
第５２回　東海陸上競技選手権大会 総　務 國分　一郎  　　　　記録主任 安福　弘典 入賞者一覧表
兼　第９４回日本陸上競技選手権大会予選会 審判長 (トラック) 山本　裕史・松岡　洋明　　　　(投　　擲) 溝際　佳典 平成２１年８月２９日(土)～８月３０日(日)

主催:東海陸上競技協会／中日新聞社 (跳　　躍) 杉山　美生 　　　　(招 集 所)吉田　金義 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

30日 １００ｍ 世古　和 11.93 門奈　美和 12.23 橋爪　咲奈 12.34 小林　愛実 12.46 三枝　夏季 12.51 北原　有理沙 12.53 仲田　千秋 12.59 福島　優 12.62
風:-1.6 三　重･宇治山田商高 愛　知･中京女子大 三　重･宇治山田商高 愛　知･愛知淑徳高 長　野･ヤマトヤ 静　岡･浜松工高 長　野･中京女子大 愛　知･愛知淑徳高

29日 ２００ｍ 橋爪　咲奈 24.53 奥野　由布子 24.88 小林　愛実 24.95 三枝　夏季 24.96 福島　優 25.11 渡辺　美里 25.17 鈴木　咲子 25.22 山本　紗綾 25.38
風:-0.1 三　重･宇治山田商高 静　岡･韮山高 愛　知･愛知淑徳高 長　野･ヤマトヤ 愛　知･愛知淑徳高 静　岡･日本体育大 静　岡･東海大翔洋高 岐　阜･岐阜大

30日 ４００ｍ 渡辺　明日香 56.55 柘植　早織 56.83 木引　悠起子 57.61 作野　捺希 57.76 真柄　美乃里 57.89 杉浦　真梨 57.99 下道　美奈 58.58
女 静　岡･静岡市商高 愛　知･中京女子大 愛　知･名女大高 三　重･宇治山田商高 愛　知･愛知高 愛　知･名女大高 岐　阜･中京女子大

29日 ８００ｍ 中田　倭菜  2:13.20 小池　望  2:16.68 市川　真弓  2:18.51 黒柳　文菜  2:19.36 鈴木　啓予  2:21.06 三浦　琴乃  2:21.45 小林　薫加  2:23.30

子 長　野･長野吉田高 長　野･諏訪二葉高 愛　知･愛知学院大 愛　知･西尾高 静　岡･浜松商高 三　重･伊勢高 静　岡･韮山高
30日 １５００ｍ 伊澤　菜々花  4:24.00 安藤　友香  4:31.08 田鍋　舞  4:33.67 高安　由姫  4:34.29 飯尾　美友  4:36.02 鈴木　萌未  4:37.47 鈴木　沙季  4:38.92 小木曽　史  4:39.81

ト 愛　知･豊川高 愛　知･豊川高 愛　知･愛知電機 静　岡･韮山高 三　重･一志中 愛　知･愛知淑徳高 岐　阜･岐阜大 愛　知･愛知淑徳高

29日 ５０００ｍ 鈴木　美乃里 16:43.87 下村　環加 16:55.29 榊原　美希 17:00.42 前田　さやか 17:18.67 鷲見　咲也加 17:19.58 小林　史佳 17:19.83 鈴木　萌未 17:20.69 久保　汐里 18:00.11

ラ 愛　知･豊川高 愛　知･豊川高 静　岡･浜北西高 三　重･ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞAC 愛　知･豊川高 愛　知･千種高 愛　知･愛知淑徳高 静　岡･加藤学園高

30日 １００００ｍ 前田　さやか 36:41.81 長田　みさき 37:37.81 加納　佐知子 39:50.78 堀江　美杉 42:42.07

ッ 三　重･ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞAC 長　野･茅野市陸協 岐　阜･関体協 岐　阜･美濃加茂高

30日 １００ｍＨ 武井　怜子 14.08 山﨑　由加里 14.12 岸　沙耶香 14.25 上野　綾香 14.44 肥田　愛美 14.81 大竹　良美 14.97 坂口　美紗希 15.20 冬頭　七海 15.22
ク 風:+0.2 岐　阜･濃飛倉庫運輸 愛　知･さかえｸﾘﾆｯｸ 愛　知･小島プレス 静　岡･静岡大 静　岡･日本女体大 静　岡･浜松商高 静　岡･日大三島高 愛　知･瑞陵高

29日 ４００ｍＨ 土屋　なつみ  1:01.14 森　友紀  1:01.38 林　加世子  1:02.11 會澤　理奈  1:04.16 浅井　ちなみ  1:04.50 小林　由季  1:04.51 市村　真帆  1:05.64 大谷　友梨恵  1:05.69

静　岡･中京女子大 岐　阜･大垣商高 愛　知･トヨタ自動車 静　岡･伊豆中央高 愛　知･光ヶ丘女高 三　重･皇學館大 愛　知･中京女子大 愛　知･至学館高
29日 ３０００ｍＳＣ 加藤　かなよ 11:30.08 山田　ありさ 11:31.47 村﨑　史奈 12:32.37

愛　知･岡崎城西高 愛　知･惟信高 愛　知･安城学園高

29日 ５０００ｍＷ 宮川　朋美 23:22.64 加賀　友果子 23:23.09 鳥羽　詩織 24:00.63 中川　萌恵 24:06.23 中原　舞 24:09.53 宇佐見 紗也加 24:23.13 前川　知美 24:29.83 大和　千秋 25:10.30

岐　阜･中部学院大 NGR 岐　阜･大垣東高 NGR 長　野･長野東高 静　岡･常葉菊川高 岐　阜･済美高 岐　阜･中部学院大 愛　知･岡崎商高 長　野･中部学院大

30日 ４×１００ｍ 中京女子大･愛　知 46.66 宇治山田商高A･三　重 46.74 東海大翔洋高･静　岡 48.22 至学館高･愛　知 48.32 中京女子大･岐　阜 48.77 桑名高･三　重 48.83 長野吉田高･長　野 49.08 四日市商高A･三　重 49.14
   後藤　菜月 NGR    木下　真里    藪崎　真子    高橋　美沙紀    加藤　美菜    寺埜　紗織    檀原　三枝    小﨑　かすみ
   門奈　美和    橋爪　咲奈    鈴木　咲子    家田　知佳    早野　綾夏    大月　菜穂子    田中　美沙    北川　里奈
   渡邉　有紀子    作野　捺希    山岸　里佳    征矢　萌唯    鷲野　友紀    辻　彩美    小平　亜湖    佐久間　仁美
   今井　沙緒里    世古　和    森川　美穂    船坂 実来    下道　美奈    石川　可奈    吉村　知夏    伊藤　瑞希

29日 ４×４００ｍ 桑名高･三　重  3:54.07 長野吉田高･長　野  3:55.08 韮山高･静　岡  3:55.09 瑞陵高･愛　知  3:56.37 トヨタ自動車･愛　知  3:59.23 愛知高･愛　知  4:00.50 光ヶ丘女高･愛　知  4:02.40 浜松商高･静　岡  4:03.98

   寺埜　紗織    中田　倭菜    水口　さやか    安保　真衣    森島　一美    岩田　麻衣    山本　知奈    大竹　良美
   大月　菜穂子    青沼　瑞季    土屋　優実    松下　紗矢香    吉村　美紀    真柄　美乃里    青柳　妃咲    鈴木　啓予
   石川　可奈    吉村　知夏    小林　薫加    鈴木　香奈子    原　芽生    堀　このみ    浅井　ちなみ    村谷　遥
   愛敬　麻矢    田中　美沙    奥野　由布子    横井　葵    林　加世子    山田　信乃以    桑子　栞    鈴木　喜美子

29日 走高跳 辻　七都子 1m70 松本　明日美 1m70 清水　真彩 1m60 ③:炭　水土里 1m60 鈴木　詩織 1m60 佐藤　絢音 1m60 ⑦:東　美佳 1m55 ⑦:余語　歩 1m55
静　岡･浜松商高 愛　知･中京大ｸﾗﾌﾞ 三　重･近大高専 愛　知･千種高 静　岡･中京大 愛　知･愛知高 三　重･宇治山田商高 愛　知･中京女子大

⑦:竹内　梨里 1m55 ⑦:淀　美幸 1m55
女 愛　知･豊田自動織機 静　岡･中京女子大

29日 棒高跳 前田　朋子 3m80 山田　真実 3m50 柳田　美結 3m40 ③:青島　綾子 3m40 横井　恵里香 3m40 高木　桃子 3m20 牛田　智菜美 3m20 栗田　弥沙紀 2m90
子 愛　知･中京大ｸﾗﾌﾞ 静　岡･浜松天竜中 静　岡･浜松天竜中 静　岡･日本体育大 愛　知･中京大 静　岡･磐田農高 愛　知･三好高 静　岡･磐田農高

30日 走幅跳 渡邉　千洋   5m86 三澤　涼子   5m85 石井　優子   5m84 古越　美帆   5m62 西田　亜貴   5m57 布施　和花   5m48 桐山　明日香   5m41 寺田　菜美   5m36
フ 静　岡･愛知教育大+0.2 長　野･ヤマトヤ+1.8 静　岡･浜松陸上-0.9 長　野･佐久長聖高+0.4 三　重･桑名工高-0.7 愛　知･至学館高+0.8 長　野･伊那弥生丘高-0.8 三　重･宇治山田商高+0.3

29日 三段跳 三澤　涼子  12m53 小川　詩織  12m04 小坂　知子  11m91 伊藤　佳奈恵  11m90 大道　爽香  11m81 谷澤　陽子  11m51 河室　成美  11m50 福田　瞳  11m15
ィ 長　野･ヤマトヤ+0.0 愛　知･中京女子大+0.5 岐　阜･日本女体大-0.1 三　重･三重教員ｸﾗﾌﾞ+0.0 三　重･近大高専+0.0 岐　阜･岐阜陸協+0.0 愛　知･名城大附高+0.0 静　岡･静岡西高+0.0

30日 砲丸投 鈴木　綾乃  12m76 藤澤　華子  12m60 伊藤　有可  12m59 伊川　綾子  12m54 近田　茜  11m98 伊東　亜優美  11m85 楠本　早季  11m81 武重　綾乃  11m40
｜ 静　岡･磐田東高 愛　知･至学館高 静　岡･日大三島高 三　重･中京大 愛　知･名城大附高 愛　知･日本体育大 三　重･近大高専 長　野･丸子修学館高

29日 円盤投 渡辺　真佑子  41m49 加藤　千枝  41m44 宮崎　真由美  40m66 加藤　由記  38m02 中島　未歩  37m55 宮本　千亜希  37m42 藤岡　里奈  37m04 三好　百恵  36m13
ル 三　重･三重教員ｸﾗﾌﾞ 愛　知･中京女子大 愛　知･小島プレス 静　岡･ＩＫＫＤ 長　野･丸子修学館高 三　重･宇治山田商高 三　重･津商高 静　岡･東京女体大

29日 ハンマー投 武川　美香  55m82 柘植　由衣  54m39 中島　なつみ  47m63 伊川　綾子  44m22 赤嶺　愛  43m10 北野　真利  42m27 豊田　彩那  38m41 大木　琴未  35m54
ド 静　岡･スズキ 岐　阜･大阪体育大 三　重･久居高 三　重･中京大 愛　知･豊田自動織機 愛　知･中京大ｸﾗﾌﾞ 三　重･岐阜経済大 三　重･鳥羽高

30日 やり投 棚瀬　由貴  47m22 東野　麻衣  46m28 奥村　つかさ  45m01 萩原　麻子  43m31 吉野　菜美  43m30 高塚　裕子  43m13 森本　佳奈  42m71 大西　珠希  41m84
三　重･大阪体育大 愛　知･愛知教育大 三　重･南伊勢高 愛　知･豊田大谷高 愛　知･中京女子大 愛　知･名城大附高 三　重･宇治山田商高 三　重･中京女子大

[ NGR:大会新記録 / EGR:大会タイ記録 ]




