
女子三段跳

6月26日 16:05 決勝  

日本記録 (NR)           14m04     花岡　麻帆 (千　葉・三英社)                                 1999        

ｼﾞｭﾆｱ日本記録 (JNR)     12m97     村山　梢 (大　阪・中京大)                                   1997        

大会記録 (CR)           14m04     花岡　麻帆 (千　葉・三英社)                                 1999        
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1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾖ 千　葉 × 13m12 × × × 13m10 13m12

1 12 147 吉田　文代 中大レディース +0.6 +1.4 +0.6

ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ 長　野 12m75 12m71 × × 12m81 12m78 12m81

2 8 265 三澤　涼子 ヤマトヤＴ・Ｃ +1.8 +1.6 +2.1 +1.3 +2.1

ﾏｴﾀﾞ ﾜｶ 奈　良 12m53 12m51 12m44 12m70 12m25 × 12m70

3 22 203 前田　和香 添上高 +1.0 +1.3 -0.2 +2.7 +0.2 +2.7

ｷﾖｾ ｼｽﾞｶ 大　阪 × 12m43 12m29 × × × 12m43

4 20 142 清瀬　静佳 関西外語大 +0.6 +1.4 +0.6

ﾀｹﾀﾞ ｻﾕﾘ 北海道 12m39 12m42 × ／ 12m42

5 15 92 竹田　小百合 北海道教育大 +1.0 +1.2 +1.2

ﾋﾀﾞ ﾅｵﾐ 東　京 12m38 11m99 × × 11m94 11m54 12m38

6 7 251 飛田　奈緒美 東京高校クラブ +1.9 +2.0 +1.8 +1.8 +1.9

ﾅｶｵ ｱﾘｻ 熊　本 12m30 12m34 11m38 × 12m36 × 12m36

7 11 259 中尾　有沙 熊本大 +1.8 +0.7 +0.3 +2.0 +2.0

ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 岐　阜 11m90 12m35 11m98 12m06 × 12m08 12m35

8 5 347 吉田　麻佑 福岡大 +1.4 +0.9 +1.1 +1.1 +2.6 +0.9

ｻﾄｳ ﾕｶ 青　森 12m27 12m08 12m02 12m27

9 18 356 佐藤　友香 チームミズノ +0.8 -0.1 -0.1 +0.8

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾐ 愛　媛 11m95 12m03 12m01 12m03

10 4 324 橘　　香住 日女体大 +1.2 +0.4 +0.6 +0.4

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｴ 北海道 12m02 × 12m01 12m02

11 9 46 平林　莉恵 札幌陸協 +0.4 +0.3 +0.4

ｱｻﾋ ｴﾐ 福　井 11m80 12m02 11m88 12m02

12 21 338 旭　　恵美 順天堂大 +1.1 +0.9 +0.7 +0.9

ﾌｼﾞﾀ ﾔﾖｲ 埼　玉 × 11m94 × 11m94

13 6 115 藤田　弥生 埼玉陸協 +0.6 +0.6

ﾔﾏﾈ ﾒｲ 兵　庫 11m72 11m90 11m59 11m90

14 13 372 山根　愛以 関西大 +1.6 +2.8 -0.6 +2.8

ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ 鹿児島 11m83 11m71 × 11m83

15 2 187 吉田　加代 鹿児島大 +0.9 +0.7 +0.9

ｻｻﾉ ｶﾅｴ 岡　山 × × 11m76 11m76

16 14 188 笹野　かなえ 美作大 +0.1 +0.1

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 秋　田 11m73 11m58 × 11m73

17 19 65 栗林　博美 東北福祉大 +1.1 -0.1 +1.1

ｼﾓｻﾞｷ ﾐｷｺ 兵　庫 × 11m70 × 11m70

18 16 73 下崎　美喜子 西脇市陸協 +1.0 +1.0

ﾆｼ ｷﾖﾐ 東　京 11m20 11m47 11m20 11m47

19 10 165 西　　基世美 アシックス +1.8 +1.0 0.0 +1.0

ｻｻｷ ﾕｷﾉ 宮　城 × × 11m46 11m46

20 1 266 佐々木　雪乃 仙台大 +1.3 +1.3

ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｺ 埼　玉 × × ×

3 293 藤田　奈保子 聖学院Ｔ＆Ｆ NM

ﾀﾑﾗ ｻｵﾘ 東　京 × × ×

17 322 田村　沙織 日女体大 NM

審 判 長：相原　洋

記録主任：高橋　靖

凡例    NM：記録なし


