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ｼﾞｭﾆｱ(U20)日本記録(NJR) 4m10      南野　弥生(北海道・札幌手稲高)        2003
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決　勝　

1組

ｻﾊﾗ ﾕｷﾅ 静岡

1 469 佐原 幸奈(99) 磐田農高 3m70

ﾂﾉﾀﾞ ﾙｱﾆｨ 埼玉

2 388 角田 ルアニィ(98) 不動岡高 3m82

ﾉｼ ﾕｳｷ 大阪

3 552 野志 侑希(99) 大阪桐蔭高 3m60

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 三重

4 483 出口 瑞歩(99) 宇治山田商高 3m61

ﾘｭｳ ﾋﾖﾘ 奈良

5 574 龍 陽愛(98) 添上高 3m50

ｻｻｷ ｱﾔ 神奈川

6 439 佐々木 絢(99) 横浜清陵高 3m55

ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｶ 東京

7 413 青柳 有香(98) 雪谷高 3m95

ｶｻﾊﾗ ﾅﾅ 宮城

8 48 笠原 奈々(97) 順天堂大 3m65

ｽｷﾞﾔﾏ ｾﾘﾅ 岐阜

9 199 杉山 世梨奈(97) 岐阜経済大 3m55

ﾉﾓﾄ ﾚﾅ 埼玉

10 387 野本 怜菜(98) 不動岡高 3m50

ｼｵﾀﾞ ﾋｳﾐ 神奈川

11 429 塩田 日海(98) 金井高 3m60

ﾀｶﾀ ｱﾔｶ 愛知

12 696 髙田 彩佳(98) 岡崎城西高 3m61

ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 静岡

13 470 鈴木 麻名実(99) 磐田農高 3m50

ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾐ 秋田

14 361 畠山 樺純(98) 能代松陽高 3m51

ｺﾀｹ ｱﾕﾐ 北海道

15 348 小武 歩未(99) 札幌国際情報高 3m50

2組

ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 福岡

1 324 江原 成美(98) 九州共立大 3m60

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾏﾕｺ 和歌山

2 577 東山 真悠子(98) 桐蔭高 3m70

ﾔｷﾞﾀ ﾊﾙﾅ 静岡

3 86 八木田 春菜(98) 筑波大 3m55

ｶｸﾀﾞ ﾐﾅ 富山

4 459 角田 美菜(98) 高岡工芸高 3m50

ﾔｷﾞ ｶﾅｴ 岐阜

5 487 八木 奏衣(98) 県立岐阜商高 3m50

ﾋﾛｵｶ ﾚﾐ 兵庫

6 565 廣岡 玲美(98) 明石商高 3m50

ｶﾅｼﾞ ﾖｼｶ 京都

7 282 金治 良佳(97) 武庫川女子大 3m80

ﾀﾅｶ ｲｵﾘ 京都

8 503 田中 伊織(98) 西京高 3m60

ｵﾄﾂﾞ ﾕｳｶ 大分

9 325 乙津 侑加(98) 九州共立大 3m70

ｱﾀｷﾞ ｶｵﾘ 香川

10 597 安宅 伽織(98) 高松工芸高 3m81

ｸﾎﾞ ｱｲﾅ 群馬

11 59 久保 愛菜(97) 清和大 3m80

ﾋｻｵｶ ﾘｻ 福岡

12 615 久岡 璃紗(99) 中間高 3m50

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 香川

13 309 安藤 はるな(97) 広島大 3m60

ﾅﾝﾌﾞ ｼﾞｭﾘ 滋賀

14 496 南部 珠璃(98) 近江高 3m50

ﾓﾛﾀ ﾐｻｷ 群馬

15 379 諸田 実咲(98) 太田女高 4m00
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