松下紗矢香 (1) 瑞陵 58.89 Q

ｽｶﾞ ﾏｲ 静岡 ｻｸﾉ ﾅﾂｷ 三重

2 7 270 菅　　麻衣 (1) 浜松市立 58.02 Q 2 5 667 作野　捺希 (2) 宇治山田商 59.01 Q

ﾊｯﾄﾘ ｻｷ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾘ 愛知

3 8 19 服部　沙紀 (2) 一宮西 58.44 q 3 6 100 杉浦　真梨 (2) 名女大 59.10

ｸﾜｺﾞ ｼｵﾘ 愛知 ｱｲｻ ｶﾅ 静岡

4 9 118 桑子　　栞 (2) 光ヶ丘女子 58.51 q 4 4 229 相佐　香那 (2) 磐田南 59.61

ﾏﾂｼﾏ ｶﾎﾘ 静岡 ﾓﾘ ﾐﾕｷ 岐阜

5 4 237 松島香保里 (2) 浜松西 58.83 5 9 416 森　美有記 (2) 県岐阜商 59.64

ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾎ 静岡 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾘｴ 岐阜

6 6 296 杉山　里帆 (2) 常葉菊川 59.54 6 8 411 原田百合絵 (2) 加納 1.00.22

ｷﾉｼﾀ ﾐｷ 三重 ｶｼﾉ ﾕﾐ 三重

7 3 676 木下　美希 (1) 宇治山田商 59.55 7 2 634 樫野　有美 (2) 四日市商 1.01.86

ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 三重 ﾆｼｵ ｶｽﾐ 岐阜

8 2 665 三浦　琴乃 (1) 伊勢 1.02.97 8 3 473 西尾　　霞 (1) 恵那 1.02.24

3組
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 ｱｽｶ 静岡

1 4 267 渡辺明日香 (2) 静岡市商 58.39 Q

ﾅｶﾉ ﾕｶﾘ 岐阜

2 6 432 中野由加里 (2) 大垣北 59.09 Q

ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ 三重

3 8 604 大月菜穂子 (2) 桑名 59.55

ﾏｶﾞﾗ ﾐﾉﾘ 愛知

4 5 62 真柄美乃里 (2) 愛知 59.68

ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 三重

5 2 677 松本　芽唯 (1) 宇治山田商 1.01.65

ｸﾏｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 岐阜

6 3 420 熊澤　知夏 (2) 県岐阜商 1.02.24

ｲｲｵ ﾐｶ 岐阜

7 9 403 飯尾　弥加 (2) 長良 1.02.51

ｻﾉ ﾕﾘｶ 静岡

7 219 佐野有理圭 (2) 沼津西 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾝﾎﾞ ﾏｲ 愛知

1 7 5 安保　真衣 (2) 瑞陵 57.31

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 静岡

2 6 267 渡辺明日香 (2) 静岡市商 57.53

ｽｶﾞ ﾏｲ 静岡

3 4 270 菅　　麻衣 (1) 浜松市立 57.54

ﾊｯﾄﾘ ｻｷ 愛知

4 3 19 服部　沙紀 (2) 一宮西 58.32

ﾏﾂｼﾀ ｻﾔｶ 愛知

5 5 12 松下紗矢香 (1) 瑞陵 58.78

ｸﾜｺﾞ ｼｵﾘ 愛知

6 2 118 桑子　　栞 (2) 光ヶ丘女子 59.38

ﾅｶﾉ ﾕｶﾘ 岐阜

7 9 432 中野由加里 (2) 大垣北 59.50

ｻｸﾉ ﾅﾂｷ 三重

8 8 667 作野　捺希 (2) 宇治山田商 59.94

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第11回東海高等学校新人陸上競技選手権大会(08501607)
期日：平成20年10月25日～10月26日
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：東海陸上競技協会・東海高等学校体育連盟
後援：愛知・静岡・岐阜・三重各県教育委員会
主管：三重陸上競技協会
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