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【ジュニア女子　６０ｍ】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 エドバー　イヨバ(3) ｴﾄﾞﾊﾞｰ ｲﾖﾊﾞ 東京 東京高 11.66
2 中野　真琴(3) ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 愛知 安城学園高 11.74
3 柴山　沙也香(3) ｼﾊﾞﾔﾏ ｻﾔｶ 愛知 至学館高 11.74
4 福田　真衣(2) ﾌｸﾀﾞ ﾏｲ 東京 東京高 11.79
5 西尾　香穂(3) ﾆｼｵ ｶﾎ 大阪 大阪高 11.81
6 齋藤　愛美(1) ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡山 倉敷中央高 11.81
7 三宅　真理奈(3) ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 岡山 倉敷中央高 11.84
8 岸　佳乃子(2) ｷｼ ｶﾉｺ 岡山 玉野光南高 11.95
9 新木　詩乃(3) ｱﾗｷ ｼﾉ 岐阜 長良高 11.96
10 岩永　梨沙(3) ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｻ 沖縄 中部商高 11.96
11 島田　雪菜(2) ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 福井 敦賀高 11.99
12 兒玉　芽生(1) ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 大分 大分雄城台高 11.99
13 川村　知巳(3) ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾐ 岩手 盛岡一高 12.01
14 守田　紗矢香(1) ﾓﾘﾀ ｻﾔｶ 東京 東京高 12.03
15 齊藤　莉奈(3) ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 谷村桂興譲館高 12.04
16 佐々木　梓(2) ｻｻｷ ｱｽﾞｻ 大阪 東大阪大敬愛高 12.04
17 村山　詩織(3) ﾑﾗﾔﾏ ｼｵﾘ 山形 九里学園高 12.05
18 朝野　夏海(2) ｱｻﾉ ﾅﾂﾐ 富山 水橋高 12.06
19 逢坂　友利子(3) ｵｵｻｶ ﾕﾘｺ 大阪 東大阪大敬愛高 12.06
20 上村　希実(3) ｳｴﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 東京 東京高 12.08
21 須田　真子(3) ｽﾀﾞ ﾏｺ 神奈川 市立橘高 12.09
22 縄田　　結(3) ﾅﾜﾀ ﾕｲ 山口 早鞆高 12.09
23 芝田　望笑(2) ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 埼玉 埼玉栄高 12.11
24 東　　直美(2) ｱｽﾞﾏ ﾅｵﾐ 愛知 豊橋南高 12.11
25 長谷川　愛樹(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲｷ 愛知 中京大中京高 12.11
26 坪井　わか菜(3) ﾂﾎﾞｲ ﾜｶﾅ 岡山 玉野光南高 12.11
27 菊地　　葵(2) ｷｸﾁ ｱｵｲ 山形 九里学園高 12.12
28 田植　晶子(2) ﾀｳｴ ｱｷｺ 埼玉 伊奈学園総合高 12.12
29 堂脇　優香(3) ﾄﾞｳﾜｷ ﾕｳｶ 兵庫 伊川谷北高 12.12
30 大平　穂乃佳(2) ｵｵﾋﾗ ﾎﾉｶ 大分 大分舞鶴高 12.12
31 モカダミ　サラ(2) ﾓｶﾀﾞﾐ ｻﾗ 東京 藤村女高 12.13
32 中澤　　舞(3) ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ 新潟 新潟商高 12.13
33 山﨑　優香(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 新潟 新潟産大附高 12.14
34 齋藤　沙羅(2) ｻｲﾄｳ ｻﾗ 福岡 高稜高 12.14
35 都甲　留愛(1) ﾄｺﾞｳ ﾙｲ 大分 大分舞鶴高 12.15
36 小杉　恵理(2) ｺｽｷﾞ ｴﾘ 福島 会津学鳳高 12.16
37 田代　純子(3) ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝｺ 福岡 筑紫女学園高 12.16
38 比屋根　愛夏(2) ﾋﾔﾈ ｱｲｶ 沖縄 中部商高 12.16
39 藤原　沙耶(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔ 兵庫 夙川高 12.18
40 斉田　果歩(2) ｻｲﾀ ｶﾎ 東京 東京高 12.20
41 中島　沙弥香(1) ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 東京 東京高 12.20
42 小林　　茜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 新潟 新潟商高 12.20
43 馬場　瑞希(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 兵庫 夙川高 12.20
44 松葉　みなみ(3) ﾏﾂﾊﾞ ﾐﾅﾐ 三重 宇治山田商高 12.21
45 平林　茉里子(2) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｺ 愛媛 済美高 12.21
46 岩田　優奈(3) ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ 群馬 新島学園高 12.22
47 磯谷　友里(1) ｲｿｶﾞｲ ﾕﾘ 岐阜 聖マリア高 12.22
48 桑原　綾子(1) ｸﾜﾊﾗ ｱﾔｺ 大阪 大阪高 12.22
49 水師　莉子(2) ﾐｽﾞｼ ﾘｺ 島根 大社高 12.23
50 佐藤　由菜(2) ｻﾄｳ ﾕﾅ 山形 山形東高 12.24
51 林田　珠里那(3) ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 三重 宇治山田商高 12.24
52 柴原　有里加(2) ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ 三重 四日市商高 12.24
53 宮田　乙葉(1) ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ 兵庫 夙川高 12.24
54 三村　　萌(1) ﾐﾑﾗ ﾒﾊﾞｴ 兵庫 夙川高 12.24



2016日本ジュニア室内陸上競技大阪大会

55 前田　瑠音(1) ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ 島根 明誠高 12.24
56 山本　里菜(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 愛知 岡崎城西高 12.26
57 井上　愛梨(2) ｲﾉｳｴ ｱｲﾘ 大阪 東大阪大敬愛高 12.26
58 青木　　悠(1) ｱｵｷ ﾊﾙｶ 栃木 作新学院大 12.27
59 吉田　のぞみ(2) ﾖｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 埼玉 狭山ヶ丘高 12.27
60 西村　琴葉(1) ﾆｼﾑﾗ ｺﾄﾊ 東京 早稲田実高 12.27
61 釜田　留奈(2) ｶﾏﾀﾞ ﾙﾅ 愛知 至学館高 12.27
62 髙島　咲月(3) ﾀｶｼﾏ ｻﾂｷ 福岡 中村学園女高 12.28
63 山本　早姫(2) ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 東京 日本工大駒場高 12.29
64 蛭田　奏絵(1) ﾋﾙﾀ ｶﾅｴ 神奈川 霧が丘高 12.29
65 澤谷　柚花(1) ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡山 倉敷中央高 12.29
66 田中　佑美(2) ﾀﾅｶ ﾕﾐ 大阪 関大一高 12.30
67 岸本　若奈(2) ｷｼﾓﾄ ﾜｶﾅ 兵庫 滝川二高 12.30
68 吉田　紗弓(3) ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 愛知 愛知高 24.66
69 畑　　咲春(2) ﾊﾀ ｻｸﾗ 大阪 大阪高 24.86
70 松本　扶弥(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐ 愛知 岡崎城西高 24.91
71 藤井　彩乃(2) ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾉ 千葉 市立船橋高 24.93
72 鈴木　塔子(2) ｽｽﾞｷ ﾄｳｺ 三重 四日市商高 24.94
73 西田　美菜(2) ﾆｼﾀﾞ ﾐﾅ 大阪 東大阪大敬愛高 24.95
74 岩田　芽生(1) ｲﾜﾀ ﾒｲ 埼玉 昌平高 25.04
75 清水　麻央(2) ｼﾐｽﾞ ﾏｵ 愛知 愛知高 25.06
76 武山　さくら(3) ﾀｹﾔﾏ ｻｸﾗ 愛知 岡崎城西高 25.06
77 岡部　玲美(3) ｵｶﾍﾞ ﾚﾐ 岡山 玉野光南高 25.06
78 後藤　奈緒(2) ｺﾞﾄｳ ﾅｵ 兵庫 加古川北高 25.08
79 菊岡　萌々(1) ｷｸｵｶ ﾓﾓ 奈良 奈良育英高 25.08
80 河津　茉佑(3) ｶﾜﾂﾞ ﾏﾕ 神奈川 横浜清陵高 25.10
81 鈴木　萌果(3) ｽｽﾞｷ ﾓｶ 茨城 土浦湖北高 25.12
82 柴田　知春(3) ｼﾊﾞﾀ ﾁﾊﾙ 福井 敦賀高 25.12
83 戸谷　湧海(2) ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 大阪 東大阪大敬愛高 25.12
84 中原　みなみ(2) ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ 大阪 大阪高 25.16
85 井上　彩加(1) ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ 東京 東京高 25.17
86 鈴木　志保(2) ｽｽﾞｷ ｼﾎ 茨城 土浦湖北高 25.18
87 南本　羅那(2) ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾗﾅ 大阪 大阪高 25.23
88 泉對　愛莉(2) ｾﾝｽﾞｲ ｱｲﾘ 千葉 市立船橋高 25.24
89 加藤　真央(2) ｶﾄｳ ﾏｵ 滋賀 守山高 25.25
90 木村　佳奈(2) ｷﾑﾗ ｶﾅ 埼玉 市立川口高 25.26
91 柴山　亜沙美(2) ｼﾊﾞﾔﾏ ｱｻﾐ 愛知 至学館高 25.26
92 上野　　南(2) ｳｴﾉ ﾐﾅﾐ 鹿児島 川薩清修館高 25.26
93 椎谷　美砂(2) ｼｲﾔ ﾐｻ 新潟 新潟商高 25.29
94 近藤　亜友美(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾐ 京都 西城陽高 25.29
95 長岡　実桜(3) ﾅｶﾞｵｶ ﾐｵ 大阪 城南学園高 25.29
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【ジュニア女子　１５００ｍ】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 石塚　晴子(3) ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｺ 大阪 東大阪大敬愛高 2:06.98
2 戸谷　温海(2) ﾄﾀﾆ ｱﾂﾐ 大阪 東大阪大敬愛高 2:07.14
3 池崎　愛里(2) ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ 広島 舟入高 2:07.28
4 時久　彩音(2) ﾄｷﾋｻ ｱﾔﾈ 愛知 至学館高 2:07.32
5 髙橋　ひな(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 兵庫 西脇工高 2:08.88
6 長屋　美月(2) ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛知 中京大中京高 2:08.92
7 野々口　明希(3) ﾉﾉｸﾞﾁ ｱｷ 兵庫 明石南高 2:09.67
8 大原　芽依(2) ｵｵﾊﾗ ﾒｲ 愛知 岡崎城西高 2:10.03
9 齋藤　菜月(2) ｻｲﾄｳ ﾅﾂｷ 群馬 高崎女高 2:10.47
10 川田　朱夏(1) ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 大阪 東大阪大敬愛高 2:11.11
11 仲道　彩音(1) ﾅｶﾐﾁ ｱﾔﾈ 大分 大分西高 2:11.78
12 田邊　比奈乃(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ 群馬 前橋女高 2:12.03
13 宇野　佑紀(1) ｳﾉ ﾕｳｷ 愛知 安城学園高 2:12.41
14 村上　ひかる(2) ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ 栃木 宇都宮女高 2:12.42
15 小山　和花奈(2) ｺﾔﾏ ﾜｶﾅ 静岡 日大三島高 2:13.02
16 山本　　渚(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 東京 早稲田実高 2:13.09
17 吉住　奈々(3) ﾖｼｽﾞﾐ ﾅﾅ 大阪 大塚高 2:13.36
18 近藤　望未(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 愛知 中京大中京高 2:13.41
19 礒野　恵梨(1) ｲｿﾉ ｴﾘ 兵庫 西脇工高 2:13.85
20 戸次　亜由美(3) ﾍﾞｯｷ ｱﾕﾐ 福岡 北九州市立高 2:13.93
21 岸　奈々子(2) ｷｼ ﾅﾅｺ 東京 三鷹中等 2:14.30
22 井上　葉南(1) ｲﾉｳｴ ﾊﾅ 愛知 至学館高 2:14.35
23 志村　美希(2) ｼﾑﾗ ﾐｷ 東京 白梅学園高 2:14.51
24 西嶋　希京(2) ﾆｼｼﾞﾏ ｷｷｮｳ 京都 立命館高 2:14.45
25 神谷　亜依(2) ｶﾐﾔ ｱｲ 愛知 岡崎城西高 2:14.75
26 向井　智香(3) ﾑｶｲ ﾁｶ 愛知 至学館高 4:16.76
27 西川　優衣(2) ﾆｼｶﾜ ﾕｲ 愛知 時習館高 4:25.23
28 後藤　　夢(1) ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 兵庫 西脇工高 4:25.79
29 松村　悠香(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｶ 福岡 北九州市立高 4:26.23
30 中島　　侃(3) ﾅｶｼﾏ ﾀﾉｼ 埼玉 熊谷女高 4:27.28
31 三宅　紗蘭(1) ﾐﾔｹ ｻﾗ 岡山 玉野光南高 4:29.25
32 山本　菜月(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 兵庫 西脇工高 4:30.05
33 戸田　真由香(3) ﾄﾀﾞ ﾏﾕｶ 兵庫 西脇工高 4:30.30
34 那須野　綺音(2) ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 長野 大町高 4:30.46
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【ジュニア女子　６０ｍH】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 大野　優衣(1) ｵｵﾉ ﾕｲ 東京 白梅学園高 13.54
2 中村　麗奈(2) ﾅｶﾑﾗ ﾚｲﾅ 大阪 大阪高 13.71
3 鎌田　咲季(3) ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 福岡 高稜高 13.81
4 吉田　唯莉(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾘ 石川 小松商高 13.85
5 シュレスタ　まや(2) ｼｭﾚｽﾀ ﾏﾔ 大阪 東大阪大敬愛高 13.90
6 二本松　結衣(1) ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾕｲ 広島 神辺旭高 13.90
7 佐々木　天(3) ｻｻｷ ﾃﾝ 岩手 盛岡一高 13.93
8 山本　香織(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ 広島 神辺旭高 13.94
9 五百蔵　美希(1) ｲｵﾛｲ ﾐｷ 高知 高知追手前高 13.94
10 古橋　佳奈(1) ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ 愛知 安城学園高 13.96
11 松田　彩佳(3) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔｶ 兵庫 滝川二高 13.96
12 小宮　いつき(2) ｺﾐﾔ ｲﾂｷ 宮城 常盤木学園高 13.97
13 中司　菜月(2) ﾅｶﾂｶ ﾅﾂｷ 大阪 大塚高 14.00
14 金井　まるみ(3) ｶﾅｲ ﾏﾙﾐ 神奈川 横浜南高 14.03
15 比嘉　和希(2) ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 千葉 市立船橋高 14.08
16 大賀　結莉(1) ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島根 松江北高 14.08
17 藤原　瑠衣(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾙｲ 石川 小松商高 14.09
18 安井　彩奈(3) ﾔｽｲ ｱﾔﾅ 大阪 咲くやこの花高 14.09
19 加藤　沙彩(3) ｶﾄｳ ｻｱﾔ 岐阜 大垣商高 14.12
20 北澤　千紗(3) ｷﾀｻﾞﾜ ﾁｻ 京都 西城陽高 14.12
21 村上　瑞季(2) ﾑﾗｶﾐ ﾐｽﾞｷ 大阪 東大阪大敬愛高 14.13
22 バルア　ミティラ(2) ﾊﾞﾙｱ ﾐﾃｨﾗ 埼玉 市立川口高 14.15
23 遠山　実希(3) ﾄｵﾔﾏ ﾐｷ 愛知 中京大中京高 14.15
24 馬渕　唯奈(2) ﾏﾌﾞﾁ ﾕｲﾅ 富山 水橋高 14.16
25 會津　萌実(2) ｱｲﾂﾞ ﾒｸﾞﾐ 新潟 新潟商高 14.18
26 中島　未貴(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 埼玉 久喜高 14.19
27 中釜　佐和子(3) ﾅｶｶﾞﾏ ｻﾜｺ 鹿児島 鹿児島高 14.20
28 八尋　はるか(2) ﾔﾋﾛ ﾊﾙｶ 東京 白梅学園高 14.24
29 川口　真弥(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾔ 大阪 大塚高 14.24
30 鳴川　亜美(3) ﾅﾙｶﾜ ｱﾐ 東京 白梅学園高 14.27
31 西垣　朱音(1) ﾆｼｶﾞｷ ｱｶﾈ 三重 松阪商高 14.28
32 園原　　晶(2) ｿﾉﾊﾗ ｱｷﾗ 岐阜 恵那高 14.29
33 和田　侑季(2) ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 福井 敦賀高 14.30
34 小林　里帆(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨 駿台甲府高 14.31
35 大久保　光(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾋｶﾙ 福岡 九州国際大付高 14.33
36 溝口　りこ(1) ﾐｿﾞｸﾁ ﾘｺ 岡山 岡山商大附高 14.35
37 横畑　安笑(2) ﾖｺﾊﾀ ｱﾐ 佐賀 清和高 14.36
38 牧　すずな(2) ﾏｷ ｽｽﾞﾅ 兵庫 滝川二高 14.38
39 笹沼　若奈(1) ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木 白鴎大足利高 14.39
40 松田　梨恵(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｴ 愛媛 済美高 14.39
41 尾﨑　サキ(2) ｵｻﾞｷ ｻｷ 愛媛 聖カタリナ女高 14.39
42 中西　菜月(1) ﾅｶﾆｼ ﾅﾂｷ 兵庫 滝川二高 14.40
43 西川　鈴夏(2) ﾆｼｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 高知 土佐女高 14.40
44 藤原　美咲(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｻｷ 福岡 九州国際大付高 14.40
45 安達　萌乃(2) ｱﾀﾞﾁ ﾓｴﾉ 岐阜 美濃加茂高 14.45
46 中治　早貴(2) ﾅｶｼﾞ ｻｷ 滋賀 石山高 14.45
47 和三　はるか(1) ﾜｻﾝ ﾊﾙｶ 兵庫 長田高 14.45
48 脇川　　萌(2) ﾜｷｶﾜ ﾓｴ 徳島 鳴門高 14.45
49 橋本　春菜(2) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ 茨城 水戸二高 14.46
50 池田　和香那(2) ｲｹﾀﾞ ﾜｶﾅ 広島 宮島工高 14.47
51 藤井　理抄(3) ﾌｼﾞｲ ﾘｻ 東京 東京高 14.50
52 御船　　星(3) ﾐﾌﾈ ｱｶﾘ 岡山 倉敷工高 14.51
53 笠原　理瑚(1) ｶｻﾊﾗ ﾘｺ 新潟 新潟商高 14.52
54 坂本　るみ(1) ｻｶﾓﾄ ﾙﾐ 茨城 茨城キリスト高 14.57
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【ジュニア女子　走高跳】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 浅井　さくら(2) ｱｻｲ ｻｸﾗ 愛知 岡崎城西高 1m76
2 中西　美早(3) ﾅｶﾆｼ ﾐｻｷ 愛知 岡崎城西高 1m76
3 荒木　志帆(3) ｱﾗｷ ｼﾎ 兵庫 明石商高 1m73
4 榊原　至佳子(2) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｶｺ 愛知 瑞陵高 1m73
5 栗原　理沙(2) ｸﾘﾊﾗ ﾘｻ 東京 東大和高 1m73
6 竹内　　萌(2) ﾀｹｳﾁ ﾓｴ 埼玉 本庄一高 1m73
7 片山　桜子(1) ｶﾀﾔﾏ ｻｸﾗｺ 大阪 摂津高 1m72
8 兼川　乃衣(3) ｶﾈｶﾜ ﾉｲ 愛知 岡崎城西高 1m72
9 千代　瑞貴(2) ｾﾝﾀﾞｲ ﾐｽﾞｷ 愛媛 松山北高 1m70
10 小笠原　麻結(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏﾕ 徳島 城南高 1m70
11 神田　菜摘(2) ｶﾝﾀﾞ ﾅﾂﾐ 広島 市立呉高 1m70
12 清水　爽香(3) ｼﾐｽﾞ ｻﾔｶ 千葉 八千代松陰高 1m70
13 小池　芽生(1) ｺｲｹ ﾒﾊﾞｴ 埼玉 武南高 1m70
14 武田　萌伽(1) ﾀｹﾀﾞ ﾓｶ 山形 新庄東高 1m70

【ジュニア女子　棒高跳】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 諸田　実咲(2) ﾓﾛﾀ ﾐｻｷ 群馬 太田女高 4m00
2 角田　ルアニィ(2) ﾂﾉﾀﾞ ﾙｱﾆｨ 埼玉 不動岡高 3m82
3 青柳　有香(2) ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｶ 東京 雪谷高 3m80
4 乙津　侑加(3) ｵﾄﾂﾞ ﾕｳｶ 大分 大分工高 3m70
5 久保　愛菜(3) ｸﾎﾞ ｱｲﾅ 群馬 市立前橋高 3m70
6 笠原　奈菜(3) ｶｻﾊﾗ ﾅﾅ 宮城 佐沼高 3m65
7 安藤　はるな(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 香川 観音寺一高 3m60
8 東山　真悠子(2) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾏﾕｺ 和歌山 桐蔭高 3m60
9 野志　侑希(2) ﾉｼ ﾕｳｷ 大阪 大阪桐蔭高 3m60
10 佐原　幸奈(2) ｻﾊﾗ ﾕｷﾅ 静岡 磐田農高 3m60
11 八木田　春菜(3) ﾔｷﾞﾀ ﾊﾙﾅ 静岡 清水東高 3m55
12 杉山　世梨奈(3) ｽｷﾞﾔﾏ ｾﾘﾅ 岐阜 岐阜商高 3m55
13 小林　優布子(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ 群馬 前橋女高 3m50
14 富沢　恭子(1) ﾄﾐｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 群馬 前橋女高 3m50
15 和田　沙也夏(1) ﾜﾀﾞ ｻﾔｶ 埼玉 越谷南高 3m50
16 野本　怜菜(2) ﾉﾓﾄ ﾚﾅ 埼玉 不動岡高 3m50
17 鈴木　麻名実(2) ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 静岡 磐田農高 3m50
18 髙田　彩佳(2) ﾀｶﾀ ｱﾔｶ 愛知 岡崎城西高 3m50
19 出口　瑞歩(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 三重 宇治山田商高 3m50
20 安宅　伽織(2) ｱﾀｷﾞ ｶｵﾘ 香川 高松工芸高 3m50
21 諸田　祐佳(2) ﾓﾛﾀ ﾕｶ 群馬 おおたｽﾎﾟｰﾂ 3m50
22 小林　茂奈(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾅ 群馬 前橋三中 3m50
23 上原　　遙(3) ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ 群馬 前橋富士見中 3m50
24 平田　千佳(3) ﾋﾗﾀ ﾁｶ 岡山 岡山興除中 3m50
25 山地　里奈(3) ﾔﾏｼﾞ ﾘﾅ 香川 観音寺中部中 3m50
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【ジュニア女子　走幅跳】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 竹内　真弥(2) ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ 大阪 摂津高 6m09
2 山下　友佳(3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 大阪 太成学院高 6m05
3 今濱　美咲(3) ｲﾏﾊﾏ ﾐｻｷ 岡山 玉野光南高 5m99
4 髙橋　かおり(3) ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 山形 九里学園高 5m98
5 天城　帆乃香(3) ｱﾏｷﾞ ﾎﾉｶ 静岡 浜松開誠館高 5m97
6 森本　知隼(1) ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 長野 松本県ヶ丘高 5m96
7 佐々木　明日香(3) ｻｻｷ ｱｽｶ 宮城 佐沼高 5m96
8 明星　　光(2) ｱｹﾎﾞｼ ﾋｶﾙ 愛知 豊田高 5m95
9 山本　　渚(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 徳島 鳴門高 5m92
10 澤井　萌奈(1) ｻﾜｲ ﾓﾅ 愛知 中京大中京高 5m92
11 上田　紗弥花(2) ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ 福井 敦賀気比高 5m90
12 野口　理帆(1) ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ 岡山 倉敷中央高 5m87
13 加藤　宏美(3) ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 岡山 美作高 5m86
14 下川　万里奈(3) ｼﾓｶﾜ ﾏﾘﾅ 福岡 筑紫女学園高 5m85
15 坂東　あすか(1) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｽｶ 大阪 摂津高 5m84
16 高松　奈央(2) ﾀｶﾏﾂ ﾅｵ 京都 京都共栄高 5m84
17 尾形　友紀奈(2) ｵｶﾞﾀ ﾕｷﾅ 神奈川 横須賀学院高 5m84
18 小田　穂乃佳(3) ｵﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口 早鞆高 5m83
19 権瓶　明日夏(3) ｺﾞﾝﾍﾟｲ ｱｽｶ 新潟 日本文理高 5m83
20 高橋　このか(3) ﾀｶﾊｼ ｺﾉｶ 東京 白梅学園高 5m83
21 小野瀬　桃華(1) ｵﾉｾ ﾓﾓｶ 埼玉 埼玉栄高 5m83
22 平良　さき(3) ﾀｲﾗ ｻｷ 沖縄 中部商高 5m79
23 漁野　理子(2) ﾘｮｳﾉ ﾘｺ 和歌山 新宮高 5m79
24 河合　栞奈(3) ｶﾜｲ ｶﾝﾅ 大阪 摂津高 5m79
25 田村　有利奈(2) ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 長野 上田東高 5m79
26 今井　瑛子(3) ｲﾏｲ ｴｲｺ 福井 敦賀高 5m78


