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日付 種目

天神　綾音(2) 12.15 井戸　アビゲイル　風果(1) 12.18 久野　なつ(3) 12.19 大城　珠莉(1) 12.22 野村　真由(4) 12.27 掛川　栞(1) 12.28 伊藤　瑛里(4) 12.30 加藤　桃佳(4) 12.44
中京大中京高 至学館高 中京大中京高 至学館高 至学館大 愛知学院大 東海学園大 至学館大
山田　真梨子(2) 57.90 鈴木　朱音(3) 58.54 丹羽　優菜(1) 59.17 青山 理奈(2) 59.47 谷口　なつ実(3) 1:00.05 井上　葉南(3) 1:00.44 浅井　奈々子(2) 1:00.56
中京大中京高 中京大中京高 明和高 御幸山中 中京大中京高 至学館高 瑞陵高
山田　晴華(3) 2:15.58 青山 理奈(2) 2:18.32 岸野　志歩(2) 2:20.51 影山　杏(3) 2:20.61 井上　葉南(3) 2:23.81 森田　柚衣(1) 2:25.21 北出　美穂(3) 2:27.69
日進西中 御幸山中 愛知学院大 中部大一高 至学館高 愛知高 愛知学院大
國立　華蓮(2) 16:53.60 佐藤　舞(1) 18:07.33 大村　有香(2) 18:25.16 中川　美晴(1) 18:39.70 飯沼　菜緒(2) 18:41.64 石橋　京佳(2) 18:51.61 中山　夕有奈(2) 18:55.53 佐藤  みのり(2) 18:56.05
至学館高 明和高 阿久比高 横須賀高 菊里高 至学館高 向陽高 旭野高
安藤　愛未(1) 14.28 伊藤　瑠莉彩(3) 14.34 佐竹　里野(1) 14.61 木村　加乃(1) 14.71 大谷　友梨恵 15.04 駒木　遥(2) 15.21 森　美月(3) 15.39 秋尾　佳恵(2) 15.79
至学館高 中京大中京高 明和高 至学館高 加藤建設 名古屋西高 日進西高 名古屋西高
大谷　友梨恵 1:00.68 北野　有紀(4) 1:01.49 浅井　茅子(4) 1:02.24 岡戸　美月(2) 1:03.33 河野　亜美(2) 1:03.42 佐竹　里野(1) 1:06.89
加藤建設 愛知教育大 愛知教育大 名古屋大谷高 千種高 明和高
岩田　奈央(1) 25:45.68 上森　佳代(2) 25:50.45 相馬　楓(3) 25:52.78 山下　桃子(1) 29:39.80 坂本　絢南(2) 31:02.92 加藤　瞳(1) 32:44.57 羽山　知里(1) 33:34.89
同志社大 桜花学園高 至学館高 天白高 豊明高 名古屋西高 愛工大名電高
至学館高 46.88 中京大中京高 47.01 愛知高 48.39 明和高 49.71 名東 49.99 瑞陵 50.00 愛知学院大 50.11 山田 50.23
大城　珠莉(1) GR 柴崎　五月(3) GR 大矢　紗也菜(2) 明上　桐子(2) 山田　玲奈(1) 浅井　奈々子(2) 鈴木　萌(4) 宇田　和香(2)
小禄　由衣(2) 久野　なつ(3) 鹿嶌　菜々子(1) 岡田　京華(2) 渡辺　彩奈(2) 小泉　満菜(2) 佐藤　圭那子(2) 久保田　乃愛(1)
田中　海来(1) 澤井　萌奈(3) 木下　慶乃(1) 丹羽　優菜(1) 山下　華歩(1) 倉崎　彩音(1) 掛川　栞(1) 阿知波　祐月(1)
井戸　アビゲイル　風果(1) 天神　綾音(2) 井貝　沙彩(2) 佐竹　里野(1) 椙山　薫(2) 齊　安梨(1) 杉山　さり(1) 藤浪　沙耶(1)
至学館高 3:47.42 中京大中京高 3:49.91 TSM 3:53.97 愛知高 3:55.08 名古屋大谷 4:04.47 千種 4:06.89 名古屋西高 4:10.16 日進西高 4:11.82
都築　美音(2) GR 柴崎　五月(3) 髙嵜　桃花(2) PJH 立石　留菜(2) 大竹　唯菜(2) 小西　ちひろ(1) 桑山　桃花(1) 蓮沼　美子(2)
大城　珠莉(1) 鈴木　朱音(3) 澤　美羽(3) 井貝　沙彩(2) 岡戸　美月(2) 河野　亜美(2) 秋尾　佳恵(2) 大矢　万愛(2)
井上　葉南(3) 生田　奈緒子(2) 中西　百萌佳(1) 吉田　凛(1) 小島　瑠実(2) 小島　空(1) 駒木　遥(2) 古屋　柚(2)
井戸　アビゲイル　風果(1) 谷口　なつ実(3) 大井　サラ(3) 木下　慶乃(1) 太田　李保(2) 渥美　結菜(1) 鹿間　珠乃(2) 八木　真由(1)
宮下　優(1) 1m61 梶原　梨央(1) 1m61 森田　るいか(2) 1m55 松尾　彩花(2) 1m50 青木　琴子(1) 1m50
東海学園大 山田高 桜花学園高 鳴海高 至学館高

椙山　裕理(2) 1m50 都築　歩乃佳(2) 1m50
名古屋西高 向陽高
仲井　瑞紀(2) 1m50
大府高

本田　史帆 3m50 所　杏子(3) 3m50 塩崎　泉(2) 3m40 佐藤　真央(3) 3m10 木村　帆香(1) 2m40 渡邊 万巴(2) 2m20 小林　玲子 2m20
中京大ｸﾗﾌﾞ 中京大 至学館高 中京大中京高 山田高 守山中 TSM
服部　夏海(1) 5m34(+0.1) 坂本　彩音(2) 5m29(+0.3) 伊串　彩夢(1) 5m29(+1.9) 川崎　瞳(3) 5m28(-0.3) 椙山　薫(2) 5m23(+1.0) 黒木　法香(2) 5m20(+0.1) 服部　文乃(2) 5m16(+0.1) 清水　美結(3) 5m11(+0.9)
愛知商高 栄徳高 名城大附高 中京大中京高 名東高 名古屋西高 鳴海高 中京大中京高
椙山　薫(2) 11m43(+1.2) 仲井　瑞紀(2) 11m36(+2.4) 犬飼　若菜(2) 11m15(+1.4) 白井　沙奈(2) 11m14(+1.2) 村松　萌(2) 10m57(+0.6) 松原　聖子(3) 10m43(+0.3) 岩田  彩楽(1) 10m37(+1.6) 服部　夏海(1) 10m28(+0.3)
名東高 大府高 公認11m18(+1.7) 向陽高 至学館高 名女大高 中川商高 旭野高 愛知商高
丹嶌　あやめ(3) 12m13 木村　飛実(2) 11m89 平岩  志萌(1) 11m25 中島 彩瑛(3) 10m74 木下  七海(1) 10m38 野田　渓(1) 9m90 土井　愛海(2) 9m32 山中　優華(1) 8m95
名城大附高 至学館高 旭野高 御幸山中 旭野高 瑞陵高 名古屋西高 名古屋大谷高
牧　亜香里(3) 40m06 小原　桃華(3) 37m40 鎌田　亜優(2) 34m74 中安　海南子(2) 33m72 木村　飛実(2) 33m48 天野　ユリヤ(3) 31m85 岩室　紗花(1) 30m39 有吉　志穂(2) 30m18
中京大 名古屋大谷高 至学館高 瑞陵高 至学館高 TSM 至学館高 至学館高
舘林　都美(3) 54m19 奥村　夏希(2) 41m83 江口　茜里(1) 39m56 小谷　さくら(1) 37m92 渡邉　日南代(1) 34m90 佐原　綾(2) 34m85 石井　冴佳(1) 33m97 和田 奈々(2) 32m59
至学館大 GR 至学館大 名古屋大谷高 向陽高 瑞陵高 昭和高 至学館高 春日井西高
宮?　紗苗(2) 12.53(+2.7) 田村　明日香(1) 12.71(+1.5) 森　美月(3) 12.73(+2.7) 久保田　乃愛(1) 12.74(+1.5) 松本　佳音彩(2) 12.76(+2.7) 志村　和香奈(2) 12.83(+2.7) 森川　真悠(1) 12.83(+0.6) 山田　真緒(1) 12.88(+0.8)
椙山高 至学館高 日進西高 山田高 TSM 中部大 栄徳高 松蔭高
鹿嶌　菜々子(1) 1:00.98 永田　万捺(2) 1:02.97 安藤　萌(2) 1:03.12 安藤　朱里(2) 1:03.26 成瀬  朱莉(2) 1:03.35 横井　友里菜(1) 1:03.44 澤村　愛衣(2) 1:03.62 黒川　愛華(1) 1:03.67
愛知高 瀬戸西高 大府高 名古屋南高 旭野高 向陽高 椙山高 惟信高
安藤　朱里(2) 2:24.30 鈴木　麗絵(2) 2:24.55 渡邉　由夏(1) 2:25.17 横井　友里菜(1) 2:25.80 津曲　光希(1) 2:27.40 井戸田　菜桜(1) 2:28.97 山田　桃子(1) 2:29.29 渡辺　真衣(3) 2:29.65
名古屋南高 南光中 瀬戸西高 向陽高 長久手高 旭丘高 南山大 東郷AC
吉本　彩乃(2) 16.04(+1.5) 磯貝　日向子(2) 16.89(+1.0) 井生　菜月(2) 16.95(+0.8) 山田　亜美(3) 17.05(+1.5) 小谷　さくら(1) 17.19(+0.8) 纐纈　菜月(2) 17.32(+1.5) 平野　有咲(1) 17.48(+1.5) 松下　陽菜(1) 17.50(+1.0)
天白高 明和高 名古屋南高 愛知商高 向陽高 大府東高 桜花学園高 瀬戸西高
藤井　花香(1) 4m80(+0.4) 坂本　彩華(1) 4m72(-0.4) 鈴木 咲香(2) 4m71(0.0) 高橋　愛(2) 4m57(+0.4) 小川　なつき(1) 4m56(-0.5) 田中　碧衣(1) 4m56(+0.1) 池田　舞花(2) 4m52(+0.3) 中村　花鈴(2) 4m43(+0.5)
瀬戸高 中京大中京高 豊国中 椙山高 松蔭高 名古屋南高 名古屋南高 横須賀高
水野　彩葉(2) 26m80 木下  七海(1) 25m50 速水　唯(1) 24m47 奥村　真愛(1) 23m42 團塚　愛梨(2) 23m15 西田　綺更(2) 22m46 西野　初音(1) 22m20 鈴木　咲耶(2) 21m66
名古屋大谷高 旭野高 瑞陵高 愛知商高 TSM 松蔭高 日進西高 萩山中
松本　佳音彩(2) 14.35(+0.7) 中西　百萌佳(1) 14.70(+0.7) 髙嵜　桃花(2) 14.90(+0.7) 神田  彩名(2) 14.97(+0.7) 野村　穂菜美(2) 15.13(+0.7) 辻　和佳奈(2) 15.44(+0.7) 白鳥　百花(3) 15.51(+0.7) 河内　舞(2) 16.05(+0.4)
TSM TSM TSM 千種台中 TSM 吉根中 TSM 萩山中
白鳥　百花(3) 11m25 辻 萌々子(2) 10m51 小原　恵(1) 10m11 平岩 万実(2) 9m43 安藤　柚茉(2) 8m99 杉浦　美海(2) 8m73 大辻　詞子(2) 8m16 二村　菜津乃(1) 7m38
TSM 御幸山中 大高中 守山中 萩山中 TSM 萩山中 TSM

凡例  GR:大会記録 PJH:県中学最高記録

5位 6位 7位

10月8日
選手権女子100m 

風：+1.0

10月7日 選手権女子400m

8位

第４５回名古屋地区陸上競技選手権大会　兼第５回名古屋地区陸上競技会
パロマ瑞穂スタジアム･パロマ北陸上競技場
2017/10/07・08・14

1位 2位 3位 4位

10月8日 選手権女子800m

10月7日 選手権女子5000m

10月7日
選手権女子100mH(0.838m) 

風：+0.3

10月8日 選手権女子4X400mR

10月8日 選手権女子走高跳

10月8日 選手権女子400mH(0.762m)

10月8日 選手権女子5000mW

10月7日 選手権女子4X100mR

10月7日 選手権女子棒高跳

10月8日 選手権女子走幅跳

10月7日 選手権女子三段跳

10月8日 選手権女子砲丸投(4.000kg)

10月7日 選手権女子円盤投(1.000kg)

10月8日 選手権女子やり投(0.600kg)

10月8日 競技会女子100m

10月7日 競技会女子400m

10月8日 競技会女子800m

10月7日 中学OP女子100mH(0.762m)

10月8日 中学OP女子砲丸投(2.721kg)

10月7日 競技会女子100mH(0.838m)

10月8日 競技会女子走幅跳

10月7日 競技会女子円盤投(1.000kg)


