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女子100m

1組 (風:-1.1) 2組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｸﾞﾗ ｱﾔｶ 静岡 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 愛知

1 8 2008 名倉　彩夏(4) 中京大 12.61 1 4 L5424 山本　里菜(2) 岡崎城西高 12.70

ﾆﾜ ｱﾘｻ 愛知 ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ 愛知

2 5 2026 丹羽　愛利彩(3) 中京大 12.69 2 3 L5165 古橋　佳奈(2) 安城学園高 12.79

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 長野 ﾑﾗｶﾐ ｶﾅｺ 宮崎

3 1 1450 田村　有利奈(3) 上田東高 12.71 3 7 2027 村上　佳菜子(3) 中京大 12.80

ｳｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨

4 7 H5034 臼田　菜々美(3) 中京大中京高 12.82 4 5 518 山口　華枝(1) 駿台甲府高 12.85

ﾔﾊﾊﾞ ﾕｳｶ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ 愛知

5 2 L5292 矢幅　由夏(3) 三好高 13.25 5 6 2164 山口　綾加(2) 至学館大 12.99

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲｷ 愛知 ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨

3 H5015 長谷川　愛樹(2) 中京大中京高 DNS 6 2 507 秋山　萌(3) 駿台甲府高 13.05

ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ 愛知 ｶﾜｲ ﾕｲ 新潟

4 2023 杉山　美貴(3) 中京大 DNS 7 8 192 河井　優衣(1) 新潟明訓高 13.19

ﾀﾞﾃ ﾏﾅﾐ 京都 ﾃﾝｼﾞﾝ ｱﾔﾈ 愛知

6 2004 伊達　愛美(M1) 中京大 DNS 8 1 H5025 天神　綾音(1) 中京大中京高 13.25

3組 (風:-0.8) 4組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｵ ﾕｳﾘ 愛知 ﾊﾅｲ ﾀﾏｷ 愛知

1 6 C197 中尾　優里 小島プレス 12.54 1 2 L5415 花井　環(3) 岡崎城西高 12.83

ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾘｶ 三重

2 5 879 福元　日和(1) 宮崎工高 12.82 2 5 2135 藤原　恵里佳(4) 至学館大 12.87

ｲﾄﾞ ﾕﾘﾅ 岐阜 ｵｵﾇﾏ ﾓﾓｶ 新潟

3 2 199 井戸　祐里奈(2) 美濃加茂高 12.88 3 7 184 大沼　桃香(2) 新潟明訓高 12.88

ﾋｸﾞﾁ ｺﾉｶ 愛知 ｷﾑﾗ ｴﾐ 宮崎

4 3 L5043 樋口　香華(3) 光ヶ丘女子高 12.97 4 3 871 木村　英未(3) 宮崎工高 13.11

ｲｸﾀ ﾅｵｺ 愛知 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 愛知

5 4 H5026 生田　奈緒子(1) 中京大中京高 12.97 5 8 H5022 鈴木　朱音(2) 中京大中京高 13.28

ｶﾀｵｶ ﾄﾓｺ 岐阜 ｲﾜｺｼ ﾏﾔ 愛知

6 7 200 片岡　宝子(2) 美濃加茂高 13.03 6 6 H5028 岩越　麻弥(1) 中京大中京高 13.67

ｼﾊﾞｻｷ ﾒｲ 愛知 ｲｺﾏ ｼﾎ 三重

7 8 H5023 柴崎　五月(2) 中京大中京高 13.15 1 1970 生駒　志穂(2) 三重高 DNS

ﾐﾔｶﾜ ｱﾝﾅ 愛知 ｶﾜｺﾞｴ ﾚｲｶ 宮崎

8 1 L5283 宮川　杏奈(2) 三好高 13.50 4 872 川越　玲夏(3) 宮崎工高 DNS

5組 (風:-0.5) 6組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾆｻﾀﾞ ﾕｳﾐ 岐阜 ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾘ 愛知

1 4 211 國定　ゆうみ(3) 済美高 12.84 1 2 L5427 片山　栞里(2) 岡崎城西高 12.96

ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 愛知 ｺｼﾞﾏ ﾋﾅ 岐阜

2 2 H5181 中内　彩虹(3) 日進西高 13.04 2 3 204 小島　日那(2) 美濃加茂高 12.98

ｷﾖﾊﾗ ﾋｶﾙ 岐阜 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｷ 岐阜

3 5 217 清原　ひかる(2) 済美高 13.16 3 7 220 永島　美紀(2) 済美高 13.25

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ 新潟 ｻﾈｼｹﾞ ﾕｲｺ 愛知

4 7 186 山口　紗椰香(2) 新潟明訓高 13.33 4 6 M5016 實重　佑依子(2) 豊橋東高 13.37

ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 愛知

5 1 517 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 13.64 5 1 5089 吉田　真由美(3) 天白高 13.80

ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶ 山梨 ｽｽﾞｷ ｻﾜ 愛知

6 6 510 横山　文香(3) 駿台甲府高 13.70 4 J5041 鈴木　沙和(2) 明和高 DNS

ｸﾉ ﾅﾂ 愛知 ﾋﾗﾏﾂ ｻｷ 愛知

3 H5019 久野　なつ(2) 中京大中京高 DNS 5 H5038 平松　紗季(1) 中京大中京高 DNS

ﾄﾐﾂﾞｶ ﾋﾅﾅ 愛知 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾅ 愛知

8 H5032 冨塚　日南々(1) 中京大中京高 DNS 8 L5426 川端　真奈(2) 岡崎城西高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m

7組 (風:-1.1) 8組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ ﾏｲｺ 愛知 ﾖｼﾑﾗ ﾂｷﾉ 愛知

1 8 M5168 三浦　舞子(3) 豊川高 13.16 1 4 L5417 吉村　月乃(2) 岡崎城西高 13.28

ｱﾘｶﾜ ﾅﾅｾ 愛知 ﾐﾀﾑﾗ ｱﾔｶ 愛知

2 6 L5287 有川　那菜聖(2) 三好高 13.45 2 8 L5074 三田村　彩香(2) 豊田工高 13.88

ｶﾄｳ ｼﾞｭﾘ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ｴﾘﾅ 和歌山

3 5 L5289 加藤　寿理(3) 三好高 13.49 1 2014 前田　江里奈(4) 中京大 DNS

ｶﾔ ｱｲﾘ 三重 ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ 三重

4 1 1969 栢　愛莉(3) 三重高 13.86 2 2013 野田　奈津実(4) 中京大 DNS

ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨 ｼﾗｲ ﾏﾐ 新潟

5 3 515 飯島　しおん(1) 駿台甲府高 14.19 3 2059 白井　真美(2) 中京大 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ 静岡 ｱｻｲ ﾏｺ 愛知

2 2390 渡辺　亜美(2) 常葉大 DNS 5 2006 浅井　真子(4) 中京大 DNS

ｶﾄｳ ｻｷ 愛知 ｶﾄｳ ﾐﾕ 岐阜

4 L5053 加藤　早紀(2) 光ヶ丘女子高 DNS 6 210 加藤　未夢(3) 済美高 DNS

ﾀﾆ ﾕｳﾅ 愛知 ﾀｶﾂｶ ﾐﾁｴ 岡山

7 2007 谷　優奈(4) 中京大 DNS 7 2011 高塚　三知恵(4) 中京大 DNS

9組 (風:-0.5) 10組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｷﾀ ﾘｽﾞ 愛知 ｵｶﾞﾜ ｻｸﾗ 新潟

1 3 L5425 沖田　梨珠(2) 岡崎城西高 13.07 1 7 197 小川　さくら(1) 新潟明訓高 13.19

ｷﾑﾗ ｻﾔｶ 宮崎 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｺ 愛知

2 7 877 木村　紗耶夏　(2) 宮崎工高 13.09 2 4 L5419 本夛　理子(2) 岡崎城西高 13.23

ｶﾒﾀﾞ ｱﾔｶ 新潟 ｲﾄｳ ﾅﾅ 愛知

3 5 198 亀田　彩香(1) 新潟明訓高 13.17 3 8 5040 伊藤　奈名(2) 豊橋南高 13.28

ｴｼﾞﾏ ﾐﾅｴ 岐阜 ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ 山梨

4 4 208 江島　美苗(3) 済美高 13.29 4 1 511 今村　令那(2) 駿台甲府高 13.44

ﾜｶｽｷﾞ ﾐﾚｲ 愛知 ｲﾄｳ ﾙﾘｱ 愛知

5 8 H5149 若杉　美玲(3) 松蔭高 13.36 5 3 H5040 伊藤　瑠莉彩(2) 中京大中京高 13.51

ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾄｴ 三重 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｷ 三重

6 6 314 中﨑　仁絵(3) 津商高 13.40 6 2 317 谷口　紗希(3) 津商高 13.55

ｵｶﾞﾜ ﾘｴ 新潟 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 愛知

7 1 190 小川　梨恵(1) 新潟明訓高 13.92 7 5 M5183 山本　菜月(3) 豊川高 14.04

ﾐｽﾞﾉ ﾓﾓｴ 岐阜 ﾅｶﾞｵ ｱｵﾐ 愛知

2 330 水野　百恵(3) 中津商 DNS 6 M5137 長尾　青海(3) 藤ノ花女子高 DNS

11組 (風:-0.1) 12組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ﾐｻ 愛知 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 愛知

1 6 L5062 鈴木　美沙(2) 光ヶ丘女子高 13.04 1 2 L5058 佐藤　来弥(2) 光ヶ丘女子高 13.10

ｲﾜｶﾜ ﾅﾅﾎ 岐阜 ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾅ 愛知

2 7 2046 岩川　奈々萌(2) 中京大 13.20 2 6 L5453 大原　夕奈(2) 岡崎高 13.25

ﾃｼﾞﾏ ﾌﾜﾘ 愛知 ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 愛知

3 1 2025 手嶋　風理(3) 中京大 13.21 3 4 H5185 森　美月(2) 日進西高 13.26

ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾐﾕｳ 愛知

4 4 508 長田　侑加(3) 駿台甲府高 13.22 4 1 H5039 清水　美結(2) 中京大中京高 13.46

ﾊｼﾞ ﾏﾘﾅ 愛知 ﾅｶﾞﾔ ﾋﾅｺ 愛知

5 2 J5200 ハジ　まりな(2) 栄徳高 13.26 5 7 H5150 長屋　日菜子(3) 松蔭高 13.56

ｲｿｶﾞｲ ﾚﾅ 愛知 ｶﾜﾉ ｱﾔｶ 愛知

6 5 L5312 礒谷　怜奈(3) 岡崎学園高 13.48 6 8 L5174 川野　礼佳(2) 安城学園高 13.75

ｵｶﾀﾞ ﾕｲｶ 三重 ﾂﾂﾞｷ ﾕｲ 愛知

7 3 335 岡田　弓佳(2) 津商高 13.66 7 5 L5284 都築　祐衣(3) 三好高 13.85

ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾞｷ 愛知 ﾌﾙｻﾞﾜ ｱﾔｶ 愛知

8 H5013 鈴木　瑞希(3) 中京大中京高 DNS 3 2049 古澤　彩果(2) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m

13組 (風:-0.8) 14組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 愛知 ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 愛知

1 3 H5016 谷口　なつ実(2) 中京大中京高 13.31 1 6 M5015 白井　千尋(2) 豊橋東高 13.33

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ 愛知 ｵｵﾑﾗ ﾗﾑ 宮崎

2 1 L5156 松本　彩加(3) 安城学園高 13.44 2 3 876 大村　果夢　(2) 宮崎工高 13.40

ｻｶｲ ﾁｻ 愛知 ｲｼﾀﾞ ﾋﾅｺ 愛知

3 2 L5167 酒井　智早(2) 安城学園高 13.63 3 5 J5202 石田　ひなた(2) 栄徳高 13.45

ﾐｽﾞﾉ ﾊﾅ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ﾌﾐｶ 愛知

4 4 H5035 水野　花菜(2) 中京大中京高 13.64 4 7 M5098 杉浦　史佳(2) 豊橋西高 13.59

ﾂﾂﾞｷ ｱｲﾘ 愛知 ﾅｶﾞｼﾏ ｽﾐﾊ 三重

5 8 M5099 都築　愛里(2) 豊橋西高 13.66 5 8 333 長島　純葉(2) 津商高 13.74

ﾌｸﾖｼ ﾘｺ 宮崎 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｶ 愛知

5 880 福吉　莉子(1) 宮崎工高 DNS 6 2 H5031 近藤　綾佳(1) 中京大中京高 14.12

ｻﾄｳ ﾏｵ 愛知 ﾅｶﾞﾔ ｾﾘﾅ 岐阜

6 H5291 佐藤　真央(2) 中京大中京高 DNS 1 213 長屋　芹奈(3) 済美高 DNS

ｳｴﾉｿﾉ ﾕｲｺ 宮崎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 岐阜

7 881 上之園　結子(1) 宮崎工高 DNS 4 469 小林　もえか(1) 中津商 DNS

15組 (風:-0.9) 16組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 岐阜 ﾐﾂﾔ ﾋﾄﾐ 愛知

1 2 222 林　夏妃(2) 済美高 13.58 1 8 M5018 三矢　ひとみ(2) 豊橋東高 13.69

ｵｵｼﾏ ﾕｳｶ 岐阜 ﾑﾗｵ ﾏﾘ 愛知

2 8 209 大島　佑香(3) 済美高 13.62 2 7 5091 村尾　麻里(2) 天白高 13.73

ｱｻｲ ｻｸﾗ 愛知 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅﾐ 三重

3 7 L5413 浅井　さくら(3) 岡崎城西高 13.65 3 6 313 服部　愛美(3) 津商高 13.75

ｾﾝﾀﾞ ﾐﾅｺ 三重 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 愛知

4 6 316 千田　眞菜子(3) 津商高 13.72 4 2 J5201 藤井　遥加(1) 栄徳高 13.77

ｻﾄｳ ｶﾉﾝ 三重 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾊﾅ 三重

5 3 336 佐藤　花音(2) 津商高 13.78 5 1 332 辻村　華(2) 津商高 13.80

ｲｼﾀﾞ ｻｷ 岐阜 ﾜｷﾓﾄ ﾏﾅﾐ 愛知

6 1 215 石田　咲(2) 済美高 13.79 6 4 H5186 脇本　麻奈未(2) 日進西高 14.37

ﾔﾏﾈ ﾕｳ 岐阜 ｳｴﾉ ﾐﾕﾘ 愛知

7 4 214 山根　優(3) 済美高 14.01 3 H5292 上野　未友莉(2) 日進西高 DNS

ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 岐阜 ﾎﾝﾏ ﾓﾓｺ 愛知

8 5 212 杉山　葵(3) 済美高 14.48 5 J5198 本間　桃子(2) 栄徳高 DNS

17組 (風:-1.4) 18組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 静岡 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶ 岐阜

1 8 1723 渡邉　麻那(2) 加藤学園高 13.60 1 2 218 髙橋　宏樺(2) 済美高 14.04

ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 愛知 ｵﾊﾞﾀ ﾁｻ 愛知

2 5 J5203 坂本　彩音(1) 栄徳高 13.67 2 4 M5189 小幡　智沙(3) 豊川高 14.09

ｻﾊﾗ ﾊﾙｶ 愛知 ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂｺ 岐阜

3 2 M5143 佐原　遥(2) 藤ノ花女子高 13.86 3 7 194 片桐　菜都子(3) 美濃加茂高 14.29

ｺｳｹﾂ ﾓﾓｶ 岐阜 ｸｷﾉ ｻﾔ 岐阜

4 1 203 纐纈　萌々華(2) 美濃加茂高 13.93 4 8 202 久木野　早耶(2) 美濃加茂高 14.31

ｶﾜﾓﾘ ﾘｮｳｺ 岐阜 ｽｽﾞｷ ｸﾐｶ 愛知

5 3 201 川守　量子(2) 美濃加茂高 14.19 5 5 M5017 鈴木　玖美佳(2) 豊橋東高 14.36

ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 愛知 ﾎｻｶ ﾅﾅ 山梨

7 M5022 鈴木　美有(3) 豊橋東高 ※ 6 1 506 保坂　奈菜(3) 駿台甲府高 14.37

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅｺ 愛知 ｱｻﾉ ﾁﾅﾂ 岐阜

4 J5204 吉田　日向子(3) 栄徳高 DNS 7 6 324 浅野　智奈津(3) 中津商 14.38

ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅ 愛知 ｱｻｸﾗ ﾕｷﾅ 愛知

6 L5031 岡崎　七菜(3) 岩津高 DNS 8 3 M5011 朝倉　亨奈(3) 豊橋東高 14.73

※写真判定機の不具合で判定不能

凡例  DNS:欠場



女子100m

19組 (風:-1.5) 20組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 愛知 ｱｻﾉ ﾐｶｺ 愛知

1 5 F5063 近藤　七海(2) 津島高 13.37 1 8 5092 浅野　未花子(2) 天白高 14.20

ｶﾐﾔ ｼｵﾘ 愛知 ﾏｴﾃﾞ ﾅﾅﾐ 三重

2 2 M5149 神谷　汐里(3) 藤ノ花女子高 13.87 2 7 331 前田　七海(2) 津商高 14.28

ｺﾂﾞｶ ﾐｻ 愛知 ｻﾜﾀﾞ ﾘﾉ 三重

3 4 H5157 小塚　未沙(2) 松蔭高 14.07 3 1 318 澤田　莉乃(3) 津商高 14.30

ｸﾗﾁ ﾌｳｶ 愛知 ｲｼﾀﾞ ﾗﾝ 愛知

4 3 L5442 倉地　楓花(2) 岡崎城西高 14.31 4 3 L5282 石田　蘭(3) 三好高 14.37

ﾓﾄｲ ﾘｵ 三重 ﾐｽﾞﾉ ﾕﾂﾞｷ 三重

5 7 319 元井　理緒(3) 津商高 14.45 5 2 321 水野　結月(3) 津商高 14.49

ｵｵﾐﾔ ｲｽﾞﾐ 三重 ｽﾄﾞｳ ｱﾕ 愛知

6 1 313 大宮　いずみ(2) 津商高 14.59 6 5 L5285 須藤　亜悠(2) 三好高 14.71

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ 三重 ﾔﾏﾓﾘ ﾒｲ 愛知

7 8 337 原田　あゆ(2) 津商高 14.65 4 5101 山守　芽以(2) 天白高 DNS

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 静岡 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 愛知

8 6 4118 中村　朱里(2) 藤枝明誠高 15.09 6 H5041 平林　亜実(2) 中京大中京高 DNS

21組 (風:-0.2) 22組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ ﾋﾄﾐ 静岡 ｲｿﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 愛知

1 6 1715 藤井　仁美(3) 加藤学園高 14.02 1 3 M5155 磯本　樹里(2) 藤ノ花女子高 14.22

ｶﾄｳ ｱｶﾈ 愛知 ｽｽﾞｷ ｴﾘｶ 愛知

2 4 F5052 加藤　茜(3) 津島高 14.19 2 8 L5314 鈴木　英里花(3) 岡崎学園高 14.24

ﾏﾂｵ ｶﾅ 愛知 ﾀｶﾐ ﾁﾋﾛ 岐阜

3 3 M5013 松尾　佳奈(2) 豊橋東高 14.32 3 6 333 鷹見　ちひろ(2) 中津商 14.44

ｲﾜﾊｼ ﾐﾕｳ 愛知 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾎ 愛知

4 8 J5042 岩橋　美結(3) 明和高 14.45 4 7 L5317 窪田　茉穂(2) 岡崎学園高 14.47

ｶﾂｷ ﾚｲﾅ 愛知 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｺ 岐阜

5 5 M5012 香月　伶那(3) 豊橋東高 14.58 5 2 332 杉本　華子(2) 中津商 15.10

ｳｼﾏﾙ ﾋｶﾘ 三重 ﾍﾗｲ ﾐﾎ 愛知

2 315 牛丸　日花里(3) 津商高 DNS 6 4 H5183 戸耒　未歩(2) 日進西高 15.72

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾓｴ 愛知 ﾑﾛﾉ ｻﾅｴ 愛知

7 L5188 柳原　萌(3) 安城学園高 DNS 5 5093 室野　早苗(3) 天白高 DNS

23組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｽﾞｶ 愛知

1 2 2160 藤原　涼花(2) 至学館大 13.03

ﾆｼｲｴ ﾕｳｶ 静岡

2 6 1724 西家　優花(2) 加藤学園高 14.56

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾏ 愛知

3 7 M5159 小笠原　志麻(2) 藤ノ花女子高 14.71

ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 岐阜

4 3 326 鈴木　美里(3) 中津商 15.05

ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

5 8 519 若杉　彩乃(1) 駿台甲府高 15.34

ｵｵｼﾏ ﾕｳｶ 愛知

4 M5142 大島　優花(2) 藤ノ花女子高 DNS

ｽｽﾞｷ ｶﾎ 愛知

5 L5315 鈴木　香帆(3) 岡崎学園高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子200m

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾞﾃ ﾏﾅﾐ 京都 ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾘ 愛知

1 4 2004 伊達　愛美(M1) 中京大 25.10 1 2 L5427 片山　栞里(2) 岡崎城西高 25.79

ﾅｸﾞﾗ ｱﾔｶ 静岡 ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ 愛知

2 6 2008 名倉　彩夏(4) 中京大 25.45 2 7 L5165 古橋　佳奈(2) 安城学園高 25.89

ｻﾜｲ ﾓﾅ 愛知 ｲｸﾀ ﾅｵｺ 愛知

3 5 H5024 澤井　萌奈(2) 中京大中京高 25.49 3 3 H5026 生田　奈緒子(1) 中京大中京高 25.91

ｵｵﾇﾏ ﾓﾓｶ 新潟 ﾐﾀ ｶﾅｴ 静岡

4 2 184 大沼　桃香(2) 新潟明訓高 25.76 4 1 2394 三田　花苗(3) 常葉大 26.40

ｳｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ 愛知 ﾑﾗｶﾐ ｶﾅｺ 宮崎

5 7 H5034 臼田　菜々美(3) 中京大中京高 26.15 5 6 2027 村上　佳菜子(3) 中京大 26.48

ｺｶﾞ ｼﾞｭﾅ 愛知 ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 長野

6 1 L5162 古賀　珠那(3) 安城学園高 26.74 6 4 1450 田村　有利奈(3) 上田東高 26.48

ﾆﾜ ｱﾘｻ 愛知 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 愛知

3 2026 丹羽　愛利彩(3) 中京大 DNS 7 5 H5022 鈴木　朱音(2) 中京大中京高 26.88

ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ 愛知 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲｷ 愛知

8 2023 杉山　美貴(3) 中京大 DNS 8 H5015 長谷川　愛樹(2) 中京大中京高 DNS

3組 (風:+0.4) 4組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 愛知 ﾋｸﾞﾁ ｺﾉｶ 愛知

1 3 L5424 山本　里菜(2) 岡崎城西高 26.13 1 5 L5043 樋口　香華(3) 光ヶ丘女子高 25.49

ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広島 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎

2 4 2045 安藤　もも(2) 中京大 26.53 2 3 879 福元　日和(1) 宮崎工高 26.21

ｺｼﾞﾏ ﾋﾅ 岐阜 ｷﾑﾗ ｴﾐ 宮崎

3 8 204 小島　日那(2) 美濃加茂高 26.64 3 7 871 木村　英未(3) 宮崎工高 26.76

ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｷ 岐阜 ﾔﾊﾊﾞ ﾕｳｶ 愛知

4 7 220 永島　美紀(2) 済美高 26.67 4 6 L5292 矢幅　由夏(3) 三好高 26.84

ｴｶﾞｼﾗ ｱﾐ 愛知 ｼﾊﾞｻｷ ﾒｲ 愛知

5 6 L5189 江頭　亜美(2) 安城学園高 26.87 5 8 H5023 柴崎　五月(2) 中京大中京高 26.90

ｱﾀﾞﾁ ﾓｴﾉ 岐阜 ﾃﾝｼﾞﾝ ｱﾔﾈ 愛知

6 5 192 安達　萌乃(3) 美濃加茂高 26.95 6 1 H5025 天神　綾音(1) 中京大中京高 27.11

ｶﾜｲ ﾕｲ 新潟 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾞｷ 愛知

7 2 192 河井　優衣(1) 新潟明訓高 27.08 2 H5013 鈴木　瑞希(3) 中京大中京高 DNS

ｻﾄｳ ｺﾄﾐ 愛知 ｲﾄﾞ ﾕﾘﾅ 岐阜

8 1 L5414 佐藤　琴美(2) 岡崎城西高 27.48 4 199 井戸　祐里奈(2) 美濃加茂高 DNS

5組 (風:-1.7) 6組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾆｻﾀﾞ ﾕｳﾐ 岐阜 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 愛知

1 2 211 國定　ゆうみ(3) 済美高 26.85 1 4 L5058 佐藤　来弥(2) 光ヶ丘女子高 26.50

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ 新潟 ﾊﾅｲ ﾀﾏｷ 愛知

2 5 186 山口　紗椰香(2) 新潟明訓高 27.13 2 6 L5415 花井　環(3) 岡崎城西高 26.68

ｶﾄｳ ﾐﾕ 岐阜 ｶﾒﾀﾞ ｱﾔｶ 新潟

3 7 210 加藤　未夢(3) 済美高 27.44 3 5 198 亀田　彩香(1) 新潟明訓高 27.02

ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 長野 ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾄｴ 三重

4 4 2137 望月　絵美(4) 至学館大 27.50 4 3 314 中﨑　仁絵(3) 津商高 27.39

ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅﾐ 三重 ｵｶﾞﾜ ﾘｴ 新潟

5 8 313 服部　愛美(3) 津商高 27.98 5 7 190 小川　梨恵(1) 新潟明訓高 27.98

ｲﾜｺｼ ﾏﾔ 愛知 ｽｽﾞｷ ｻﾜ 愛知

6 6 H5028 岩越　麻弥(1) 中京大中京高 28.10 1 J5041 鈴木　沙和(2) 明和高 DNS

ｵｷﾀ ﾘｽﾞ 愛知 ｸﾉ ﾅﾂ 愛知

1 L5425 沖田　梨珠(2) 岡崎城西高 DNS 2 H5019 久野　なつ(2) 中京大中京高 DNS

ｲｺﾏ ｼﾎ 三重 ｶﾜｺﾞｴ ﾚｲｶ 宮崎

3 1970 生駒　志穂(2) 三重高 DNS 8 872 川越　玲夏(3) 宮崎工高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子200m

7組 (風:-0.5) 8組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾝﾀﾞ ﾘｺ 愛知 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 愛知

1 5 L5419 本夛　理子(2) 岡崎城西高 26.84 1 8 H5016 谷口　なつ実(2) 中京大中京高 26.98

ｱﾘｶﾜ ﾅﾅｾ 愛知 ﾄﾐﾂﾞｶ ﾋﾅﾅ 愛知

2 8 L5287 有川　那菜聖(2) 三好高 26.99 2 7 H5032 冨塚　日南々(1) 中京大中京高 27.03

ﾐﾔｶﾜ ｱﾝﾅ 愛知 ﾋﾗﾏﾂ ｻｷ 愛知

3 6 L5283 宮川　杏奈(2) 三好高 27.12 3 5 H5038 平松　紗季(1) 中京大中京高 27.07

ﾐｽﾞﾉ ﾓﾓｴ 岐阜 ｷﾖﾊﾗ ﾋｶﾙ 岐阜

4 3 330 水野　百恵(3) 中津商 27.44 4 3 217 清原　ひかる(2) 済美高 27.31

ｵｵｼﾏ ﾕｳｶ 岐阜 ｲﾄｳ ﾅﾅ 愛知

5 2 209 大島　佑香(3) 済美高 28.31 5 1 5040 伊藤　奈名(2) 豊橋南高 27.63

ｱｻﾉ ｻﾔｶ 岐阜 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾘ 愛知

1 2305 浅野　沙弥香(2) 東海学大 DNS 6 2 L5289 加藤　寿理(3) 三好高 27.68

ﾅｶﾞﾔ ﾋﾅｺ 愛知 ﾔﾏﾈ ﾕｳ 岐阜

4 H5150 長屋　日菜子(3) 松蔭高 DNS 7 4 214 山根　優(3) 済美高 27.88

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾅ 愛知 ｴｼﾞﾏ ﾐﾅｴ 岐阜

7 L5426 川端　真奈(2) 岡崎城西高 DNS 6 208 江島　美苗(3) 済美高 DNS

9組 (風:+1.6) 10組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ﾐｻ 愛知 ｳｼﾀﾞ ﾏﾕ 愛知

1 4 L5062 鈴木　美沙(2) 光ヶ丘女子高 26.70 1 5 H5148 牛田　麻友(3) 松蔭高 28.05

ｷﾑﾗ ｻﾔｶ 宮崎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 静岡

2 3 877 木村　紗耶夏　(2) 宮崎工高 27.06 2 7 1723 渡邉　麻那(2) 加藤学園高 28.12

ｲﾜｶﾜ ﾅﾅﾎ 岐阜 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾐ 愛知

3 8 2046 岩川　奈々萌(2) 中京大 27.23 3 6 M5035 森本　あみ(2) 豊橋南高 28.29

ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 愛知 ｾﾝﾀﾞ ﾐﾅｺ 三重

4 5 J5043 山田　愛(2) 明和高 27.26 4 2 316 千田　眞菜子(3) 津商高 28.34

ﾜｶｽｷﾞ ﾐﾚｲ 愛知 ｵｶﾀﾞ ﾕｲｶ 三重

5 2 H5149 若杉　美玲(3) 松蔭高 27.52 5 3 335 岡田　弓佳(2) 津商高 28.53

ﾏﾂｲ ﾊﾅ 愛知 ｻﾈｼｹﾞ ﾕｲｺ 愛知

6 6 M5032 松井　葉奈(2) 豊橋南高 28.32 6 8 M5016 實重　佑依子(2) 豊橋東高 28.87

ｶﾝﾀﾞ ｱﾕﾐ 新潟 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 愛知

1 185 神田　あゆみ(2) 新潟明訓高 DNS 7 1 H5021 近藤　望未(2) 中京大中京高 29.33

ﾑﾗｵ ﾏﾘ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 愛知

7 5091 村尾　麻里(2) 天白高 DNS 4 5089 吉田　真由美(3) 天白高 DNS

11組 (風:+0.3) 12組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ｶﾉﾝ 三重 ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 愛知

1 5 336 佐藤　花音(2) 津商高 27.42 1 5 H5181 中内　彩虹(3) 日進西高 26.90

ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾅ 愛知 ｵｶﾞﾜ ｻｸﾗ 新潟

2 2 L5453 大原　夕奈(2) 岡崎高 27.52 2 1 197 小川　さくら(1) 新潟明訓高 26.91

ｻｶｲ ﾁﾜ 新潟 ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 愛知

3 4 200 酒井　千和(1) 新潟明訓高 27.70 3 4 M5015 白井　千尋(2) 豊橋東高 27.63

ｲｿｶﾞｲ ﾚﾅ 愛知 ｲﾄｳ ﾙﾘｱ 愛知

4 3 L5312 礒谷　怜奈(3) 岡崎学園高 27.78 4 6 H5040 伊藤　瑠莉彩(2) 中京大中京高 27.66

ｵｵﾑﾗ ﾗﾑ 宮崎 ﾊﾝﾀﾞ ﾌｳｺ 愛知

5 8 876 大村　果夢　(2) 宮崎工高 27.82 5 3 L5051 半田　楓子(2) 光ヶ丘女子高 27.85

ｽﾅｶﾜ ﾏｺ 愛知 ｲﾁﾉｾ ｻｷ 愛知

6 7 J5035 砂川　眞子(3) 明和高 28.18 6 7 L5444 一ノ瀬　早希(3) 岡崎高 27.99

ｼﾏﾀﾞ ﾅｵ 三重 ﾅｶﾞｼﾏ ｽﾐﾊ 三重

7 6 2047 島田　菜央(2) 中京大 28.49 7 8 333 長島　純葉(2) 津商高 28.25

ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 愛知 ﾂﾂﾞｷ ﾕｲ 愛知

8 1 M5022 鈴木　美有(3) 豊橋東高 28.90 2 L5284 都築　祐衣(3) 三好高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子200m

13組 (風:-1.0) 14組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 岐阜 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾊﾅ 三重

1 8 222 林　夏妃(2) 済美高 28.11 1 3 332 辻村　華(2) 津商高 28.28

ｲｼﾀﾞ ｻｷ 岐阜 ｵｵﾐﾔ ｲｽﾞﾐ 三重

2 2 215 石田　咲(2) 済美高 28.13 2 6 334 大宮　いずみ(2) 津商高 28.95

ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｷ 三重 ｵｵｻｶ　ﾖｼﾉ 愛知

3 3 317 谷口　紗希(3) 津商高 28.18 3 2 J5037 大坂　美乃(3) 明和高 28.97

ﾐﾂﾔ ﾋﾄﾐ 愛知 ﾓﾄｲ ﾘｵ 三重

4 6 M5018 三矢　ひとみ(2) 豊橋東高 28.37 4 8 319 元井　理緒(3) 津商高 29.08

ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 愛知 ｸﾗﾁ ﾌｳｶ 愛知

5 1 L5296 阿部　瑞希(3) 岡崎学園高 28.56 5 1 L5442 倉地　楓花(2) 岡崎城西高 29.35

ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 岐阜 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾄﾐ 三重

6 7 212 杉山　葵(3) 済美高 30.17 4 1968 山内　瞳(3) 三重高 DNS

ｻﾄｳ ﾏｵ 愛知 ｶﾔ ｱｲﾘ 三重

4 H5291 佐藤　真央(2) 中京大中京高 DNS 5 1969 栢　愛莉(3) 三重高 DNS

ﾅｶﾞﾔ ｾﾘﾅ 岐阜 ｳｴﾉｿﾉ ﾕｲｺ 宮崎

5 213 長屋　芹奈(3) 済美高 DNS 7 881 上之園　結子(1) 宮崎工高 DNS

15組 (風:-0.7) 16組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻｵｶ ﾅﾎ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴｶ 愛知

1 1 H5027 浅岡　南帆(1) 中京大中京高 28.13 1 6 H5112 渡邉　萌香(2) 豊明高 28.37

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 愛知 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶ 岐阜

2 3 H5158 山口　琴音(2) 松蔭高 28.18 2 5 218 髙橋　宏樺(2) 済美高 28.77

ｲﾏｲ ﾁｻﾄ 愛知 ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 愛知

3 4 L5297 今井　千里(3) 岡崎学園高 28.45 3 8 H5185 森　美月(2) 日進西高 28.97

ﾏｴﾃﾞ ﾅﾅﾐ 三重 ｺﾂﾞｶ ﾐｻ 愛知

4 2 331 前田　七海(2) 津商高 28.71 4 7 H5157 小塚　未沙(2) 松蔭高 29.34

ｻﾜﾀﾞ ﾘﾉ 三重 ﾏﾂｵ ｶﾅ 愛知

5 5 318 澤田　莉乃(3) 津商高 28.76 5 2 M5013 松尾　佳奈(2) 豊橋東高 29.71

ﾐｳﾗ ﾘｻ 愛知 ｳｴﾉ ﾐﾕﾘ 愛知

6 8 M5028 三浦　璃紗(3) 豊橋南高 29.05 1 H5292 上野　未友莉(2) 日進西高 DNS

ﾐｽﾞﾉ ﾕﾂﾞｷ 三重 ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅ 愛知

7 7 321 水野　結月(3) 津商高 29.26 3 L5031 岡崎　七菜(3) 岩津高 DNS

ﾌｸﾖｼ ﾘｺ 宮崎 ﾔﾏﾓﾘ ﾒｲ 愛知

6 880 福吉　莉子(1) 宮崎工高 DNS 4 5101 山守　芽以(2) 天白高 DNS

17組 (風:-0.9) 18組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻﾉ ﾐｶｺ 愛知 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾎ 愛知

1 8 5092 浅野　未花子(2) 天白高 29.07 1 5 L5317 窪田　茉穂(2) 岡崎学園高 30.14

ｽｽﾞｷ ｴﾘｶ 愛知 ﾆｼｲｴ ﾕｳｶ 静岡

2 3 L5314 鈴木　英里花(3) 岡崎学園高 29.66 2 4 1724 西家　優花(2) 加藤学園高 30.21

ｲﾜﾊｼ ﾐﾕｳ 愛知 ｽﾄﾞｳ ｱﾕ 愛知

3 5 J5042 岩橋　美結(3) 明和高 29.77 3 3 L5285 須藤　亜悠(2) 三好高 30.73

ﾌｼﾞｲ ﾋﾄﾐ 静岡 ﾋﾄﾐ ｽｽﾞｶ 愛知

4 6 1715 藤井　仁美(3) 加藤学園高 30.16 2 L5040 人見　涼加(2) 岩津高 DNS

ｶﾂｷ ﾚｲﾅ 愛知 ﾊﾔｼ ｶﾂﾞｷ 愛知

5 4 M5012 香月　伶那(3) 豊橋東高 30.72 6 L5281 林　夏月(3) 三好高 DNS

愛知 ｽｽﾞｷ ｶﾎ 愛知

1 2073 菅嶋　悠乃(1) 中京大 DNS 7 L5315 鈴木　香帆(3) 岡崎学園高 DNS

ｲｼﾀﾞ ﾗﾝ 愛知 ｺｼﾞﾏ ｱﾕｶ 愛知

2 L5282 石田　蘭(3) 三好高 DNS 8 L5039 小島　亜友花(2) 岩津高 DNS

ｵｵﾊｼ ﾅﾅﾐ 愛知

7 5095 大橋　菜奈美(3) 天白高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子400m

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾇﾏ ﾓﾓｶ 新潟 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅﾐ 三重

1 4 184 大沼　桃香(2) 新潟明訓高 57.25 1 4 313 服部　愛美(3) 津商高 1:00.14

ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛知 ﾅｶﾞｵ ｱｵﾐ 愛知

2 5 H5012 長屋　美月(3) 中京大中京高 57.92 2 3 M5137 長尾　青海(3) 藤ノ花女子高 1:00.38

ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広島 ﾓﾘ ｸﾙﾐ 静岡

3 8 2045 安藤　もも(2) 中京大 58.80 3 2 2395 森　久留美　(3) 常葉大 1:01.65

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 愛知 ｳｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ 愛知

4 2 F5063 近藤　七海(2) 津島高 59.70 4 8 H5034 臼田　菜々美(3) 中京大中京高 1:02.10

ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｷ 岐阜 ｷｼﾉ ﾄﾓﾐ 静岡

5 7 220 永島　美紀(2) 済美高 1:00.10 5 1 2397 岸野　友美(3) 常葉大 1:02.53

ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 長野 ｶﾄｳ ﾐﾕ 岐阜

6 1 2137 望月　絵美(4) 至学館大 1:00.19 6 6 210 加藤　未夢(3) 済美高 1:03.63

ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 愛知 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲｷ 愛知

7 6 H5022 鈴木　朱音(2) 中京大中京高 1:00.64 5 H5015 長谷川　愛樹(2) 中京大中京高 DNS

ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂﾐ 静岡 ｸﾉ ﾅﾂ 愛知

3 2393 武田　夏美(3) 常葉大 DNS 7 H5019 久野　なつ(2) 中京大中京高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｸﾀ ﾅｵｺ 愛知 ﾊﾝﾀﾞ ﾌｳｺ 愛知

1 1 H5026 生田　奈緒子(1) 中京大中京高 58.93 1 6 L5051 半田　楓子(2) 光ヶ丘女子高 1:00.61

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 愛知 ｺｼﾞﾏ ﾋﾅ 岐阜

2 8 H5036 山田　真梨子(1) 中京大中京高 59.81 2 5 204 小島　日那(2) 美濃加茂高 1:01.08

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 愛知 ｵｵｽｶﾞ ﾐﾕ 新潟

3 2 H5016 谷口　なつ実(2) 中京大中京高 1:00.00 3 8 196 大須賀　美由(1) 新潟明訓高 1:01.25

ﾐｽﾞﾉ ﾓﾓｴ 岐阜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ 新潟

4 6 330 水野　百恵(3) 中津商 1:01.90 4 1 186 山口　紗椰香(2) 新潟明訓高 1:01.99

ﾐﾂﾔ ﾋﾄﾐ 愛知 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

5 7 M5018 三矢　ひとみ(2) 豊橋東高 1:02.95 5 3 508 長田　侑加(3) 駿台甲府高 1:03.98

ﾔﾏﾈ ﾕｳ 岐阜 ｱﾘｶﾜ ﾅﾅｾ 愛知

6 4 214 山根　優(3) 済美高 1:04.63 6 2 L5287 有川　那菜聖(2) 三好高 1:04.63

ｽｷﾞﾔﾏ ｿﾗ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 愛知

7 5 H5033 杉山　そら(1) 中京大中京高 1:06.27 7 7 M5022 鈴木　美有(3) 豊橋東高 1:06.78

ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶ 山梨 ﾔﾊﾊﾞ ﾕｳｶ 愛知

3 510 横山　文香(3) 駿台甲府高 DNS 8 4 L5292 矢幅　由夏(3) 三好高 1:08.01

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 愛知 ｼﾊﾞｻｷ ﾒｲ 愛知

1 4 H5021 近藤　望未(2) 中京大中京高 1:01.54 1 4 H5023 柴崎　五月(2) 中京大中京高 1:02.34

ｵｵﾀ　ﾐｶ 愛知 ﾏｴｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 愛知

2 1 L5049 太田　実花(2) 光ヶ丘女子高 1:03.29 2 1 M5033 前澤　柚美子(2) 豊橋南高 1:02.82

ｳｼﾀﾞ ﾏﾕ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 愛知

3 6 H5148 牛田　麻友(3) 松蔭高 1:04.47 3 6 J5043 山田　愛(2) 明和高 1:03.13

ｽﾅｶﾜ ﾏｺ 愛知 ｲﾁﾉｾ ｻｷ 愛知

4 7 J5035 砂川　眞子(3) 明和高 1:04.51 4 5 L5444 一ノ瀬　早希(3) 岡崎高 1:03.19

ｶﾝﾀﾞ ｱﾕﾐ 新潟 ｵｶﾞﾜ ﾘｴ 新潟

5 8 185 神田　あゆみ(2) 新潟明訓高 1:05.18 5 8 190 小川　梨恵(1) 新潟明訓高 1:03.56

ﾂﾂﾞｷ ﾕｲ 愛知 ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 愛知

6 5 L5284 都築　祐衣(3) 三好高 1:06.44 6 2 H5181 中内　彩虹(3) 日進西高 1:04.01

ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 愛知 ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨

7 2 M5015 白井　千尋(2) 豊橋東高 1:08.62 7 3 512 雨宮　珠麻(2) 駿台甲府高 1:06.12

ﾖｼﾀ ﾐﾎｼ 愛知 ｵｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 愛知

3 F5066 吉田　美星(2) 津島高 DNS 7 L5449 尾﨑　夏実(3) 岡崎高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子400m

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾒﾀﾞ ｱﾔｶ 新潟 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 愛知

1 1 198 亀田　彩香(1) 新潟明訓高 1:02.28 1 7 H5158 山口　琴音(2) 松蔭高 1:04.05

ﾂｼﾞ ﾘｻｺ 三重 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ 愛知

2 5 2048 辻　りさこ(2) 中京大 1:03.84 2 6 L5445 山本　梨乃(3) 岡崎高 1:04.59

ｼｶｳﾁ ｻﾔｶ 静岡 ﾐｳﾗ ﾘｻ 愛知

3 6 2388 鹿内　彩香(2) 常葉大 1:04.45 3 3 M5028 三浦　璃紗(3) 豊橋南高 1:05.10

ｵｶﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 静岡 ｻﾄｳ ｶﾉﾝ 三重

4 7 2398 岡村　美津佳(4) 常葉大 1:05.26 4 8 336 佐藤　花音(2) 津商高 1:05.17

ﾅｶﾈ ﾙｶ 愛知 ｶﾄｳ ｱｶﾈ 愛知

5 2 L5295 中根　瑠香(2) 三好高 1:07.07 5 4 F5052 加藤　茜(3) 津島高 1:05.29

ｵｵﾐﾔ ｲｽﾞﾐ 三重 ｲﾏｲ ﾁｻﾄ 愛知

6 8 313 大宮　いずみ(2) 津商高 1:07.41 6 1 L5297 今井　千里(3) 岡崎学園高 1:05.42

ﾜｼｻｶ ﾉﾉ 愛知 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 長野

3 L5294 鷲阪　野乃(2) 三好高 DNS 2 1447 成澤　優(3) 上田東高 DNS

ｶﾜｲ ﾕｲ 新潟 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾄﾐ 三重

4 192 河井　優衣(1) 新潟明訓高 DNS 5 1968 山内　瞳(3) 三重高 DNS

9組 10組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾜ ｻｸﾗ 新潟 ｲｼﾀﾞ ﾋﾅｺ 愛知

1 2 197 小川　さくら(1) 新潟明訓高 1:03.21 1 2 J5202 石田　ひなた(2) 栄徳高 1:04.05

ｶﾐﾔ ｼｵﾘ 愛知 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾐ 愛知

2 7 M5149 神谷　汐里(3) 藤ノ花女子高 1:04.64 2 5 M5035 森本　あみ(2) 豊橋南高 1:04.48

ﾏﾂｲ ﾊﾅ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 静岡

3 5 M5032 松井　葉奈(2) 豊橋南高 1:05.24 3 7 1723 渡邉　麻那(2) 加藤学園高 1:05.20

ﾓﾄｲ ﾘｵ 三重 ﾊｼﾞ ﾏﾘﾅ 愛知

4 8 319 元井　理緒(3) 津商高 1:05.75 4 1 J5200 ハジ　まりな(2) 栄徳高 1:06.10

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾏ 愛知 ｵｾﾞｷ ﾅﾐ 岐阜

5 6 M5159 小笠原　志麻(2) 藤ノ花女子高 1:05.83 5 6 331 尾関　奈美(2) 中津商 1:08.86

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 長野 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

6 4 2302 塩澤　華奈(3) 東海学大 1:07.15 6 4 519 若杉　彩乃(1) 駿台甲府高 1:11.19

ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 愛知 ﾏﾂｵ ｶﾅ 愛知

7 3 L5296 阿部　瑞希(3) 岡崎学園高 1:08.25 3 M5013 松尾　佳奈(2) 豊橋東高 DNS

ﾐｽﾞﾉ ﾕﾂﾞｷ 三重 ｺｳﾉ ｻﾅ 愛知

8 1 321 水野　結月(3) 津商高 1:08.76 8 J5157 河野  紗奈(2) 長久手高 DNS

11組 12組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞﾉ ﾊﾅ 岐阜 ｷﾖﾊﾗ ﾋｶﾙ 岐阜

1 7 224 水野　花(2) 済美高 1:05.13 1 8 217 清原　ひかる(2) 済美高 1:05.09

ｱｻｵｶ ﾅﾎ 愛知 ｲｼﾀﾞ ｻｷ 岐阜

2 8 H5027 浅岡　南帆(1) 中京大中京高 1:05.59 2 7 215 石田　咲(2) 済美高 1:05.80

ｼﾊﾞﾀ ﾏｲﾝ 三重 ﾋﾗｵｶ ｻﾔｶ 三重

3 5 1972 柴田　真音(2) 三重高 1:05.66 3 4 1973 平岡　彩香(2) 三重高 1:06.65

ｶﾂｷ ﾚｲﾅ 愛知 ｶｼﾞﾀ ｴﾘ 愛知

4 3 M5012 香月　伶那(3) 豊橋東高 1:08.79 4 6 H5182 梶田　依理(2) 日進西高 1:07.67

ｴﾑﾗ ｱﾔ 岐阜 ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 愛知

5 2 216 江村　彩(2) 済美高 1:13.51 5 3 M5014 伊藤　美月(2) 豊橋東高 1:08.61

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅｺ 愛知 ｲｼﾀﾞ ﾗﾝ 愛知

1 J5204 吉田　日向子(3) 栄徳高 DNS 6 5 L5282 石田　蘭(3) 三好高 1:09.88

ｻﾈｼｹﾞ ﾕｲｺ 愛知 ﾎﾘﾍﾞ ｶｺ 岐阜

4 M5016 實重　佑依子(2) 豊橋東高 DNS 7 2 223 堀部　華瑚(2) 済美高 1:14.05

ﾑﾗｵ ﾏﾘ 愛知 ｴｼﾞﾏ ﾐﾅｴ 岐阜

6 5091 村尾　麻里(2) 天白高 DNS 1 208 江島　美苗(3) 済美高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子400m

13組 14組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 岐阜 ﾅﾂﾒ ｻﾅ 愛知

1 6 222 林　夏妃(2) 済美高 1:05.61 1 8 2157 夏目　沙奈(2) 至学館大 1:00.06

ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 岐阜 ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ 山梨

2 3 212 杉山　葵(3) 済美高 1:07.60 2 4 511 今村　令那(2) 駿台甲府高 1:02.07

ﾆｼｲｴ ﾕｳｶ 静岡 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

3 8 1724 西家　優花(2) 加藤学園高 1:10.57 3 5 517 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 1:04.67

ｼｲｷ ｺﾄﾅ 愛知 ｻﾊﾗ ﾊﾙｶ 愛知

4 4 H5154 椎木　琴菜(2) 松蔭高 1:14.41 4 6 M5143 佐原　遥(2) 藤ノ花女子高 1:07.90

ｻｶｲ ｱﾐ 愛知 ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨

5 2 L5038 酒井　亜海(2) 岩津高 1:20.61 5 3 515 飯島　しおん(1) 駿台甲府高 1:10.32

ﾋﾄﾐ ｽｽﾞｶ 愛知 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ 山梨

1 L5040 人見　涼加(2) 岩津高 DNS 6 2 514 南部　みなみ(2) 駿台甲府高 1:10.76

ｳｴﾉ ﾐﾕﾘ 愛知 ｽｽﾞｷ ｻﾜ 愛知

5 H5292 上野　未友莉(2) 日進西高 DNS 7 J5041 鈴木　沙和(2) 明和高 DNS

ｺｼﾞﾏ ｱﾕｶ 愛知

7 L5039 小島　亜友花(2) 岩津高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子800m

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾏｲ ﾘｶｺ 愛知 ﾏｴｼﾏ ﾌｳｶ 岐阜

1 2 2150 今井　理香子(2) 至学館大 2:29.58 1 6 436 前島　風香(1) 美濃加茂高 2:36.72

ﾋﾗｵｶ ｻﾔｶ 三重 ｷﾀ ﾌﾐｶ 愛知

2 4 1973 平岡　彩香(2) 三重高 2:35.27 2 1 L5452 喜多　文香(2) 岡崎高 2:42.61

ｲﾄｳ ﾌﾐｶ 愛知 ﾔﾏｳﾁ ﾏｲｶ 愛知

3 8 H5114 伊藤　史華(2) 豊明高 2:50.90 3 7 5090 山内　麻以佳(2) 天白高 2:45.06

ｶﾄｳ ﾏｲ 愛知 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾗ 愛知

4 5 L5291 加藤　舞(3) 三好高 2:53.87 4 5 L5288 藤田　鈴来(2) 三好高 2:47.13

ｼｲｷ ｺﾄﾅ 愛知 ｳｴﾉ ﾐﾕﾘ 愛知

5 6 H5154 椎木　琴菜(2) 松蔭高 2:54.09 2 H5292 上野　未友莉(2) 日進西高 DNS

ﾌｼﾞﾀ ｱﾘｽ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ﾏｲﾝ 三重

6 1 L5036 藤田　ありす(2) 岩津高 2:57.57 3 1972 柴田　真音(2) 三重高 DNS

ﾋｶﾞｼ ｱﾔｶ 愛知 ﾐﾂﾊﾗ ﾘﾉ 愛知

7 3 5097 東　彩花(3) 天白高 2:59.50 4 F5343 三津原　莉乃(3) 愛知黎明高 DNS

ｽｴﾅｶﾞ ﾏﾎ 愛知 ﾊﾔｼﾀﾞ ｻｸﾗ 愛知

8 7 L5293 末長　真穂(3) 三好高 3:01.93 8 J5158 林田　さくら(3) 長久手高 DNS

ｶｼﾞﾀ ｴﾘ 愛知

9 H5182 梶田　依理(2) 日進西高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｸﾞﾁ ﾁｶｹﾞ 愛知 ｵｵｽｶﾞ ﾐﾕ 新潟

1 5 D81 井口　智景 豊橋市役所 2:27.12 1 5 196 大須賀　美由(1) 新潟明訓高 2:22.32

ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ 岐阜 ｶﾒﾔﾏ ｱｶﾈ 岐阜

2 6 205 高橋　愛菜(2) 美濃加茂高 2:31.60 2 4 196 亀山　茜(3) 美濃加茂高 2:22.74

ﾀｾ ﾄﾓｶ 岐阜 ｺｻｶｲ ﾅﾎ 愛知

3 2 206 田瀬　知佳(2) 美濃加茂高 2:32.58 3 1 F5348 小酒井　南帆(2) 愛知黎明高 2:24.20

ｶﾐﾔ ﾚﾅ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ 愛知

4 7 5098 神谷　玲奈(3) 天白高 2:34.59 4 6 L5445 山本　梨乃(3) 岡崎高 2:27.62

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 岐阜 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾅ 岐阜

5 9 207 水野　憂希(2) 美濃加茂高 2:40.31 5 8 224 水野　花(2) 済美高 2:28.06

ﾎﾘﾍﾞ ｶｺ 岐阜 ｷﾊﾗ ﾏﾕ 愛知

6 1 223 堀部　華瑚(2) 済美高 2:50.00 6 3 L5451 木原　茉優(3) 岡崎高 2:28.76

ｺｳﾉ ｻﾅ 愛知 ﾜｼｻｶ ﾉﾉ 愛知

3 J5157 河野  紗奈(2) 長久手高 DNS 7 2 L5294 鷲阪　野乃(2) 三好高 2:35.54

ﾔｷﾞ ｱｶﾘ 愛知 ｽﾅｶﾜ ﾏｺ 愛知

4 F5349 八木　明梨(2) 愛知黎明高 DNS 8 7 J5035 砂川　眞子(3) 明和高 2:35.99

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 長野 ｴﾑﾗ ｱﾔ 岐阜

8 1447 成澤　優(3) 上田東高 DNS 9 9 216 江村　彩(2) 済美高 2:44.25

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛知

1 5 H5012 長屋　美月(3) 中京大中京高 2:15.57

ﾎｿｲ ｴﾘﾅ 愛知

2 4 H5030 細井　衿菜(1) 中京大中京高 2:16.66

ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 愛知

3 3 H5021 近藤　望未(2) 中京大中京高 2:18.00

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 愛知

4 6 H5036 山田　真梨子(1) 中京大中京高 2:19.17

ｲﾅ ﾕﾏ 岐阜

5 1 2383 伊奈　佑真(4) 中部学院大 2:27.59

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶ 静岡

6 8 1707 山田　梨花(1) 加藤学園高 2:28.96

ﾔｽﾀﾞ ｱﾘｻ 岐阜

7 7 26 安田　侑紗(3) 大垣商高 2:29.65

ﾔﾏﾈ ﾕｳ 岐阜

8 9 214 山根　優(3) 済美高 2:34.26

ﾅｶﾈ ﾙｶ 愛知

2 L5295 中根　瑠香(2) 三好高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子1500m

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｲ ﾓｴｶ 愛知 ｲｲｽﾞﾐ ｱﾐｻ 静岡

1 4 M5097 大井　萌花(3) 豊橋西高 5:24.73 1 1 1718 飯泉　亜美紗(2) 加藤学園高 5:07.93

ｽｽﾞｷ ｼﾊﾙ 愛知 ｳﾝﾉ ﾚﾐ 静岡

2 16 M5023 鈴木　紫陽(2) 豊橋東高 5:25.53 2 3 1720 海野　鈴実(2) 加藤学園高 5:08.82

ｷﾀ ﾌﾐｶ 愛知 ｱｻｵｶ ﾘﾅ 愛知

3 6 L5452 喜多　文香(2) 岡崎高 5:31.97 3 2 L5448 朝岡　里奈(2) 岡崎高 5:12.16

ﾅｶﾉ ﾒｸﾞﾐ 岐阜 ｶﾝﾍﾞ ﾅﾅｾ 静岡

4 1 2385 中野　恵(2) 中部学院大 5:32.94 4 10 1725 神戸　ななせ(2) 加藤学園高 5:13.56

ｲﾄｳ ﾕﾒﾐ 愛知 ｶﾜｽﾐ ﾋｶﾘ 愛知

5 11 M5140 伊藤　ゆめみ(2) 藤ノ花女子高 5:34.41 5 9 L5447 川澄　光(2) 岡崎高 5:16.10

ｽｽﾞｷ ｺﾅﾂ 愛知 ｶﾐﾔ ﾚﾅ 愛知

6 9 H5268 鈴木　こなつ(1) 中部大第一高 5:34.98 6 17 5098 神谷　玲奈(3) 天白高 5:19.55

ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 ﾀｾ ﾄﾓｶ 岐阜

7 2 514 南部　みなみ(2) 駿台甲府高 5:42.65 7 8 206 田瀬　知佳(2) 美濃加茂高 5:20.48

ｺｲｹ ﾋﾅ 愛知 ﾜｼｻｶ ﾉﾉ 愛知

8 8 M5150 小池　陽菜(3) 藤ノ花女子高 5:45.00 8 5 L5294 鷲阪　野乃(2) 三好高 5:25.17

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｵ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 静岡

9 10 H5266 山田　麗央(3) 中部大第一高 5:48.34 9 12 2391 小林　ちひろ(3) 常葉大 5:27.92

ﾔﾏｳﾁ ﾏｲｶ 愛知 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾗ 愛知

10 7 5090 山内　麻以佳(2) 天白高 5:51.68 10 16 L5288 藤田　鈴来(2) 三好高 5:29.45

ｶﾄｳ ﾏｲ 愛知 ﾎﾘﾍﾞ ｶｺ 岐阜

11 12 L5291 加藤　舞(3) 三好高 6:02.40 11 15 223 堀部　華瑚(2) 済美高 5:32.45

ﾋｶﾞｼ ｱﾔｶ 愛知 ｽﾅｶﾜ ﾏｺ 愛知

12 14 5097 東　彩花(3) 天白高 6:07.76 12 4 J5035 砂川　眞子(3) 明和高 5:33.90

ﾌｼﾞﾀ ｱﾘｽ 愛知 ｲｼﾑﾗ ﾀﾞｲｱﾝｹｲ 愛知

13 17 L5036 藤田　ありす(2) 岩津高 6:11.58 13 14 H5260 石村　ダイアンケイ(3) 中部大第一高 6:01.77

ｽｴﾅｶﾞ ﾏﾎ 愛知 ﾏﾂﾔﾏ ﾊﾙｶ 愛知

14 13 L5293 末長　真穂(3) 三好高 6:17.77 6 H5264 松山　遥香(1) 中部大第一高 DNS

ﾊﾔｼﾀﾞ ｻｸﾗ 愛知 ﾄﾞｲｹ ｶｽﾐ 愛知

3 J5158 林田　さくら(3) 長久手高 DNS 7 H5258 土池　華純(3) 中部大第一高 DNS

ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾙﾐ 愛知 ﾐﾂﾊﾗ ﾘﾉ 愛知

5 M5145 森本　成美(2) 藤ノ花女子高 DNS 11 F5343 三津原　莉乃(3) 愛知黎明高 DNS

ｱｲﾉ ｼﾎ 愛知 ﾊﾙﾀ ﾕｳｶ 愛知

15 M5158 合野　志穂(2) 藤ノ花女子高 DNS 13 M5152 春田　友香(3) 藤ノ花女子高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子1500m

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘ ﾐｻｷ 静岡 ｷﾖﾏｻ ｱﾘ 愛知

1 16 1709 森　美咲季(3) 加藤学園高 5:00.32 1 1 D106 清政　愛理 ＡＩＨＯ 4:51.12

ｵｵｽｶﾞ ﾐﾕ 新潟 ｷﾉｼﾀ ﾏﾕｶ 愛知

2 7 196 大須賀　美由(1) 新潟明訓高 5:02.38 2 15 H5253 木下　真由香(3) 中部大第一高 4:53.47

ﾊｯﾄﾘ ﾊﾙﾅ 愛知 ｵｵﾔﾏ ｼｵﾘ 愛知

3 4 H5261 服部　花奈(2) 中部大第一高 5:03.63 3 2 H5255 大山　栞(3) 中部大第一高 4:55.39

ﾏｷﾀ ｻﾔｶ 愛知 ｵｷﾞﾉ ﾐﾕ 愛知

4 12 D9007 蒔田　沙弥香 愛知陸協 5:06.09 4 7 M5191 荻野　実夕(1) 豊川高 4:59.81

ﾎﾝﾏ ﾏｵ 愛知 ﾐｽﾞﾉ ﾓﾓﾅ 愛知

5 6 M5151 本馬　真央(3) 藤ノ花女子高 5:06.47 5 4 H5117 水野　桃奈(3) 中京大中京高 5:02.79

ｺｻｶｲ ﾅﾎ 愛知 ｵｸﾑﾗ ﾏﾕ 愛知

6 8 F5348 小酒井　南帆(2) 愛知黎明高 5:06.81 6 11 C337 奥村　麻友 安城学園AC 5:04.32

ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ 岐阜 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾅ 岐阜

7 9 205 高橋　愛菜(2) 美濃加茂高 5:08.49 7 17 224 水野　花(2) 済美高 5:05.00

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅ 愛知 ｲﾅ ﾕﾏ 岐阜

8 11 M5021 前田　羽菜(3) 豊橋東高 5:12.76 8 16 2383 伊奈　佑真(4) 中部学院大 5:06.10

ｼﾐｽﾞ ﾉﾉｶ 愛知 ｼｼﾄﾞ ﾏﾕ 静岡

9 13 H5257 清水　野々花(3) 中部大第一高 5:15.20 9 3 1706 宍戸　茉由(3) 加藤学園高 5:13.50

ｷﾊﾗ ﾏﾕ 愛知 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋｶﾘ 愛知

10 5 L5451 木原　茉優(3) 岡崎高 5:15.33 10 10 L5320 小笠原　ひかり(1) 岡崎学園高 5:29.23

ｻｶｵ ﾕｳｷ 愛知 ｲﾜﾀ ﾅﾂﾐ 愛知

11 15 H5156 坂尾　悠希(3) 松蔭高 5:22.43 5 F5340 岩田　夏実(3) 愛知黎明高 DNS

ｴﾑﾗ ｱﾔ 岐阜 ﾅｶﾉ ﾓﾓｶ 愛知

12 14 216 江村　彩(2) 済美高 5:35.86 6 F5341 中野　桃花(3) 愛知黎明高 DNS

ﾊﾗ ﾏｲﾅ 愛知 ﾅｶﾉ ﾋﾅｺ 愛知

1 M5019 原　舞奈(2) 豊橋東高 DNS 8 L5304 中野　陽奈子(2) 岡崎学園高 DNS

ﾔｷﾞ ｱｶﾘ 愛知 ｺｼﾞﾏ ﾁｶ 愛知

2 F5349 八木　明梨(2) 愛知黎明高 DNS 9 L5305 小島　知佳(3) 岡崎学園高 DNS

ｲｼﾀ ｼｵﾘ 愛知 ﾁｬﾔ ﾅｵｴ 愛知

3 M5020 井下　誌織(3) 豊橋東高 DNS 12 L5306 茶谷　尚恵(2) 岡崎学園高 DNS

ﾀﾅｶ ﾙﾘｶ 愛知 ﾂﾈｶﾜ ﾁﾎ 愛知

10 H5262 田中　ルリカ(2) 中部大第一高 DNS 13 L5307 恒川　智帆(1) 岡崎学園高 DNS

ｺｳﾉ ｻﾅ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 愛知

17 J5157 河野  紗奈(2) 長久手高 DNS 14 L5303 鈴木　麻椰(2) 岡崎学園高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子1500m

5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾙﾐﾀﾞ ﾕｶ 愛知

1 1 M5166 猿見田　裕香(3) 豊川高 4:23.72

ｶﾜｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 愛知

2 4 L5302 川口　桃佳(3) 岡崎学園高 4:29.36

ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 愛知

3 6 H5021 近藤　望未(2) 中京大中京高 4:32.95

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 静岡

4 2 1716 渡辺　菜々美(3) 加藤学園高 4:33.18

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 愛知

5 17 H5036 山田　真梨子(1) 中京大中京高 4:43.20

ﾎｿｲ ｴﾘﾅ 愛知

6 7 H5030 細井　衿菜(1) 中京大中京高 4:44.79

ｱｻﾀﾞ ﾊﾙｶ 愛知

7 10 M5188 浅田　遥香(1) 豊川高 4:48.26

ﾐﾔﾅｶﾞ ﾕﾐ 愛知

8 12 M5174 宮永　光唯(2) 豊川高 4:49.02

ｶﾒﾔﾏ ｱｶﾈ 岐阜

9 8 196 亀山　茜(3) 美濃加茂高 4:49.87

ｶｾ ﾊﾅ 愛知

10 15 M5186 加瀬　花(1) 豊川高 4:50.21

ﾅﾂﾒ ﾕｳｶ 愛知

11 11 M5182 夏目　ゆうか(1) 豊川高 4:51.32

ﾑﾛﾌｼ ｶﾉﾝ 静岡

12 9 1711 室伏　香音(2) 加藤学園高 4:59.86

ﾅｶﾈ ﾙｶ 愛知

13 16 L5295 中根　瑠香(2) 三好高 5:11.80

ﾅｶﾓﾘ ｻﾅ 愛知

3 M5165 中森　紗南(3) 豊川高 DNS

ﾅﾂﾒ ｱｵｲ 愛知

5 L5311 夏目　蒼衣(3) 岡崎学園高 DNS

ｺﾊｸﾞﾗ ｻﾁｺ 愛知

13 L5298 古波蔵　幸子(3) 岡崎学園高 DNS

ｻｺﾏ ｶﾖ 愛知

14 L5310 迫間　香葉(3) 岡崎学園高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子3000m

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾛﾌｼ ｶﾉﾝ 静岡

1 3 1711 室伏　香音(2) 加藤学園高 10:21.04

ｵｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 静岡

2 19 1708 小澤　穂乃花(1) 加藤学園高 10:31.14

ｲｲｽﾞﾐ ｱﾐｻ 静岡

3 12 1718 飯泉　亜美紗(2) 加藤学園高 10:31.49

ﾊﾗ ﾏｲﾅ 愛知

4 18 M5019 原　舞奈(2) 豊橋東高 10:32.14

ﾐｽﾞﾉ ﾓﾓﾅ 愛知

5 7 H5017 水野　桃奈(3) 中京大中京高 10:35.85

ﾓﾘ ﾐｻｷ 静岡

6 13 1709 森　美咲季(3) 加藤学園高 10:39.10

ｵｸﾑﾗ ﾏﾕ 愛知

7 11 C337 奥村　麻友 安城学園AC 10:45.33

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅ 愛知

8 16 M5021 前田　羽菜(3) 豊橋東高 10:53.77

ｼｼﾄﾞ ﾏﾕ 静岡

9 8 1706 宍戸　茉由(3) 加藤学園高 10:54.18

ｳﾝﾉ ﾚﾐ 静岡

10 21 1720 海野　鈴実(2) 加藤学園高 10:56.77

ｶﾜｽﾐ ﾋｶﾘ 愛知

11 24 L5447 川澄　光(2) 岡崎高 11:01.36

ﾐｽﾞﾉ ﾊﾅ 岐阜

12 17 224 水野　花(2) 済美高 11:09.00

ｲｼﾀ ｼｵﾘ 愛知

13 10 M5020 井下　誌織(3) 豊橋東高 11:11.57

ﾋﾗｶﾀ ｱﾔﾉ 愛知

14 5 M5027 平形　綾乃(3) 豊橋南高 11:18.58

ｻｶｵ ﾕｳｷ 愛知

15 25 H5156 坂尾　悠希(3) 松蔭高 11:24.65

ｱｻｵｶ ﾘﾅ 愛知

16 22 L5448 朝岡　里奈(2) 岡崎高 11:28.09

ｴﾑﾗ ｱﾔ 岐阜

17 20 216 江村　彩(2) 済美高 11:32.30

ｵｵﾀ ｱｶﾈ 愛知

18 35 B256 太田　茜 尾張旭RC 11:39.42

ﾌｼﾞﾀ ﾘﾗ 愛知

19 28 L5288 藤田　鈴来(2) 三好高 11:51.57

ｽｽﾞｷ ｼﾊﾙ 愛知

20 33 M5023 鈴木　紫陽(2) 豊橋東高 11:52.65

ﾎﾘﾍﾞ ｶｺ 岐阜

21 27 223 堀部　華瑚(2) 済美高 11:58.43

ﾅｶﾉ ﾒｸﾞﾐ 岐阜

22 26 2385 中野　恵(2) 中部学院大 12:27.93

ｶﾄｳ ﾏｲ 愛知

23 29 L5291 加藤　舞(3) 三好高 13:16.47

ｽｴﾅｶﾞ ﾏﾎ 愛知

24 32 L5293 末長　真穂(3) 三好高 13:54.15

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 静岡

1 1716 渡辺　菜々美(3) 加藤学園高 DNS

ｱｻﾉ ﾘﾅ 愛知

2 B698 浅野　里奈 愛知電機 DNS

ｲﾜﾀ ﾅﾂﾐ 愛知

4 F5340 岩田　夏実(3) 愛知黎明高 DNS

ﾅｶﾉ ﾓﾓｶ 愛知

6 F5341 中野　桃花(3) 愛知黎明高 DNS

ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ 岐阜

9 2384 五藤　怜奈(3) 中部学院大 DNS

ﾄﾞﾋ ｱｶﾘ 愛知

14 M5039 土肥　亜花里(2) 豊橋南高 DNS

ｶﾝﾍﾞ ﾅﾅｾ 静岡

15 1725 神戸　ななせ(2) 加藤学園高 DNS

ｺｳﾉ ｻﾅ 愛知

23 J5157 河野  紗奈(2) 長久手高 DNS

ﾋﾗﾔﾏ ｻﾔ 愛知

30 M5037 平山　紗也(2) 豊橋南高 DNS

ｻｸﾗｲ ｱﾔﾉ 愛知

31 5099 櫻井　彩乃(3) 天白高 DNS

ﾊﾔｼﾀﾞ ｻｸﾗ 愛知

34 J5158 林田　さくら(3) 長久手高 DNS

愛知

36 2074 杉浦　穂乃加(1) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100mH(0.838m/8.50m)

1組 (風:0.0) 2組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｽﾞｶ 愛知 ﾃｼﾞﾏ ﾌﾜﾘ 愛知

1 3 2160 藤原　涼花(2) 至学館大 14.43 1 4 2025 手嶋　風理(3) 中京大 15.69

ｻﾜｲ ﾓﾅ 愛知 ﾀｶﾓﾘ ﾎﾅﾐ 静岡

2 7 H5024 澤井　萌奈(2) 中京大中京高 14.96 2 3 2389 高森　帆南(2) 常葉大 16.26

ﾌﾙｻﾞﾜ ｱﾔｶ 愛知 ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛知

3 4 2049 古澤　彩果(2) 中京大 15.15 3 5 H5012 長屋　美月(3) 中京大中京高 17.13

ｱﾀﾞﾁ ﾓｴﾉ 岐阜 ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ 静岡

4 6 192 安達　萌乃(3) 美濃加茂高 15.66 4 8 2399 鈴木　菜摘(4) 常葉大 17.17

ｴｶﾞｼﾗ ｱﾐ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ 愛知

5 8 L5189 江頭　亜美(2) 安城学園高 16.61 5 2 M5036 山本　知香(2) 豊橋南高 17.41

ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾞｷ 愛知 ｶﾝﾀﾞ ｱﾕﾐ 新潟

1 H5013 鈴木　瑞希(3) 中京大中京高 DNS 1 185 神田　あゆみ(2) 新潟明訓高 DNS

ｲｺﾏ ｼﾎ 三重 ﾅｶﾞﾔ ｾﾘﾅ 岐阜

2 1970 生駒　志穂(2) 三重高 DNS 6 213 長屋　芹奈(3) 済美高 DNS

ﾀﾆ ﾕｳﾅ 愛知 ﾖｼﾀ ﾐﾎｼ 愛知

5 2007 谷　優奈(4) 中京大 DNS 7 F5066 吉田　美星(2) 津島高 DNS

3組 (風:-0.9) 4組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾙﾘｱ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 愛知

1 3 H5040 伊藤　瑠莉彩(2) 中京大中京高 16.51 1 6 J5043 山田　愛(2) 明和高 17.17

ﾎﾝﾏ ﾕﾉ 愛知 ｻｶｲ ﾁﾜ 新潟

2 6 L5423 本間　夢乃(2) 岡崎城西高 16.76 2 3 200 酒井　千和(1) 新潟明訓高 17.62

ﾏｴｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 愛知 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾅ 愛知

3 1 M5033 前澤　柚美子(2) 豊橋南高 17.08 3 7 L5037 松浦　侑那(2) 岩津高 18.12

ｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 愛知 ｻﾊﾞﾅｲ ｱﾐ 愛知

4 2 L5443 須田　遥賀(2) 岡崎城西高 17.27 4 5 L5446 佐羽内　亜海(2) 岡崎高 18.48

ｵｵｺｳﾁ ﾘﾎ 愛知 ｺﾓﾀﾞ ﾘｶｺ 愛知

5 8 L5421 大河内　莉歩(2) 岡崎城西高 17.34 5 4 L5181 菰田　梨香子(2) 安城学園高 18.60

ｼﾉﾊﾗ ﾘｶ 山梨 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ 三重

4 509 篠原　理加(3) 駿台甲府高 DNS 6 8 337 原田　あゆ(2) 津商高 18.63

ﾏﾂｲ ﾊﾅ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｶ 愛知

5 M5032 松井　葉奈(2) 豊橋南高 DNS 7 2 L5158 山口　萌香(3) 安城学園高 18.83

ｻﾜﾀﾞ ﾘﾉ 三重 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶ 岐阜

7 318 澤田　莉乃(3) 津商高 DNS 8 1 218 髙橋　宏樺(2) 済美高 20.25

5組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｻｶ　ﾖｼﾉ 愛知

1 8 J5037 大坂　美乃(3) 明和高 17.28

ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 愛知

2 4 H5185 森　美月(2) 日進西高 17.32

ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉ 愛知

3 7 5096 小島　一乃(3) 天白高 18.48

ｵｵﾊｼ ﾅﾅﾐ 愛知

4 6 5095 大橋　菜奈美(3) 天白高 19.71

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾐ 三重

5 2 1849 山口　亜美(2) 名張西高 20.27

ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｷ 三重

3 317 谷口　紗希(3) 津商高 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴｶ 愛知

5 H5112 渡邉　萌香(2) 豊明高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子400mH(0.762m)

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛知 ﾏｴｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 愛知

1 4 H5012 長屋　美月(3) 中京大中京高 1:03.75 1 5 M5033 前澤　柚美子(2) 豊橋南高 1:07.55

ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 愛知

2 2 H5037 三輪　ダリヤ(3) 中京大中京高 1:07.43 2 4 J5043 山田　愛(2) 明和高 1:08.38

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 愛知 ｲﾁﾑﾗ ｸﾚﾊ 岐阜

3 1 H5016 谷口　なつ実(2) 中京大中京高 1:09.66 3 6 193 市村　紅葉(3) 美濃加茂高 1:08.48

ｶﾝﾀﾞ ｱﾕﾐ 新潟 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ 愛知

4 3 185 神田　あゆみ(2) 新潟明訓高 1:14.22 4 8 L5156 松本　彩加(3) 安城学園高 1:11.07

ｽｽﾞｷ ｱﾐ 静岡 ｻﾊﾞﾅｲ ｱﾐ 愛知

5 2392 鈴木　杏実(3) 常葉大 DNS 5 3 L5446 佐羽内　亜海(2) 岡崎高 1:11.29

ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾞｷ 愛知 ｵｵﾀ　ﾐｶ 愛知

6 H5013 鈴木　瑞希(3) 中京大中京高 DNS 6 7 L5049 太田　実花(2) 光ヶ丘女子高 1:11.43

ﾂﾂﾞｷ ﾕｲ 愛知 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶ 岐阜

7 L5284 都築　祐衣(3) 三好高 DNS 7 1 218 髙橋　宏樺(2) 済美高 1:16.47

ｵｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 愛知 ﾅｶﾞﾔ ｾﾘﾅ 岐阜

8 L5449 尾﨑　夏実(3) 岡崎高 DNS 2 213 長屋　芹奈(3) 済美高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｷ 岐阜 ｸｷﾉ ｻﾔ 岐阜

1 4 220 永島　美紀(2) 済美高 1:08.30 1 1 202 久木野　早耶(2) 美濃加茂高 1:12.65

ﾎﾝﾏ ﾕﾉ 愛知 ｶｼﾞﾀ ｴﾘ 愛知

2 3 L5423 本間　夢乃(2) 岡崎城西高 1:09.77 2 5 H5182 梶田　依理(2) 日進西高 1:14.02

ｻｶｲ ﾁﾜ 新潟 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾐｸ 三重

3 6 200 酒井　千和(1) 新潟明訓高 1:11.43 3 2 1848 水口　美紅(2) 名張西高 1:15.06

ﾑﾗｵ ﾏﾘ 愛知 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾅ 愛知

4 7 5091 村尾　麻里(2) 天白高 1:12.37 4 4 L5037 松浦　侑那(2) 岩津高 1:18.36

ｵｵｺｳﾁ ﾘﾎ 愛知 ｲｼﾀﾞ ﾗﾝ 愛知

5 5 L5421 大河内　莉歩(2) 岡崎城西高 1:12.60 5 6 L5282 石田　蘭(3) 三好高 1:18.96

ｻﾜﾀﾞ ﾘﾉ 三重 ﾆｼｲｴ ﾕｳｶ 静岡

6 8 318 澤田　莉乃(3) 津商高 1:14.08 6 3 1724 西家　優花(2) 加藤学園高 1:21.19

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｶ 愛知 ｷﾀｵ ｺﾕｷ 愛知

7 2 L5158 山口　萌香(3) 安城学園高 1:16.72 7 7 L5035 北尾　紅如(3) 岩津高 1:24.00

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ 三重 ｻｶｲ ｱﾐ 愛知

1 337 原田　あゆ(2) 津商高 DNS 8 8 L5038 酒井　亜海(2) 岩津高 1:31.28

凡例  DNS:欠場



女子4X100mR

1組
1着 48.22 2着 49.04 3着 49.64
6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 H5023 1 L5415 1 200

2 H5034 2 L5424 2 192

3 H5024 3 L5427 3 204

4 H5026 4 L5425 4 199

4着 49.72 5着 49.85 6着 50.88
1ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 514 1 2400 1 H5028

2 507 2 2393 2 H5032

3 510 3 2389 3 H5038

4 518 4 2394 4 H5025

7着 51.21 8着 51.77
2ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 L5156 1 L5283

2 L5165 2 L5292

3 L5189 3 L5289

4 L5164 4 L5287

2組
1着 49.60 2着 50.60 3着 51.52
5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 L5053 1 1940 1 J5203

2 L5058 2 1923 2 J5200

3 L5062 3 1938 3 J5202

4 L5043 4 1936 4 J5201

4着 51.58 5着 51.62 6着 51.80
7ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 H5157 1 J5033 1 M5018

2 H5150 2 J5043 2 M5015

3 H5148 3 J5038 3 M5022

4 H5149 4 J5037 4 M5016

7着 51.84 8着 51.86
1ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 336 1 332

2 333 2 314

3 313 3 317

4 316 4 335千田　眞菜子(3) 津商高 岡田　弓佳(2) 津商高

服部　愛美(3) 津商高 谷口　紗希(3) 津商高
ｾﾝﾀﾞ ﾐﾅｺ 三重 ｵｶﾀﾞ ﾕｲｶ 三重

長島　純葉(2) 津商高 中﨑　仁絵(3) 津商高
ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅﾐ 三重 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｷ 三重

佐藤　花音(2) 津商高 辻村　華(2) 津商高
ﾅｶﾞｼﾏ ｽﾐﾊ 三重 ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾄｴ 三重

津商高B 津商高A

ｻﾄｳ ｶﾉﾝ 三重 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾊﾅ 三重

若杉　美玲(3) 松蔭高 大坂　美乃(3) 明和高 實重　佑依子(2) 豊橋東高
ﾜｶｽｷﾞ ﾐﾚｲ 愛知 ｵｵｻｶ　ﾖｼﾉ 愛知 ｻﾈｼｹﾞ ﾕｲｺ 愛知
牛田　麻友(3) 松蔭高 加藤　七海(2) 明和高 鈴木　美有(3) 豊橋東高
ｳｼﾀﾞ ﾏﾕ 愛知 ｶﾄｳ ﾅﾅﾐ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 愛知
長屋　日菜子(3) 松蔭高 山田　愛(2) 明和高 白井　千尋(2) 豊橋東高
ﾅｶﾞﾔ ﾋﾅｺ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 愛知 ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 愛知

愛知

小塚　未沙(2) 松蔭高 横井　里帆(3) 明和高 三矢　ひとみ(2) 豊橋東高

松蔭高A 明和高A 豊橋東高A

ｺﾂﾞｶ ﾐｻ 愛知 ﾖｺｲ ﾘﾎ 愛知 ﾐﾂﾔ ﾋﾄﾐ

樋口　香華(3) 光ヶ丘女子高 児玉　奈美(3) 松商学園高 藤井　遥加(1) 栄徳高
ﾋｸﾞﾁ ｺﾉｶ 愛知 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 長野 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 愛知
鈴木　美沙(2) 光ヶ丘女子高 小林　彩七(3) 松商学園高 石田　ひなた(2) 栄徳高
ｽｽﾞｷ ﾐｻ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 長野 ｲｼﾀﾞ ﾋﾅｺ 愛知
佐藤　来弥(2) 光ヶ丘女子高 西村　佳菜子(3) 松商学園高 ハジ　まりな(2) 栄徳高
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 愛知 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 長野 ﾊｼﾞ ﾏﾘﾅ 愛知

愛知

加藤　早紀(2) 光ヶ丘女子高 湯本　珠実(2) 松商学園高 坂本　彩音(1) 栄徳高

栄徳高A

ｶﾄｳ ｻｷ 愛知 ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 長野 ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾈ

都築　沙季(3) 安城学園高 有川　那菜聖(2) 三好高

光ヶ丘女子高A 松商学園高A

江頭　亜美(2) 安城学園高 加藤　寿理(3) 三好高
ﾂﾂﾞｷ ｻｷ 愛知 ｱﾘｶﾜ ﾅﾅｾ 愛知

古橋　佳奈(2) 安城学園高 矢幅　由夏(3) 三好高
ｴｶﾞｼﾗ ｱﾐ 愛知 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾘ 愛知

松本　彩加(3) 安城学園高 宮川　杏奈(2) 三好高
ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ 愛知 ﾔﾊﾊﾞ ﾕｳｶ 愛知

安城学園高A 三好高A

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ 愛知 ﾐﾔｶﾜ ｱﾝﾅ 愛知

山口　華枝(1) 駿台甲府高 三田　花苗(3) 常葉大 天神　綾音(1) 中京大中京高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 ﾐﾀ ｶﾅｴ 静岡 ﾃﾝｼﾞﾝ ｱﾔﾈ 愛知
横山　文香(3) 駿台甲府高 高森　帆南(2) 常葉大 平松　紗季(1) 中京大中京高
ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶ 山梨 ﾀｶﾓﾘ ﾎﾅﾐ 静岡 ﾋﾗﾏﾂ ｻｷ 愛知
秋山　萌(3) 駿台甲府高 武田　夏美(3) 常葉大 冨塚　日南々(1) 中京大中京高
ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂﾐ 静岡 ﾄﾐﾂﾞｶ ﾋﾅﾅ 愛知

愛知

南部　みなみ(2) 駿台甲府高 瀧下　恵梨菜(3) 常葉大 岩越　麻弥(1) 中京大中京高

駿台甲府高A 常葉大A 中京大中京高B

ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 ﾀｷｼﾀ ｴﾘﾅ 静岡 ｲﾜｺｼ ﾏﾔ

生田　奈緒子(1) 中京大中京高 沖田　梨珠(2) 岡崎城西高 井戸　祐里奈(2) 美濃加茂高
ｲｸﾀ ﾅｵｺ 愛知 ｵｷﾀ ﾘｽﾞ 愛知 ｲﾄﾞ ﾕﾘﾅ 岐阜
澤井　萌奈(2) 中京大中京高 片山　栞里(2) 岡崎城西高 小島　日那(2) 美濃加茂高
ｻﾜｲ ﾓﾅ 愛知 ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾘ 愛知 ｺｼﾞﾏ ﾋﾅ 岐阜
臼田　菜々美(3) 中京大中京高 山本　里菜(2) 岡崎城西高 安達　萌乃(3) 美濃加茂高
ｳｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 愛知 ｱﾀﾞﾁ ﾓｴﾉ 岐阜

岐阜

柴崎　五月(2) 中京大中京高 花井　環(3) 岡崎城西高 片岡　宝子(2) 美濃加茂高

中京大中京高A 岡崎城西高A 美濃加茂高A

ｼﾊﾞｻｷ ﾒｲ 愛知 ﾊﾅｲ ﾀﾏｷ 愛知 ｶﾀｵｶ ﾄﾓｺ

凡例  DNS:欠場



女子4X100mR

3組
1着 51.63 2着 52.65 3着 52.82
5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 L5453 1 508 1 5092

2 L5444 2 517 2 5096

3 L5450 3 515 3 5091

4 L5446 4 512 4 5089

4着 53.21 5着 53.25 6着 53.64
8ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 L5312 1 M5100 1 324

2 L5296 2 M5099 2 330

3 L5297 3 M5098 3 331

4 L5314 4 M5095 4 333

7着 55.23
3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 M5013 1 (    )

2 M5017 2 (    )

3 M5011 3 (    )

4 M5012 4 (    )

4組
1着 49.98 2着 50.70 3着 51.33
1ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 197 1 877 1 196

2 198 2 876 2 200

3 184 3 872 3 186

4 192 4 871 4 190

4着 52.73 5着 54.42 6着 55.18
4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 H5186 1 315 1 L5284

2 H5185 2 331 2 L5282

3 H5182 3 319 3 L5285

4 H5181 4 318 4 L5294

2ﾚｰﾝ DNS 5ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    ) 1 (    )

2 (    ) 2 (    )

3 (    ) 3 (    )

4 (    ) 4 (    )

三重高A 藤枝明誠高A

中内　彩虹(3) 日進西高 澤田　莉乃(3) 津商高 鷲阪　野乃(2) 三好高
ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 愛知 ｻﾜﾀﾞ ﾘﾉ 三重 ﾜｼｻｶ ﾉﾉ 愛知
梶田　依理(2) 日進西高 元井　理緒(3) 津商高 須藤　亜悠(2) 三好高
ｶｼﾞﾀ ｴﾘ 愛知 ﾓﾄｲ ﾘｵ 三重 ｽﾄﾞｳ ｱﾕ 愛知
森　美月(2) 日進西高 前田　七海(2) 津商高 石田　蘭(3) 三好高
ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 愛知 ﾏｴﾃﾞ ﾅﾅﾐ 三重 ｲｼﾀﾞ ﾗﾝ 愛知

愛知

脇本　麻奈未(2) 日進西高 牛丸　日花里(3) 津商高 都築　祐衣(3) 三好高

日進西高A 津商高C 三好高B

ﾜｷﾓﾄ ﾏﾅﾐ 愛知 ｳｼﾏﾙ ﾋｶﾘ 三重 ﾂﾂﾞｷ ﾕｲ

河井　優衣(1) 新潟明訓高 木村　英未(3) 宮崎工高 小川　梨恵(1) 新潟明訓高
ｶﾜｲ ﾕｲ 新潟 ｷﾑﾗ ｴﾐ 宮崎 ｵｶﾞﾜ ﾘｴ 新潟
大沼　桃香(2) 新潟明訓高 川越　玲夏(3) 宮崎工高 山口　紗椰香(2) 新潟明訓高
ｵｵﾇﾏ ﾓﾓｶ 新潟 ｶﾜｺﾞｴ ﾚｲｶ 宮崎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ 新潟
亀田　彩香(1) 新潟明訓高 大村　果夢　(2) 宮崎工高 酒井　千和(1) 新潟明訓高
ｶﾒﾀﾞ ｱﾔｶ 新潟 ｵｵﾑﾗ ﾗﾑ 宮崎 ｻｶｲ ﾁﾜ 新潟

新潟

小川　さくら(1) 新潟明訓高 木村　紗耶夏　(2) 宮崎工高 大須賀　美由(1) 新潟明訓高

新潟明訓高A 宮崎工高A 新潟明訓高B

ｵｶﾞﾜ ｻｸﾗ 新潟 ｷﾑﾗ ｻﾔｶ 宮崎 ｵｵｽｶﾞ ﾐﾕ

朝倉　亨奈(3) 豊橋東高
ｶﾂｷ ﾚｲﾅ 愛知

香月　伶那(3) 豊橋東高

ｽｽﾞｷ ｸﾐｶ 愛知

鈴木　玖美佳(2) 豊橋東高
ｱｻｸﾗ ﾕｷﾅ 愛知

豊橋東高B 藤ノ花女子高A

ﾏﾂｵ ｶﾅ 愛知

松尾　佳奈(2) 豊橋東高

鈴木　英里花(3) 岡崎学園高 伊藤　吏枯(3) 豊橋西高 鷹見　ちひろ(2) 中津商
ｽｽﾞｷ ｴﾘｶ 愛知 ｲﾄｳ ﾘｺ 愛知 ﾀｶﾐ ﾁﾋﾛ 岐阜
今井　千里(3) 岡崎学園高 杉浦　史佳(2) 豊橋西高 尾関　奈美(2) 中津商
ｲﾏｲ ﾁｻﾄ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ﾌﾐｶ 愛知 ｵｾﾞｷ ﾅﾐ 岐阜
阿部　瑞希(3) 岡崎学園高 都築　愛里(2) 豊橋西高 水野　百恵(3) 中津商
ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 愛知 ﾂﾂﾞｷ ｱｲﾘ 愛知 ﾐｽﾞﾉ ﾓﾓｴ 岐阜

岐阜

礒谷　怜奈(3) 岡崎学園高 中村　冴花(3) 豊橋西高 浅野　智奈津(3) 中津商

岡崎学園高A 豊橋西高A 中津商A

ｲｿｶﾞｲ ﾚﾅ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ｻｴｶ 愛知 ｱｻﾉ ﾁﾅﾂ

佐羽内　亜海(2) 岡崎高 雨宮　珠麻(2) 駿台甲府高 吉田　真由美(3) 天白高
ｻﾊﾞﾅｲ ｱﾐ 愛知 ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 愛知
村上　温子(3) 岡崎高 飯島　しおん(1) 駿台甲府高 村尾　麻里(2) 天白高
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｺ 愛知 ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨 ﾑﾗｵ ﾏﾘ 愛知
一ノ瀬　早希(3) 岡崎高 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 小島　一乃(3) 天白高
ｲﾁﾉｾ ｻｷ 愛知 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉ 愛知

愛知

大原　夕奈(2) 岡崎高 長田　侑加(3) 駿台甲府高 浅野　未花子(2) 天白高

天白高A

ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾅ 愛知 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨 ｱｻﾉ ﾐｶｺ

岡崎高A 駿台甲府高B

凡例  DNS:欠場



女子4X400mR

1組
1着 3:53.81 2着 4:00.13 3着 4:04.12
5ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 H5022 1 H5026 1 L5062

2 H5024 2 H5036 2 L5058

3 H5012 3 H5016 3 L5051

4 H5034 4 H5021 4 L5043

4着 4:15.13 5着 4:17.02 6着 4:18.89
7ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 336 1 1940 1 L5287

2 313 2 1923 2 L5292

3 314 3 1938 3 L5283

4 334 4 1936 4 L5294

3ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

2組
1着 4:11.73 2着 4:17.23 3着 4:18.05
3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2047 1 L5453 1 H5150

2 2045 2 L5446 2 H5148

3 2046 3 L5450 3 H5149

4 2048 4 L5444 4 H5158

4着 4:26.11 5着 4:29.75 6着 4:35.76
7ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 5091 1 M5018 1 M5012

2 5089 2 M5015 2 M5011

3 5098 3 M5022 3 M5014

4 5090 4 M5013 4 M5017

2ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

中津商A

山内　麻以佳(2) 天白高 松尾　佳奈(2) 豊橋東高 鈴木　玖美佳(2) 豊橋東高
ﾔﾏｳﾁ ﾏｲｶ 愛知 ﾏﾂｵ ｶﾅ 愛知 ｽｽﾞｷ ｸﾐｶ 愛知
神谷　玲奈(3) 天白高 鈴木　美有(3) 豊橋東高 伊藤　美月(2) 豊橋東高
ｶﾐﾔ ﾚﾅ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 愛知 ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 愛知
吉田　真由美(3) 天白高 白井　千尋(2) 豊橋東高 朝倉　亨奈(3) 豊橋東高
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 愛知 ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 愛知 ｱｻｸﾗ ﾕｷﾅ 愛知

愛知

村尾　麻里(2) 天白高 三矢　ひとみ(2) 豊橋東高 香月　伶那(3) 豊橋東高

天白高A 豊橋東高A 豊橋東高B

ﾑﾗｵ ﾏﾘ 愛知 ﾐﾂﾔ ﾋﾄﾐ 愛知 ｶﾂｷ ﾚｲﾅ

辻　りさこ(2) 中京大 一ノ瀬　早希(3) 岡崎高 山口　琴音(2) 松蔭高
ﾂｼﾞ ﾘｻｺ 三重 ｲﾁﾉｾ ｻｷ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 愛知
岩川　奈々萌(2) 中京大 村上　温子(3) 岡崎高 若杉　美玲(3) 松蔭高
ｲﾜｶﾜ ﾅﾅﾎ 岐阜 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｺ 愛知 ﾜｶｽｷﾞ ﾐﾚｲ 愛知
安藤　もも(2) 中京大 佐羽内　亜海(2) 岡崎高 牛田　麻友(3) 松蔭高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広島 ｻﾊﾞﾅｲ ｱﾐ 愛知 ｳｼﾀﾞ ﾏﾕ 愛知

愛知

島田　菜央(2) 中京大 大原　夕奈(2) 岡崎高 長屋　日菜子(3) 松蔭高

岡崎城西高A

中京大A 岡崎高A 松蔭高B

ｼﾏﾀﾞ ﾅｵ 三重 ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾅ 愛知 ﾅｶﾞﾔ ﾋﾅｺ

大宮　いずみ(2) 津商高 児玉　奈美(3) 松商学園高 鷲阪　野乃(2) 三好高
ｵｵﾐﾔ ｲｽﾞﾐ 三重 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 長野 ﾜｼｻｶ ﾉﾉ 愛知
中﨑　仁絵(3) 津商高 小林　彩七(3) 松商学園高 宮川　杏奈(2) 三好高
ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾄｴ 三重 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 長野 ﾐﾔｶﾜ ｱﾝﾅ 愛知
服部　愛美(3) 津商高 西村　佳菜子(3) 松商学園高 矢幅　由夏(3) 三好高
ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅﾐ 三重 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 長野 ﾔﾊﾊﾞ ﾕｳｶ 愛知

愛知

佐藤　花音(2) 津商高 湯本　珠実(2) 松商学園高 有川　那菜聖(2) 三好高

津商高A 松商学園高A 三好高A

ｻﾄｳ ｶﾉﾝ 三重 ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 長野 ｱﾘｶﾜ ﾅﾅｾ

臼田　菜々美(3) 中京大中京高 近藤　望未(2) 中京大中京高 樋口　香華(3) 光ヶ丘女子高
ｳｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 愛知 ﾋｸﾞﾁ ｺﾉｶ 愛知
長屋　美月(3) 中京大中京高 谷口　なつ実(2) 中京大中京高 半田　楓子(2) 光ヶ丘女子高
ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛知 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 愛知 ﾊﾝﾀﾞ ﾌｳｺ 愛知
澤井　萌奈(2) 中京大中京高 山田　真梨子(1) 中京大中京高 佐藤　来弥(2) 光ヶ丘女子高
ｻﾜｲ ﾓﾅ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 愛知 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 愛知

愛知

鈴木　朱音(2) 中京大中京高 生田　奈緒子(1) 中京大中京高 鈴木　美沙(2) 光ヶ丘女子高

中京大中京高A 中京大中京高B 光ヶ丘女子高A

ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 愛知 ｲｸﾀ ﾅｵｺ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾐｻ

凡例  DNS:欠場



女子4X400mR

3組
1着 4:27.21 2着 4:28.62
5ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 201 1 319 1 (    )

2 203 2 332 2 (    )

3 202 3 333 3 (    )

4 193 4 321 4 (    )

3ﾚｰﾝ DNS 6ﾚｰﾝ DNS 7ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    ) 1 (    ) 1 (    )

2 (    ) 2 (    ) 2 (    )

3 (    ) 3 (    ) 3 (    )

4 (    ) 4 (    ) 4 (    )

8ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

三重高A

美濃加茂高B

市村　紅葉(3) 美濃加茂高 水野　結月(3) 津商高

岡崎学園高A 三好高B

久木野　早耶(2) 美濃加茂高 長島　純葉(2) 津商高
ｲﾁﾑﾗ ｸﾚﾊ 岐阜 ﾐｽﾞﾉ ﾕﾂﾞｷ 三重

纐纈　萌々華(2) 美濃加茂高 辻村　華(2) 津商高
ｸｷﾉ ｻﾔ 岐阜 ﾅｶﾞｼﾏ ｽﾐﾊ 三重

川守　量子(2) 美濃加茂高 元井　理緒(3) 津商高
ｺｳｹﾂ ﾓﾓｶ 岐阜 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾊﾅ 三重

美濃加茂高A 津商高B 宮崎工高A

ｶﾜﾓﾘ ﾘｮｳｺ 岐阜 ﾓﾄｲ ﾘｵ 三重

凡例  DNS:欠場



女子走高跳

　

ｺﾓﾀﾞ ﾘｶｺ 愛知 － － － － － － － ○

1 19 L5181 菰田　梨香子(2) 安城学園高 ○ ○ × ○ ○ × × × 1m66
ﾊﾗ ﾕｳｺ 愛知 － － － － － － ○ ○

2 15 L5041 原　侑子(3) 光ヶ丘女子高 ○ ○ × ○ × × × 1m63
ﾐｽﾞﾉ ﾊﾅ 愛知 － － － － － － － × ○

3 18 H5035 水野　花菜(2) 中京大中京高 × ○ ○ × × ○ × × × 1m63
ｵｵｻｶ　ﾖｼﾉ 愛知 － － － － － ○ ○ × ○

4 16 J5037 大坂　美乃(3) 明和高 × ○ × ○ × × ○ × × × 1m63
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾔｶ 愛知 － － － － － ○ ○ ○

5 20 L5183 小笠原　早矢楓(1) 安城学園高 ○ × × × 1m57
ﾅｶﾈ ﾓｴ 愛知 － － － － － ○ × ○ × ○

6 14 L5046 中根　萌(3) 光ヶ丘女子高 × × × 1m54
ｵｵｼｵ ﾅﾂｷ 愛知 － － － ○ ○ ○ × × ×

7 8 5094 大塩　夏希(3) 天白高 1m46
ﾑﾛﾉ ｻﾅｴ 愛知 － － － ○ ○ × × ×

8 10 5093 室野　早苗(3) 天白高 1m41
ｲﾜﾊｼ ﾐﾕｳ 愛知 － － ○ × ○ × × ○ × × ×

9 2 J5042 岩橋　美結(3) 明和高 1m41
ｲｶﾞﾗｼ ｹｲ 愛知 － － ○ ○ × × ×

10 6 M5026 五十嵐　圭(3) 豊橋南高 1m36
ｱｻﾉ ﾁﾅﾂ 岐阜 － － － ○ × － － － －

10 9 324 浅野　智奈津(3) 中津商 r 1m36
ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 岐阜 － － × ○ ○ × × ×

12 7 212 杉山　葵(3) 済美高 1m36
ﾑﾈｶﾈ ﾏﾘﾅ 京都 × ○ － － × ○ － × × ×

13 21 2038 宗包　麻里菜(3) 中京大 1m36
ﾔﾏﾀﾞ ﾜｶﾅ 岐阜 － － ○ × × ○ × × ×

14 3 2245 山田　若奈(2) 名院大 1m36
ｸﾆｻﾀﾞ ﾕｳﾐ 岐阜 － － ○ × × ×

15 1 211 國定　ゆうみ(3) 済美高 1m31
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾓｴ 愛知 － － － － × × ×

5 L5188 柳原　萌(3) 安城学園高 NM
ﾁﾉ ﾐﾕｷ 岐阜 － － － － － × × ×

12 198 千野　美幸(3) 美濃加茂高 NM
ﾎｼﾊﾞ ｱｲｶ 愛知

4 2303 干場　愛花(3) 東海学大 DNS
ｵｾﾞｷ ﾅﾐ 岐阜

11 331 尾関　奈美(2) 中津商 DNS
ﾋｸﾞﾁ ｱｽﾐ 愛知

13 B371 樋口　明日美 中京大クラブ DNS
ﾅｶﾀ ﾕｷ 愛知

17 B608 中田　有紀 日本保育サービス DNS

1m54
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m57 1m60 1m63 1m66 1m70

1m26 1m31 1m36 1m41 1m46 1m51
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m21

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子棒高跳

　

ｻｲﾄｳ ｷﾐｶ 滋賀 － － － － － － － －

1 20 2010 斉藤　希望花(M2) 中京大 － × ○ ○ － × × × 3m60
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 愛知 － － － － － － ○ × ○

2 18 2055 今泉　友里(2) 中京大 × ○ × ○ × × × 3m50
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野 － － － － － － － × ○

3 16 2037 原　奈津美(3) 中京大 ○ × × ○ × × × 3m50
ﾅﾝﾌﾞ ｼﾞｭﾘ 滋賀 － － － － － ○ × ○ ○

4 11 46 南部　珠璃(3) 近江高 ○ × × × 3m40
ｻｲｷ ｱﾕｶ 鳥取 － － － － － － － × ○

5 13 2057 齊木　杏祐華(2) 中京大 × ○ × × × 3m40
ｻﾄｳ ｱｲ 愛知 － － － － － － ○ －

6 17 2058 佐藤　愛(2) 中京大 × × ○ × × × 3m40
ﾀｶﾀ ｱﾔｶ 愛知 － － － － － ○ ○ × × ×

7 14 L5408 髙田　彩佳(3) 岡崎城西高 3m20
ﾄﾄｷ ﾁｶ 大分 － － － － ○ ○ × × ×

8 19 2012 十時　千歌(4) 中京大 3m00
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 三重 － － － － × ○ ○ × × ×

9 8 2039 山田　梨央(3) 中京大 3m00
ｶﾄｳ ｻﾖｺ 愛知 － － × × ○ ○ ○ ○ × × ×

10 4 M5178 加藤　紗佳子(2) 豊川高 3m00
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾏﾈ 滋賀 － － － － ○ × ○ × × ×

11 9 49 中川　雨音(2) 近江高 3m00
ﾅｶﾔﾏ ｻﾗ 愛知 － － － ○ × ○ × ○ × × ×

12 10 L5410 中山　紗良(3) 岡崎城西高 3m00
ﾌｸｵｶ ﾓｴﾐ 愛知 － × × ○ × ○ × × ×

13 6 H5014 福岡　慕咲(3) 中京大中京高 2m40
ｺｳｹﾂ ﾓﾓｶ 岐阜 × × ○ × × ×

14 1 203 纐纈　萌々華(2) 美濃加茂高 2m00
ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂｺ 岐阜 × × ×

3 194 片桐　菜都子(3) 美濃加茂高 NM
ﾀｹﾍﾞ ﾐﾁｶ 滋賀 － － － × × ×

5 51 竹辺　みちか(2) 近江高 NM
ﾄｺﾛ ｷｮｳｺ 愛知 － － － － － － × × ×

15 2060 所　杏子(2) 中京大 NM
ｻﾄｳ ﾏｵ 愛知

2 H5291 佐藤　真央(2) 中京大中京高 DNS
ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾞﾉ 愛知

7 L5126 吉田　涼乃(2) 豊田大谷高 DNS
ﾎﾝﾀﾞ ｼﾎ 愛知

12 B383 本田　史帆 中京大クラブ DNS
ﾏﾐﾔ ﾘﾅ 岐阜

21 2015 間宮　里菜(4) 中京大 DNS

3m30
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m40 3m50 3m60 3m70 3m80

2m20 2m40 2m60 2m80 3m00 3m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子走幅跳

A

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾗ ｶｵﾙｺ 愛知 5m41 5m65 5m47 5m55 5m62 5m96 5m96

1 18 2036 石原　薫子(3) 中京大 +1.1 0.0 +0.3 +0.3 +0.2 +1.7 +1.7
ｻﾜｲ ﾓﾅ 愛知 × 5m56 × 5m60 × 5m43 5m60

2 19 H5024 澤井　萌奈(2) 中京大中京高 +0.1 +0.3 +0.4 +0.3
ﾖｼﾑﾗ ﾂｷﾉ 愛知 5m37 5m57 5m57 5m42 5m48 5m40 5m57

3 15 L5417 吉村　月乃(2) 岡崎城西高 +0.1 +1.6 +1.6 0.0 +0.1 +0.7 +1.6
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 － 5m40 5m40 5m49 × 5m46 5m49

4 17 518 山口　華枝(1) 駿台甲府高 +0.3 +0.3 +0.4 +0.2 +0.4
ｼﾗｲ ﾏﾐ 新潟 5m45 5m45 × 5m26 × 5m47 5m47

5 7 2059 白井　真美(2) 中京大 +1.3 +1.3 0.0 +0.8 +0.8
ｶﾄｳ ｻｷ 愛知 × 5m35 5m35 － － － 5m35

6 3 L5053 加藤　早紀(2) 光ヶ丘女子高 0.0 0.0 0.0
ｱｻｲ ｻｸﾗ 愛知 × 5m34 5m14 5m11 5m33 5m29 5m34

7 6 L5413 浅井　さくら(3) 岡崎城西高 0.0 -1.4 +1.0 +0.4 +0.9 0.0
ﾄﾐﾂﾞｶ ﾋﾅﾅ 愛知 5m14 5m14 5m02 4m96 × 5m17 5m17

8 11 H5032 冨塚　日南々(1) 中京大中京高 +0.4 +0.4 +0.5 +0.2 +0.2 +0.2
ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾄｴ 三重 5m14 5m14 × 5m14

9 9 314 中﨑　仁絵(3) 津商高 +1.0 +1.0 +1.0
ﾋﾗﾏﾂ ｻｷ 愛知 5m04 5m04 4m84 5m04

10 13 H5038 平松　紗季(1) 中京大中京高 +0.1 +0.1 0.0 +0.1
ｵｵｼﾏ ﾕｳｶ 岐阜 5m03 5m03 4m80 5m03

11 8 209 大島　佑香(3) 済美高 +0.6 +0.6 +1.2 +0.6
ｶﾝﾄﾞﾘ ｿﾗﾅ 愛知 5m02 5m02 4m88 5m02

12 12 L5182 神取　空那(1) 安城学園高 0.0 0.0 0.0 0.0
ﾐﾔｶﾜ ｱﾝﾅ 愛知 － 5m00 5m00 5m00

13 21 L5283 宮川　杏奈(2) 三好高 +1.5 +1.5 +1.5
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 愛知 × 4m92 4m92 4m92

14 1 5089 吉田　真由美(3) 天白高 +0.5 +0.5 +0.5
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 岐阜 4m62 4m87 4m87 4m87

15 5 469 小林　もえか(1) 中津商 +0.2 +0.5 +0.5 +0.5
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 三重 × 4m62 4m62 4m62

16 4 1967 中山　美優(1) 三重高 0.0 0.0 0.0
ｷﾑﾗ ｻﾔｶ 宮崎 × － ×

2 877 木村　紗耶夏　(2) 宮崎工高 NM
ﾀｶﾂｶ ﾐﾁｴ 岡山 × × ×

10 2011 高塚　三知恵(4) 中京大 NM
ｶｼﾞ ｽｽﾞｶ 徳島 × － －

22 2056 梶　涼夏(2) 中京大 NM
ﾏｴﾀﾞ ｴﾘﾅ 和歌山

14 2014 前田　江里奈(4) 中京大 DNS
ｱｻｲ ﾏｺ 愛知

16 2006 浅井　真子(4) 中京大 DNS
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 長野

20 1450 田村　有利奈(3) 上田東高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子走幅跳

B

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 岐阜 5m53 5m53 5m44 × 5m22 × 5m53

1 19 2330 渡辺　美夏(3) 岐聖大 +0.3 +0.3 +0.9 +0.4 +0.3
ｶﾄｳ ｼﾞｭﾘ 愛知 × 5m29 5m29 5m06 5m10 5m26 5m29

2 22 L5289 加藤　寿理(3) 三好高 +1.6 +1.6 +1.0 +1.8 -1.3 +1.6
ｵｵｻｶ　ﾖｼﾉ 愛知 5m11 5m13 5m13 5m21 4m66 5m18 5m21

3 21 J5037 大坂　美乃(3) 明和高 +1.2 +0.2 +0.2 +1.0 +0.3 +0.2 +1.0
ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 5m05 5m18 5m18 － － － 5m18

4 14 512 雨宮　珠麻(2) 駿台甲府高 +0.4 0.0 0.0 0.0
ｼﾐｽﾞ ﾐﾕｳ 愛知 4m92 5m15 5m15 4m78 5m01 4m80 5m15

5 16 H5039 清水　美結(2) 中京大中京高 +0.1 +1.1 +1.1 +1.1 +3.0 -0.1 +1.1
ﾉｷﾑﾗ ｶﾎ 愛知 × 5m07 5m07 4m91 × 4m91 5m07

6 17 L5428 軒村　香穂(2) 岡崎城西高 +0.9 +0.9 +1.0 -0.3 +0.9
ｶﾜﾓﾘ ﾘｮｳｺ 岐阜 4m96 4m96 × 4m80 × 5m04 5m04

7 24 201 川守　量子(2) 美濃加茂高 +0.5 +0.5 +0.6 +1.6 +1.6
ﾎｻｶ ﾅﾅ 山梨 4m83 5m03 5m03 4m89 × 4m89 5m03

8 20 506 保坂　奈菜(3) 駿台甲府高 +0.5 +1.1 +1.1 +0.8 +1.1 +1.1
ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 愛知 4m79 4m94 4m74 4m94

9 6 J5203 坂本　彩音(1) 栄徳高 +1.7 +0.7 -0.7 +0.7
ﾂﾂﾞｷ ｻｷ 愛知 4m83 4m89 4m89 4m89

10 23 L5164 都築　沙季(3) 安城学園高 +0.5 +1.0 +1.0 +1.0
ﾌｼﾞｲ ﾋﾄﾐ 静岡 × 4m73 × 4m73

11 5 1715 藤井　仁美(3) 加藤学園高 +1.4 +1.4
ｳｼﾏﾙ ﾋｶﾘ 三重 4m71 4m71 4m50 4m71

12 11 315 牛丸　日花里(3) 津商高 +1.5 +1.5 -0.9 +0.4
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｺ 愛知 4m69 4m69 4m31 4m69

13 3 L5450 村上　温子(3) 岡崎高 +2.0 +2.0 +0.7 +2.0
ｼﾉﾊﾗ ﾘｶ 山梨 4m63 4m63 4m53 4m63

14 18 509 篠原　理加(3) 駿台甲府高 +1.1 +1.1 +2.3 +1.1
ｲﾉｳｴ ｱﾕﾐ 愛知 × 4m60 4m46 4m60

15 25 L5071 井上　愛弓(2) 光ヶ丘女子高 +1.0 +1.1 +1.0
ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉ 愛知 4m59 4m59 4m38 4m59

16 1 5096 小島　一乃(3) 天白高 +0.4 +0.4 +0.2 +0.4
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅ 岐阜 4m52 4m52 4m35 4m52

17 13 2322 長谷川　奏(3) 愛県大 +1.5 +1.5 -0.2 +1.5
ｷｼﾓﾄ ｱﾔｶ 愛知 4m51 4m51 4m51 4m51

18 4 L5050 岸本　彩花(2) 光ヶ丘女子高 +2.1 +2.1 +0.4 +0.4
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｴ 愛知 4m49 4m49 4m47 4m49

19 9 L5407 山口　萌絵(3) 岡崎城西高 +1.0 +1.0 +0.2 +1.0
ｽｷﾞﾔﾏ ｿﾗ 愛知 4m12 4m48 4m48 4m48

20 8 H5033 杉山　そら(1) 中京大中京高 +0.3 0.0 0.0 0.0
ｲﾄｳ ﾘｺ 愛知 × 4m37 4m09 4m37

21 2 M5095 伊藤　吏枯(3) 豊橋西高 +1.4 -0.9 +1.4
ﾏｴﾃﾞ ﾅﾅﾐ 三重 4m34 4m34 4m18 4m34

22 10 331 前田　七海(2) 津商高 +0.4 +0.4 -0.2 +0.4
ﾓｶﾞﾜ ｶﾎ 静岡 4m31 4m31 × 4m31

23 7 4121 茂川　香歩(1) 藤枝明誠高 +3.0 +3.0 +3.0
ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ 三重

12 2013 野田　奈津実(4) 中京大 DNS
ﾌｸﾖｼ ﾘｺ 宮崎

15 880 福吉　莉子(1) 宮崎工高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子走幅跳

C

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻﾉ ﾐｶｺ 愛知 4m44 4m44 － 4m36 4m76 4m32 4m76

1 21 5092 浅野　未花子(2) 天白高 +1.4 +1.4 -0.6 -1.0 +0.3 -1.0
ｻｶｲ ﾁｻ 愛知 × 4m64 4m37 4m34 × 4m68 4m68

2 15 L5167 酒井　智早(2) 安城学園高 +0.2 -0.4 +0.1 0.0 0.0
ﾀｶﾐ ﾁﾋﾛ 岐阜 4m43 4m43 － 4m56 × × 4m56

3 3 333 鷹見　ちひろ(2) 中津商 -0.1 -0.1 +0.1 +0.1
ｽﾄﾞｳ ｱﾕ 愛知 4m25 4m25 － 4m35 4m38 4m56 4m56

4 8 L5285 須藤　亜悠(2) 三好高 +0.2 +0.2 +1.0 -0.1 +2.0 +2.0
ｵｲｶﾜ ﾘｻ 愛知 4m45 4m45 4m35 4m12 4m14 × 4m45

5 17 M5176 及川　梨紗(2) 豊川高 -0.5 -0.5 -0.4 -0.6 +0.7 -0.5
ｱｻｸﾗ ﾕｷﾅ 愛知 4m32 4m32 － 4m22 4m41 4m44 4m44

6 16 M5011 朝倉　亨奈(3) 豊橋東高 +1.2 +1.2 +0.3 0.0 +0.6 +0.6
ﾐｽﾞﾉ ﾊﾅ 愛知 3m56 4m29 4m29 4m38 － － 4m38

7 22 H5035 水野　花菜(2) 中京大中京高 +1.4 -0.1 -0.1 +1.4 +1.4
ｲﾜﾊｼ ﾐﾕｳ 愛知 4m36 4m36 － － － － 4m36

8 4 J5042 岩橋　美結(3) 明和高 +2.3 +2.3 +2.3
ﾑﾛﾉ ｻﾅｴ 愛知 3m96 4m21 4m21 4m21

9 11 5093 室野　早苗(3) 天白高 +0.4 +1.2 +1.2 +1.2
ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 岐阜 4m17 4m20 4m13 4m20

10 10 326 鈴木　美里(3) 中津商 +1.1 +0.7 -0.3 +0.7
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｶ 愛知 4m08 4m13 4m09 4m13

11 20 H5031 近藤　綾佳(1) 中京大中京高 +0.8 +0.1 -0.6 +0.1
ｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 愛知 2m82 4m13 4m13 4m13

12 19 L5443 須田　遥賀(2) 岡崎城西高 +0.6 +0.2 +0.2 +0.2
ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 愛知 × 4m08 4m08 4m08

13 9 M5014 伊藤　美月(2) 豊橋東高 +0.7 +0.7 +0.7
ﾅｶﾑﾗ ｻｴｶ 愛知 3m93 3m93 － 3m93

14 6 M5100 中村　冴花(3) 豊橋西高 +0.7 +0.7 +0.7
ｽｽﾞｷ ｸﾐｶ 愛知 3m66 3m86 － 3m86

15 12 M5017 鈴木　玖美佳(2) 豊橋東高 +0.3 -0.3 -0.3
ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 愛知 × × ×

1 2300 河口　朋美(3) 東海学大 NM
ﾎｼﾊﾞ ｱｲｶ 愛知

2 2303 干場　愛花(3) 東海学大 DNS
ﾍﾗｲ ﾐﾎ 愛知

5 H5183 戸耒　未歩(2) 日進西高 DNS
ｲｶﾞﾗｼ ｹｲ 愛知

7 M5026 五十嵐　圭(3) 豊橋南高 DNS
ﾎﾝﾏ ﾓﾓｺ 愛知

13 J5198 本間　桃子(2) 栄徳高 DNS
ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨

14 507 秋山　萌(3) 駿台甲府高 DNS
ｶﾜｼﾏ ｻｴ 愛知

18 L5034 河島　彩恵(3) 岩津高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子三段跳

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｷﾞｿ ﾏﾕ 岐阜 × 12m33 12m13 11m92 12m43 12m17 12m43

1 24 5215 小木曽　麻佑 歩アスレチックス +2.7 +2.6 +0.2 +0.4 -1.6 +0.4
ｱｻﾉ ｻﾔｶ 岐阜 10m99 11m06 10m79 11m42 × 11m03 11m42

2 23 2305 浅野　沙弥香(2) 東海学大 -0.3 -0.1 -0.5 +0.2 -0.2 +0.2
ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ 三重 × 10m94 10m94 10m64 10m95 × 10m95

3 22 2013 野田　奈津実(4) 中京大 +1.7 +1.7 -0.2 +0.6 +0.6
ｵｵｼﾏ ﾕｳｶ 岐阜 10m54 10m54 10m10 10m73 10m64 × 10m73

4 26 209 大島　佑香(3) 済美高 -0.8 -0.8 +1.8 -0.7 +1.2 -0.7
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 愛知 × 10m50 10m43 10m04 × 10m39 10m50

5 21 5089 吉田　真由美(3) 天白高 -0.6 +0.4 -0.4 +0.7 -0.6
ｶﾀｵｶ ﾄﾓｺ 岐阜 10m07 10m50 10m50 10m08 9m71 × 10m50

6 1 200 片岡　宝子(2) 美濃加茂高 0.0 -0.3 -0.3 -1.5 +0.8 -0.3
ｱｻﾉ ﾁﾅﾂ 岐阜 10m04 10m19 9m94 10m40 10m12 9m88 10m40

7 16 324 浅野　智奈津(3) 中津商 +1.4 -0.8 +0.5 +1.0 +0.8 +1.9 +1.0
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｴ 愛知 10m04 10m04 10m03 10m02 9m45 9m73 10m04

8 27 L5407 山口　萌絵(3) 岡崎城西高 +1.0 +1.0 +1.6 -1.1 +0.5 +0.5 +1.0
ｼﾐｽﾞ ﾐﾕｳ 愛知 9m93 9m99 9m98 9m99

9 19 H5039 清水　美結(2) 中京大中京高 +1.0 -1.4 +1.1 -1.4
ﾑﾛﾉ ｻﾅｴ 愛知 × 9m99 9m71 9m99

10 14 5093 室野　早苗(3) 天白高 +0.3 +1.4 +0.3
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾓｴ 愛知 9m95 9m95 9m64 9m95

11 8 L5188 柳原　萌(3) 安城学園高 +1.3 +1.3 +1.0 +1.3
ﾉｷﾑﾗ ｶﾎ 愛知 9m58 9m95 9m95 9m95

12 9 L5428 軒村　香穂(2) 岡崎城西高 -1.5 +0.5 +0.5 +0.5
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｺ 愛知 9m91 9m91 9m81 9m91

13 18 L5450 村上　温子(3) 岡崎高 +1.7 +1.7 -1.4 +0.2
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 三重 9m73 9m79 9m48 9m79

14 2 1967 中山　美優(1) 三重高 +0.3 +1.0 +1.1 +1.0
ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉ 愛知 × 9m78 9m78 9m78

15 12 5096 小島　一乃(3) 天白高 +0.4 +0.4 +0.4
ﾀｼﾛ ｼｮｳｺ 滋賀 9m51 9m61 9m43 9m61

16 17 255 田代　晶子(3) びわスポ大 +1.0 -1.4 +0.2 -1.4
ﾂﾂﾞｷ ｻｷ 愛知 9m25 9m58 9m36 9m58

17 15 L5164 都築　沙季(3) 安城学園高 +0.3 0.0 -1.0 0.0
ｲｼﾀﾞ ｻｷ 岐阜 × 9m41 9m41 9m41

18 11 215 石田　咲(2) 済美高 +1.8 +1.8 +1.8
ﾌｼﾞｲ ﾋﾄﾐ 静岡 9m19 9m19 × 9m19

19 10 1715 藤井　仁美(3) 加藤学園高 -0.7 -0.7 -0.7
ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 愛知 × × ×

3 M5014 伊藤　美月(2) 豊橋東高 NM
ｽｽﾞｷ ｸﾐｶ 愛知 × × ×

4 M5017 鈴木　玖美佳(2) 豊橋東高 NM
ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 岐阜 × × ×

7 326 鈴木　美里(3) 中津商 NM
ｱｻｸﾗ ﾕｷﾅ 愛知 × × ×

13 M5011 朝倉　亨奈(3) 豊橋東高 NM
ﾜｷﾓﾄ ﾏﾅﾐ 愛知

5 H5186 脇本　麻奈未(2) 日進西高 DNS
ｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 愛知

6 L5443 須田　遥賀(2) 岡崎城西高 DNS
ﾐｽﾞﾉ ﾊﾅ 愛知

20 H5035 水野　花菜(2) 中京大中京高 DNS
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 長野

25 1450 田村　有利奈(3) 上田東高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子砲丸投(4.000kg)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾅ 愛知

1 24 L5171 近藤　沙南(2) 安城学園高 × 11m09 11m28 11m45 11m79 11m60 11m79

ﾔﾏｳﾗ ｱﾐｶ 愛知

2 27 L5157 山浦　あみか(3) 安城学園高 10m88 11m46 × 11m20 11m20 11m78 11m78

ｻﾄｳ ﾏｵ 静岡

3 26 2016 佐藤　真緒(4) 中京大 11m04 11m39 11m49 × 11m34 11m20 11m49

ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 静岡

4 29 4119 清水　美里(1) 藤枝明誠高 11m28 10m79 10m26 10m77 10m31 10m85 11m28

ﾏﾂｵｶ ｴﾘｻ 静岡

5 23 1713 松岡　依莉紗(2) 加藤学園高 11m09 10m63 11m25 11m06 11m04 10m89 11m25

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾊ 静岡

6 19 4120 望月　知葉(1) 藤枝明誠高 × 9m93 11m01 10m35 11m23 10m80 11m23

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｺ 愛知

7 25 H5116 榊原　梨子(3) 名古屋大谷高 11m20 × 11m18 × × 11m19 11m20

ｵﾊﾞﾗ ﾓﾓｶ 愛知

8 22 H5121 小原　桃華(2) 名古屋大谷高 9m16 9m57 9m96 10m28 8m56 10m16 10m28

ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 岐阜

9 21 221 中村　玲(2) 済美高 × 9m56 9m45 9m56

ﾃｼﾏ ﾓｴﾉ 愛知

10 18 L5033 手島　萌乃　(3) 岩津高 8m73 9m15 9m50 9m50

ｻﾄｳ ﾘﾎ 静岡

11 15 1714 佐藤　莉穂(3) 加藤学園高 × 7m96 8m45 8m45

ﾀﾅｶ ｱﾔﾅ 愛知

12 1 J5044 田中　彩菜(2) 明和高 8m44 7m90 × 8m44

ﾄﾘｲ ﾕﾅ 愛知

13 16 L5191 鳥居　佑南(1) 安城学園高 8m36 8m10 8m31 8m36

ｲﾁｶﾜ ﾏﾕｺ 愛知

14 12 L5032 市川　万柚子(3) 岩津高 7m72 7m88 8m32 8m32

ｱｷﾔﾏ ﾕｲ 静岡

15 13 1717 秋山　結衣(2) 加藤学園高 8m16 8m02 8m02 8m16

ﾀﾅﾊｼ ﾏﾎ 岐阜

16 11 219 棚橋　麻帆(2) 済美高 7m97 6m26 7m90 7m97

ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾕ 愛知

17 10 H5109 川口　未夢(2) 豊明高 7m86 7m63 7m64 7m86

ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 愛知

18 17 L5180 大久保　春香(1) 安城学園高 7m48 × × 7m48

ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 愛知

19 8 H5180 金子　榛奈(2) 日進西高 6m65 × 7m41 7m41

ｵｵﾂｶ ｻｼｬ 愛知

20 7 M5138 大塚　サシャ(3) 藤ノ花女子高 7m27 7m14 7m32 7m32

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 愛知

21 5 M5148 近藤　舞(3) 藤ノ花女子高 6m65 5m84 5m86 6m65

ｶﾄｳ ｸﾘｱ 愛知

22 6 M5038 加藤　玖莉亜(3) 豊橋南高 6m49 6m01 6m49 6m49

ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 愛知

23 3 M5157 安藤　桃花(2) 藤ノ花女子高 6m10 6m15 6m30 6m30

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｱ 愛知

24 4 H5184 丸山　優愛(2) 日進西高 5m16 5m54 5m36 5m54

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾎﾉ 愛知

25 2 M5147 小笠原　穂乃(3) 藤ノ花女子高 4m46 5m37 5m43 5m43

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｻ 愛知

9 L5044 藤原　実紗(3) 光ヶ丘女子高 DNS
ﾋﾗﾊﾗ ﾅﾅﾐ 愛知

14 H5152 平原　菜々美(2) 松蔭高 DNS
ﾋｶﾞｼ ｱｷﾗ 愛知

20 L5170 東　輝(2) 安城学園高 DNS
ﾅｶﾀ ﾕｷ 愛知

28 B608 中田　有紀 日本保育サービス DNS

凡例  DNS:欠場



女子円盤投(1.000kg)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ 奈良

1 22 2019 山本　実果(4) 中京大 40m35 × × × 42m33 × 42m33

ｶﾅｲ ｱｵｲ 大阪

2 23 2062 金井　葵(2) 中京大 34m80 × × 34m62 37m91 38m71 38m71

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ 愛知

3 21 F5053 川口　紅音(3) 津島高 30m97 × × 34m58 37m85 × 37m85

ﾏｷ ｱｶﾘ 愛知

4 19 2064 牧　亜香里(2) 中京大 35m00 × × 35m38 36m47 36m92 36m92

ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾖ 京都

5 24 2043 安田　昌代(3) 中京大 36m88 × × × × × 36m88

ﾔﾏｳﾗ ｱﾐｶ 愛知

6 18 L5157 山浦　あみか(3) 安城学園高 32m12 × 32m17 34m82 × × 34m82

ｵﾊﾞﾗ ﾓﾓｶ 愛知

7 20 H5121 小原　桃華(2) 名古屋大谷高 × 33m37 × 33m32 33m31 × 33m37

ｶﾈｺ ﾒｲﾅ 愛知

8 25 L5159 金子　明奈(3) 安城学園高 30m87 32m69 × 28m60 31m24 × 32m69

ｻﾄｳ ﾘﾎ 静岡

9 16 1714 佐藤　莉穂(3) 加藤学園高 30m71 × × 30m71

ﾃｼﾏ ﾓｴﾉ 愛知

10 10 L5033 手島　萌乃　(3) 岩津高 28m85 × × 28m85

ｵｶﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 三重

11 15 747 岡本　渚(2) 津東高 × 28m78 × 28m78

ﾊﾔｼ ｶﾂﾞｷ 愛知

12 14 L5281 林　夏月(3) 三好高 × 28m41 × 28m41

ｸﾆｻﾀﾞ ﾕｳﾐ 岐阜

13 17 211 國定　ゆうみ(3) 済美高 27m57 × × 27m57

ﾋﾗﾉ ｶﾝﾅ 愛知

14 4 L5175 平野　栞菜(2) 安城学園高 22m70 × 26m14 26m14

ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 岐阜

15 12 221 中村　玲(2) 済美高 23m54 × 25m82 25m82

ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 愛知

16 7 H5180 金子　榛奈(2) 日進西高 25m44 × × 25m44

ﾏﾂｵｶ ｴﾘｻ 静岡

17 13 1713 松岡　依莉紗(2) 加藤学園高 24m30 24m83 25m40 25m40

ｲｼﾊﾗ ﾕﾒｶ 愛知

18 11 M5096 石原　夢翔(3) 豊橋西高 22m38 22m84 25m31 25m31

ﾐﾔﾁ ｻﾎ 愛知

19 6 5100 宮地　咲帆(3) 天白高 24m14 24m63 24m66 24m66

ﾀﾅﾊｼ ﾏﾎ 岐阜

20 8 219 棚橋　麻帆(2) 済美高 × 21m79 23m26 23m26

ｵｵﾂｶ ｻｼｬ 愛知

21 9 M5138 大塚　サシャ(3) 藤ノ花女子高 × × 22m15 22m15

ｲﾜｻｷ ｻﾕﾐ 長野

22 3 546 岩崎　紗佑美(3) 阿南高 20m13 × × 20m13

ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 愛知

23 1 M5157 安藤　桃花(2) 藤ノ花女子高 × 19m68 × 19m68

ｶﾄｳ ｸﾘｱ 愛知

24 5 M5038 加藤　玖莉亜(3) 豊橋南高 14m98 15m74 16m51 16m51

ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾕ 愛知

25 2 H5109 川口　未夢(2) 豊明高 13m20 14m76 × 14m76



女子ハンマー投(4.000kg)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 福島

1 7 304 佐藤　若菜 東邦銀行 54m49 58m27 × 56m47 57m15 57m06 58m27

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 愛知

2 6 2041 田口　優(3) 中京大 × × 50m86 49m79 51m34 × 51m34

ｶﾈｺ ﾒｲﾅ 愛知

3 8 L5159 金子　明奈(3) 安城学園高 42m40 45m18 × 45m63 45m77 45m99 45m99

ｵｶﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 三重

4 9 747 岡本　渚(2) 津東高 42m44 × 42m79 × × 39m07 42m79

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ 愛知

5 5 F5053 川口　紅音(3) 津島高 39m43 41m56 × 38m39 × 39m21 41m56

ﾋﾗﾉ ｶﾝﾅ 愛知

6 10 L5175 平野　栞菜(2) 安城学園高 37m44 40m36 × 40m25 × × 40m36

ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ 愛知

7 4 2240 久保田　千尋(2) 名院大 35m80 39m11 × 36m86 36m10 36m50 39m11

ﾋｶﾞｼ ｱｷﾗ 愛知

8 3 L5170 東　輝(2) 安城学園高 34m15 35m10 × 36m74 × 36m53 36m74

ﾋﾗﾊﾗ ﾅﾅﾐ 愛知

9 2 H5152 平原　菜々美(2) 松蔭高 19m57 × 29m27 29m27

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 愛知

10 1 J5159 小林　彩花(3) 長久手高 25m70 26m29 × 26m29



女子やり投(0.600kg)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｷﾉ ﾋﾄﾐ 神奈川

1 33 2018 牧野　仁美　(4) 中京大 50m48 × 51m85 50m63 × × 51m85

ﾀﾅｶ ﾏﾕ 富山

2 31 2042 田中　麻友(3) 中京大 46m01 46m02 45m03 48m41 48m92 50m54 50m54

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 兵庫

3 32 2017 中島　美穂(4) 中京大 44m14 47m86 × 44m58 47m89 48m80 48m80

ｲｼﾓﾄ ﾋﾄﾐ 愛知

4 30 H5115 石本　瞳(3) 名古屋大谷高 42m03 × 43m39 44m17 × × 44m17

ｸﾏｻｷ ﾅﾅｺ 愛知

5 26 H5124 熊崎　菜奈子(2) 名古屋大谷高 41m95 × 41m90 40m20 42m69 × 42m69

ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 長野

6 25 1940 湯本　珠実(2) 松商学園高 41m66 × × 38m34 42m43 × 42m43

ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 岐阜

7 34 2063 金子　春菜(2) 中京大 × 42m42 × 41m20 × × 42m42

ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾅ 愛知

8 29 L5171 近藤　沙南(2) 安城学園高 39m84 × 42m02 38m32 40m82 41m44 42m02

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｺ 愛知

9 35 H5116 榊原　梨子(3) 名古屋大谷高 40m53 × × 40m53

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾊ 静岡

10 27 4120 望月　知葉(1) 藤枝明誠高 36m15 38m43 × 38m43

ｶﾜｲ ｱｲ 愛知

11 28 H5122 河合　愛衣(2) 名古屋大谷高 37m02 37m09 37m71 37m71

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｻ 愛知

12 19 L5044 藤原　実紗(3) 光ヶ丘女子高 32m91 × 32m80 32m91

ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 静岡

13 20 4119 清水　美里(1) 藤枝明誠高 30m49 30m83 31m68 31m68

ﾊﾔｼ ｶﾂﾞｷ 愛知

14 24 L5281 林　夏月(3) 三好高 26m70 × 30m91 30m91

ﾅｶﾞﾏﾂ ﾕｳｶ 愛知

15 23 L5127 永松　優香(2) 豊田大谷高 30m29 30m86 × 30m86

ｵｵﾊｼ ﾅﾅﾐ 愛知

16 21 5095 大橋　菜奈美(3) 天白高 29m72 × 29m95 29m95

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 愛知

17 11 M5148 近藤　舞(3) 藤ノ花女子高 26m79 26m72 29m37 29m37

ｱｷﾔﾏ ﾕｲ 静岡

18 18 1717 秋山　結衣(2) 加藤学園高 28m77 × × 28m77

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 愛知

19 22 J5159 小林　彩花(3) 長久手高 24m65 28m30 × 28m30

ｲﾁｶﾜ ﾏﾕｺ 愛知

20 15 L5032 市川　万柚子(3) 岩津高 25m10 28m17 × 28m17

ﾀﾅｶ ｱﾔﾅ 愛知

21 1 J5044 田中　彩菜(2) 明和高 24m80 × 27m86 27m86

ｲｹﾀﾞ ﾘｻ 高知

22 17 2040 池田　梨紗(3) 中京大 25m53 × 27m48 27m48

ｶﾈｺ ｻﾁｴ 岐阜

23 16 195 金子　幸絵(3) 美濃加茂高 × 24m28 25m71 25m71

ﾐﾔﾁ ｻﾎ 愛知

24 13 5100 宮地　咲帆(3) 天白高 24m89 × × 24m89

ｱｲﾊﾞ ﾘﾅ 愛知

25 10 H5113 相羽　里南(3) 豊明高 22m97 23m12 24m04 24m04

ｹｾﾝ ｲｵﾘ 静岡

26 5 1721 気仙　泉織(2) 加藤学園高 23m70 × × 23m70

ｲﾁﾑﾗ ｸﾚﾊ 岐阜

27 12 193 市村　紅葉(3) 美濃加茂高 23m56 × × 23m56

ｵｵﾓﾘ ﾘﾅ 愛知

28 3 M5101 大森　璃奈(2) 豊橋西高 22m96 × × 22m96

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾎﾉ 愛知

29 7 M5147 小笠原　穂乃(3) 藤ノ花女子高 21m17 22m24 22m58 22m58

ｽｷﾞﾓﾄ ｶｺ 岐阜

30 8 332 杉本　華子(2) 中津商 21m23 21m91 22m53 22m53

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｱ 愛知

31 9 H5184 丸山　優愛(2) 日進西高 22m00 22m24 × 22m24

ｵｵｼｵ ﾅﾂｷ 愛知

32 6 5094 大塩　夏希(3) 天白高 21m25 21m90 × 21m90

ｲﾄｳ ﾌﾐｶ 愛知

33 2 H5114 伊藤　史華(2) 豊明高 × 17m77 18m31 18m31

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴｶ 愛知

34 4 H5112 渡邉　萌香(2) 豊明高 × 13m24 × 13m24

ﾔﾏﾓﾘ ﾒｲ 愛知

14 5101 山守　芽以(2) 天白高 DNS

凡例  DNS:欠場


