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10月26日 10:40 予選 

日本高校記録 (HN)       2.04.00   西村　美樹 (東　　　京・東京)                               2000        10月26日 13:25 決勝 

東海高校記録 (HT)       2.07.61   鳥居多香子 (磐　田　北・静岡)                               1988        

　　大会記録 (GR)       2.13.52   成瀬　　直 (至　学　館・愛知)                               2005        

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

ｲﾁｶﾜ ﾕｷｴ 愛知 ｸﾆｴﾀﾞ ﾅﾎ 岐阜

1 6 51 市川ゆきえ (2) 菊里 2.20.61 Q 1 6 431 國枝　奈穗 (2) 大垣北 2.17.18 Q

ｶﾄｳ ﾉﾘｶ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶ 静岡

2 4 41 加藤　紀香 (2) 時習館 2.21.09 Q 2 7 206 小林　薫加 (2) 韮山 2.17.23 Q

ﾀﾅｶ ｻｷ 三重 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖ 静岡

3 3 638 田仲　沙伎 (2) 神戸 2.21.57 3 4 248 鈴木　啓予 (2) 浜松商 2.17.29 q

ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 愛知 ﾅﾝﾌﾞ ﾅﾅﾐ 愛知

4 9 11 鈴木香奈子 (1) 瑞陵 2.22.36 4 5 15 南部　七海 (2) 旭野 2.20.71 q

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ 三重 ﾎﾝﾀﾞ ｼｵﾘ 静岡

5 8 653 小林　未和 (1) 津商 2.22.75 5 9 263 本多誌央里 (1) 清水商 2.21.26

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ 岐阜 ｷﾀﾉ ｱｻﾐ 三重

6 7 442 渡辺　真実 (2) 大垣商 2.22.83 6 8 702 北野亜紗実 (1) 高田 2.21.89

ﾄｷ ﾌﾐｺ 岐阜 ｲﾁｶﾜ ﾕﾏ 三重

5 401 土岐芙美子 (2) 岐阜 DNS 7 2 642 市川　由麻 (2) 津 2.24.27

ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 岐阜 ﾌﾙﾀ ﾕｲ 岐阜

2 405 杉山みなみ (2) 長良 DNS 8 3 505 古田　祐衣 (2) 可児 2.37.19

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｼｶﾜ ﾐｷ 愛知

1 5 57 西川　実希 (2) 一宮興道 2.19.96 Q

ｱﾂﾐ ｱﾔｺ 静岡

2 4 279 渥美　紋子 (2) 浜松湖南 2.20.36 Q

ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 三重

3 8 665 三浦　琴乃 (1) 伊勢 2.22.60

ｲｲﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 愛知

4 9 58 飯田　瑞穂 (2) 新川 2.24.77

ｺｼﾞﾏ ﾐｵ 静岡

5 6 235 小嶋　顧緒 (1) 浜松北 2.26.49

ｵｶﾞﾜ ﾏｷ 岐阜

6 2 500 小川　まき (2) 関商工 2.28.74

ﾏｽﾀﾞ ｼｵﾘ 三重

7 3 656 増田　詩織 (1) 津商 2.29.39

ﾂﾁﾔ ﾕﾐ 静岡

7 203 土屋　優実 (1) 韮山 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶ 静岡

1 7 206 小林　薫加 (2) 韮山 2.16.48

ｱﾂﾐ ｱﾔｺ 静岡

2 8 279 渥美　紋子 (2) 浜松湖南 2.17.34

ｲﾁｶﾜ ﾕｷｴ 愛知

3 5 51 市川ゆきえ (2) 菊里 2.19.72

ﾅﾝﾌﾞ ﾅﾅﾐ 愛知

4 2 15 南部　七海 (2) 旭野 2.20.00

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖ 静岡

5 3 248 鈴木　啓予 (2) 浜松商 2.20.04

ｸﾆｴﾀﾞ ﾅﾎ 岐阜

6 4 431 國枝　奈穗 (2) 大垣北 2.20.50

ｶﾄｳ ﾉﾘｶ 愛知

7 9 41 加藤　紀香 (2) 時習館 2.21.41

ﾆｼｶﾜ ﾐｷ 愛知

8 6 57 西川　実希 (2) 一宮興道 2.24.08

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

凡例    DNS：欠場


