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10月26日 09:30 予選 

日本高校記録 (HN)       0.57.65   山形依希子 (敦　　　賀・福井)                               1992        10月26日 13:50 決勝 

東海高校記録 (HT)       0.58.92   廣　真友子 (市邨学園　・愛知)                               1994        

　　大会記録 (GR)       1.01.64   肥田　愛美 (浜　松　西・静岡)                               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

ｱｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 静岡 ﾓﾘ ﾕｷ 岐阜

1 4 277 会沢　理奈 (2) 伊豆中央 1.03.90 Q 1 6 445 森　　友紀 (2) 大垣商 1.05.14 Q

ﾏﾂｼﾏ ｶﾎﾘ 静岡 ｵｵﾀｹ ﾖｼﾐ 静岡

2 6 237 松島香保里 (2) 浜松西 1.04.38 Q 2 7 247 大竹　良美 (2) 浜松商 1.05.70 Q

ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 静岡 ﾄｸｻｼ ｾｲｺ 愛知

3 5 271 遠藤　芽美 (2) 浜松市立 1.06.16 q 3 3 43 徳差　星子 (2) 豊橋東 1.06.92

ｽｷﾞｵｶ ｻｷ 愛知 ｷﾉｼﾀ ﾐｷ 三重

4 7 40 杉岡　沙紀 (2) 時習館 1.06.30 4 2 676 木下　美希 (1) 宇治山田商 1.09.58

ﾐﾔﾀ ﾐｻｷ 愛知 ﾋﾛﾀ ﾋｶﾘ 岐阜

5 2 26 宮田　美咲 (1) 横須賀 1.08.01 5 9 484 廣田妃加里 (1) 斐太 1.11.38

ﾎﾝﾏ ﾅｷﾞｻ 岐阜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 三重

6 3 450 本間　渚彩 (1) 大垣商 1.09.42 6 8 632 中川　瑞希 (2) 四日市商 1.15.26

ﾏｽｶﾜ ﾅﾂﾐ 三重 ｻﾉ ﾕﾘｶ 静岡

7 9 687 益川　夏実 (2) 稲生 1.09.82 4 219 佐野有理圭 (2) 沼津西 DNS

ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 岐阜 ｻｶｸﾞﾁ ﾐｻｷ 静岡

8 8 453 高橋　美月 (2) 郡上 1.15.18 5 287 坂口美紗希 (1) 日大三島 DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｼｵ ﾏﾘｺ 愛知

1 4 76 西尾真梨子 (2) 中京大中京 1.03.45 Q

ｵｵﾀﾆ ﾕﾘｴ 愛知

2 5 91 大谷友梨恵 (1) 至学館 1.04.46 Q

ｵｵﾀ ｻｵﾘ 愛知

3 7 101 太田　紗織 (2) 名城大附 1.05.94 q

ﾌﾙｻﾄ ｱﾔｶ 岐阜

4 6 470 古里　彩加 (2) 恵那 1.07.66

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 三重

5 3 624 長谷川仁美 (1) 四日市西 1.08.20

ｲﾁｶﾜ ｱｶﾈ 三重

6 8 703 市川　　茜 (1) 三重 1.10.77

ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 三重

7 2 654 鈴木　希望 (1) 津商 1.10.82

ｶﾄｳ ﾕﾘ 岐阜

8 9 455 加藤　由莉 (2) 加茂 1.12.47

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 静岡

1 7 277 会沢　理奈 (2) 伊豆中央 1.01.88

ﾆｼｵ ﾏﾘｺ 愛知

2 4 76 西尾真梨子 (2) 中京大中京 1.02.29

ﾓﾘ ﾕｷ 岐阜

3 5 445 森　　友紀 (2) 大垣商 1.02.96

ﾏﾂｼﾏ ｶﾎﾘ 静岡

4 6 237 松島香保里 (2) 浜松西 1.02.99

ｵｵﾀﾆ ﾕﾘｴ 愛知

5 8 91 大谷友梨恵 (1) 至学館 1.04.20

ｵｵﾀｹ ﾖｼﾐ 静岡

6 9 247 大竹　良美 (2) 浜松商 1.05.07

ｵｵﾀ ｻｵﾘ 愛知

7 3 101 太田　紗織 (2) 名城大附 1.05.20

ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 静岡

8 2 271 遠藤　芽美 (2) 浜松市立 1.06.75

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

凡例    DNS：欠場


