
ユース(U18)女子棒高跳

日本記録(NR)            4m40      我孫子　智美(滋賀・滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ)      2012

ユース日本最高記録(JYR) 4m00      我孫子　智美(滋賀・光泉高)            2005

大会記録(GR)            3m80      角田　ルアニィ(埼玉・不動岡高)        2015

大会記録(GR)            3m80      諸田　実咲(群馬・太田女高)            2015 10月21日 10:00 決　勝

決　勝　

1組

ｸﾛﾀﾞ ｱｲｶ 奈良

1 1936 黒田 愛香(99) 添上高 3m30
ｶﾐｱｸﾂ ﾁｶｺ 福島

2 1097 上圷 千華子(99) 福島高専 3m40
ﾊｼﾓﾄ ｽﾅｵ 埼玉

3 1182 橋本 直(00) 越谷南高 3m60
ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾘ 群馬

4 1171 小川 優里(01) 前橋育英高 3m30
ｲｲﾀﾞ ﾏﾕｺ 埼玉

5 1176 飯田 真優子(00) 不動岡高 3m40
ﾋﾗﾀ ﾁｶ 岡山

6 1961 平田 千佳(00) 岡山南高 3m50
ｵｶﾉ ﾕﾘ 京都

7 1726 岡野 悠里(99) 西京高 3m50
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾘ 愛知

8 1620 水上 真里(99) 岡崎城西高 3m40
ｵｶﾀﾞ ﾏﾁﾙ 群馬

9 1170 岡田 茉千瑠(00) 前橋育英高 3m50
ｵｵﾀﾆ ﾏｺ 大阪

10 1856 大谷 真子(99) 大阪桐蔭高 3m40
ﾋﾗﾀ ﾐﾜ 兵庫

11 1927 平田 美和(00) 尼崎双星高 3m30
ｲｼｼﾞﾏ ﾕｲ 埼玉

12 1175 石島 結衣(99) 不動岡高 3m30
ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶ 群馬

13 1172 岡本 風香(01) 前橋育英高 3m70
ﾜﾀﾞ ｻﾔｶ 埼玉

14 1183 和田 沙也夏(99) 越谷南高 3m50
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾅ 群馬

15 1165 小林 茂奈(01) 樹徳高 3m50

2組

ﾄﾐｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 群馬

1 1148 富沢 恭子(99) 前橋女高 3m50
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 岐阜

2 1637 小林 美月(99) 県立岐阜商高 3m50
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 京都

3 1713 山本 円香(00) 洛東高 3m30
ｼｲﾊﾞ ﾐｳ 大阪

4 1794 椎葉 実生(99) 大塚高 3m60
ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ 群馬

5 1155 上原 遙(00) 市立前橋高 3m50
ｶﾐﾔ ﾕｳｷ 静岡

6 1509 神谷 優希(99) 磐田農高 3m50
ﾔﾏﾁﾞ ﾘﾅ 香川

7 2010 山地 里奈(00) 観音寺一高 3m60
ﾆｯﾀ ｴﾘｺ 岩手

8 1031 新田 英理子(99) 黒沢尻北高 3m40
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲ 千葉

9 1257 山口 玲未(01) 安房高 3m31
ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ 大阪

10 1795 前川 淳(99) 大塚高 3m40
ﾀﾅｶ ﾚﾅ 香川

11 2009 田中 伶奈(00) 観音寺一高 3m40
ｽﾔﾏ ﾐﾙ 静岡

12 1513 須山 深琉(00) 浜松南高 3m30
ｶﾄｳ ｻﾖｺ 愛知

13 1628 加藤 紗佳子(99) 豊川高 3m30
ｷｸﾞﾚ ﾏﾕﾐ 福岡

14 2049 木暮 万友美(99) 若松商高 3m30
ﾀｶｼﾏ ﾅﾅｺ 山形

15 1074 髙嶋 菜々子(99) 山形商高 3m30
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｽﾞﾐ 香川

16 2005 橘 泉朱(01) 高松商高 3m50
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