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世界記録(WR)                    15.50 Ｉ．クラヴェッツ             ウクライナ       1995/8/10   
日本記録(NR)                    14.04 花岡  麻帆                   三英社           1999/10/1   
大会記録(NCR)                   14.04 花岡　麻帆                   三英社           1999        

 ３回の
 最高記録

吉田  文代 千  葉  13.02  13.43  13.34   13.43  13.29  13.11  13.11   13.43 
ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾖ 成田空港   +0.2   +1.2   +1.8    +1.2   +1.2   +1.7   +0.6    +1.2
竹田  小百合 北海道  12.97    x    x   12.97  12.49  12.37  13.16   13.16 
ﾀｹﾀﾞ ｻﾕﾘ 教育大岩見沢   +2.2    +2.2   +1.5   +1.3   +0.5    +0.5
前田  和香 奈  良  12.61  12.95  12.47   12.95  12.75  12.59  12.84   12.95 
ﾏｴﾀﾞ ﾜｶ 筑波大   +1.5   +1.9   -0.3    +1.9   +1.5   +1.1   +0.7    +1.9
清瀬  静佳 大  阪    x    x  12.94   12.94    x  12.79  12.63   12.94 
ｷﾖｾ ｼｽﾞｶ 原田教育研究所   +0.9    +0.9   +0.7   +0.3    +0.9
三澤  涼子 長  野  12.71  12.62    x   12.71  12.72  12.53  12.75   12.75 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ヤマトヤ   +2.4   +1.5    +2.4   +1.7   +0.9   +1.0    +1.0
中尾  有沙 熊  本  12.14  12.71  12.49   12.71  12.40    x  12.56   12.71 
ﾅｶｵ ｱﾘｻ 熊本大   +0.7   +1.7   +1.4    +1.7   +1.3   +1.2    +1.7
大坂  阿玖里 徳  島  12.49    x  12.48   12.49  12.56  12.45    x   12.56 
ｵｵｻｶ ｱｸﾞﾘ 筑波大   +2.2   +0.2    +2.2   +1.5   +0.8    +1.5
藤田  奈保子 埼  玉  12.18  12.25  12.34   12.34  12.14    x  11.07   12.34 
ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｺ 聖学院Ｔ＆Ｆ   +0.5   +1.3   +1.1    +1.1   +0.9   +1.2    +1.1
藤原  美月 大  阪  12.06  12.21  12.33   12.33   12.33 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾂﾞｷ 桜宮高   +0.9   +1.6   +0.2    +0.2    +0.2
平林  莉恵 北海道  12.33    x    x   12.33   12.33 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｴ 札幌陸協   +2.3    +2.3    +2.3
山根  愛以 兵  庫    x  12.20  12.27   12.27   12.27 
ﾔﾏﾈ ﾒｲ 関西大   +0.9   +0.6    +0.6    +0.6
小川  詩織 愛  知  12.25    x    x   12.25   12.25 
ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 中京女大   +1.8    +1.8    +1.8
吉田  麻佑 岐  阜  12.12    x  12.17   12.17   12.17 
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 福岡大   +2.2   +1.1    +1.1    +1.1
平井  優季 栃  木  11.92  11.98  12.05   12.05   12.05 
ﾋﾗｲ ﾕｷ 慶應義塾大   +2.1   +1.6   +1.4    +1.4    +1.4
藤田  弥生 埼  玉  12.01  11.97  11.61   12.01   12.01 
ﾌｼﾞﾀ ﾔﾖｲ 埼玉陸協   +1.2   +1.5   -0.3    +1.2    +1.2
旭  恵美 福  井  11.79  11.89  11.78   11.89   11.89 
ｱｻﾋ ｴﾐ 順天堂大   +1.2   +1.0    0.0    +1.0    +1.0
下山  友里 東  京  11.83  11.78  11.67   11.83   11.83 
ｼﾓﾔﾏ ﾕﾘ 早稲田大   +3.0   +1.8   +0.5    +3.0    +3.0
笹野  かなえ 岡  山    x    x  11.83   11.83   11.83 
ｻｻﾉ ｶﾅｴ 美作大   -0.1    -0.1    -0.1
野澤  美佳 新  潟    x  11.38    x   11.38   11.38 
ﾉｻﾞﾜ ﾐｶ 中央大   +2.2    +2.2    +2.2

順位 試技

女子

三段跳

決勝
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1 5   268

-6- 記録-4- -5--2- -3-

3 12   271

2 18   269

5 7   270

4 8   272

7 13   273

6 1   276

9 19   279

8 4   281

11 9   280

10 14   283

13 6   277

12 2   278

15 16   274

14 3   284

17 10   285

16 11   275

19 15   286

18 17   282


