
女子　１００ｍＨ(0.840m)

日本高校記録 (HN)       13.39     寺田明日香 (恵　庭　北・北海道)                             2007        

東海高校記録 (HT)       13.60     加藤　友里 (安　城　東・愛知)                               1996        

　　大会記録 (GR)       14.12     中川　佳美 (中京大中京・愛知)                               2006        

予選  3組4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

ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 岐阜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 愛知

1 4 419 桐山　智衣 (2) 県岐阜商 14.64 Q 1 7 75 近藤　友美 (2) 中京大中京 14.67 Q

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 三重 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ 静岡

2 6 660 中川　綾菜 (2) 伊勢 14.93 Q 2 6 276 丸山　実来 (2) 浜松市立 14.85 Q

ﾀｶﾊｼ ﾁｱｷ 静岡 ｶｹﾞﾔﾏ ﾐｻｵ 静岡

3 7 245 高橋智亜希 (1) 浜松工 14.94 Q 3 4 242 影山美沙緒 (1) 浜松西 14.99 Q

ｵｵﾀﾆ ﾕﾘｴ 愛知 ｻｶｸﾞﾁ ﾐｻｷ 静岡

4 5 91 大谷友梨恵 (1) 至学館 14.94 Q 4 5 287 坂口美紗希 (1) 日大三島 15.75 Q

ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ 三重 ｸﾛﾔ ﾒｸﾞﾐ 愛知

5 9 636 佐久間仁美 (1) 四日市商 15.07 q 5 8 32 黒谷めぐみ (2) 新城東 15.80 q

ﾉﾛ ﾁﾅﾐ 三重 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 岐阜

6 8 669 野呂知菜美 (2) 宇治山田商 15.53 q 6 3 491 中村　有希 (2) 市岐阜商 16.65

ﾂﾎﾞｲ ﾓｴ 岐阜 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷ 岐阜

7 3 476 坪井　　萌 (1) 中津商 15.81 q 7 2 462 服部　有紀 (2) 東濃実 18.30

ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 岐阜 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾔﾋﾞ 愛知

8 2 467 中村　凪沙 (1) 土岐商 16.82 9 102 安藤　　雅 (2) 名城大附 DNF

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵﾀｹ ﾖｼﾐ 静岡

1 5 247 大竹　良美 (2) 浜松商 15.11 Q

ﾆｼｵ ﾏﾘｺ 愛知

2 8 76 西尾真梨子 (2) 中京大中京 15.32 Q

ﾔｽﾏﾙ ﾄﾓｶ 静岡

3 7 288 安丸　知佳 (2) 日大三島 15.36 Q

ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘｾ 三重

4 9 650 神成　理世 (2) 津商 16.17 Q

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 三重

5 3 691 中嶋　美咲 (1) 川越 17.03

ｵｵﾀ ﾐｳ 岐阜

6 2 487 大田　未有 (1) 飛騨高山 17.10

ﾆｼﾀﾞ ｱｷ 三重

6 615 西田　亜貴 (2) 桑名工 DNS

ﾐｽﾞｶﾐ ｼｮｳｺ 愛知

4 89 水上　祥子 (1) 至学館 DNS

風:  +0.9

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

風:  +2.1 風:  0.0

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

凡例    DNF：途中棄権  DNS：欠場 2008/10/25 17:40
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東海高校記録 (HT)       13.60     加藤　友里 (安　城　東・愛知)                               1996        

　　大会記録 (GR)       14.12     中川　佳美 (中京大中京・愛知)                               2006        

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

準決  2組4着+0

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

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 愛知 ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 岐阜

1 6 75 近藤　友美 (2) 中京大中京 14.49 Q 1 5 419 桐山　智衣 (2) 県岐阜商 14.42 Q

ｵｵﾀﾆ ﾕﾘｴ 愛知 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ 静岡

2 9 91 大谷友梨恵 (1) 至学館 14.77 Q 2 4 276 丸山　実来 (2) 浜松市立 14.74 Q

ｵｵﾀｹ ﾖｼﾐ 静岡 ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ 三重

3 4 247 大竹　良美 (2) 浜松商 14.87 Q 3 3 636 佐久間仁美 (1) 四日市商 14.84 Q

ﾀｶﾊｼ ﾁｱｷ 静岡 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 三重

4 5 245 高橋智亜希 (1) 浜松工 14.97 Q 4 7 660 中川　綾菜 (2) 伊勢 15.24 Q

ｶｹﾞﾔﾏ ﾐｻｵ 静岡 ﾆｼｵ ﾏﾘｺ 愛知

5 7 242 影山美沙緒 (1) 浜松西 15.20 5 6 76 西尾真梨子 (2) 中京大中京 15.29

ｻｶｸﾞﾁ ﾐｻｷ 静岡 ﾔｽﾏﾙ ﾄﾓｶ 静岡

6 8 287 坂口美紗希 (1) 日大三島 15.39 6 8 288 安丸　知佳 (2) 日大三島 15.35

ｸﾛﾔ ﾒｸﾞﾐ 愛知 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘｾ 三重

7 2 32 黒谷めぐみ (2) 新城東 15.50 7 9 650 神成　理世 (2) 津商 16.28

ﾉﾛ ﾁﾅﾐ 三重 ﾂﾎﾞｲ ﾓｴ 岐阜

8 3 669 野呂知菜美 (2) 宇治山田商 15.69 8 2 476 坪井　　萌 (1) 中津商 16.32

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 岐阜

1 4 419 桐山　智衣 (2) 県岐阜商 14.57

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 愛知

2 5 75 近藤　友美 (2) 中京大中京 14.73

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ 静岡

3 6 276 丸山　実来 (2) 浜松市立 14.89

ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ 三重

4 8 636 佐久間仁美 (1) 四日市商 15.13

ｵｵﾀﾆ ﾕﾘｴ 愛知

5 7 91 大谷友梨恵 (1) 至学館 15.16

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 三重

6 2 660 中川　綾菜 (2) 伊勢 15.16

ｵｵﾀｹ ﾖｼﾐ 静岡

7 9 247 大竹　良美 (2) 浜松商 15.41

ﾀｶﾊｼ ﾁｱｷ 静岡

8 3 245 高橋智亜希 (1) 浜松工 15.81

風:  +1.5 風:  +0.7

風:  -0.3

凡例    DNF：途中棄権  DNS：欠場 2008/10/25 17:40


