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氏名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾀ ﾕｷ 愛　知 14.12 1m63 11m23 25.53
1 11 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ +1.9 +1.0 3181

(961) (771) (610) (839)
ﾂｼﾞｲ ﾋﾛｺ 茨　城 14.81 1m66 11m88 26.30

2 1 辻井　裕子 茨城茗友クラブ +1.5 +0.6 3097
(867) (806) (653) (771)

ｱｻﾂﾞ ｺﾉﾐ 島　根 14.26 1m50 11m64 25.46
3 7 浅津　このみ 中央大 +1.9 +1.0 3045

(942) (621) (637) (845)
ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 愛　知 14.39 1m55 11m21 25.79

4 6 伊藤　みのり 小島プレス +1.5 +0.6 3027
(924) (678) (609) (816)

ﾀﾑﾗ ｱﾔｺ 愛　知 14.13 1m50 10m81 25.94
5 5 田村　彩湖 中京大クラブ +1.5 +0.6 2966

(960) (621) (583) (802)
ﾀｹﾊﾗ ﾌﾐｴ 兵　庫 14.53 1m55 10m55 25.90

6 13 竹原　史恵 筑波大 +1.9 +0.6 2955
(905) (678) (566) (806)

ﾔﾏｿﾞｴ ｶｽﾞｴ 長　崎 14.66 1m50 11m96 26.72
7 16 山添　一慧 中京大 +1.5 +1.0 2901

(887) (621) (658) (735)
ｶﾝﾀﾞ ｻｷ 兵　庫 15.10 1m45 10m88 25.69

8 12 神田　早妃 園田学園高 +1.9 +1.0 2805
(828) (566) (587) (824)

ｷﾑﾗ ｶｵﾘ 神奈川 14.20 1m45 10m60 26.95
9 18 木村　華織 中京大 +1.5 +0.6 2801

(950) (566) (569) (716)
ﾊﾔｶﾜ ｱｽﾞｻ 三　重 14.70 1m50 8m93 25.86

10 4 早川　杏沙 ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ +1.9 +1.0 2772
(882) (621) (460) (809)

ﾄﾐﾔﾏ ｱｻﾖ 大　阪 15.24 1m50 10m92 27.30
11 17 冨山　朝代 中京大 +1.9 +0.6 2708

(810) (621) (590) (687)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｺ 岐　阜 15.07 1m55 8m17 26.80

12 15 渡邉　純子 中京大 +1.9 +0.6 2649
(832) (678) (410) (729)

ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 大　阪 16.32 1m50 9m78 26.70
13 8 米田　和 平成国際大 +1.9 +0.6 2549

(676) (621) (515) (737)
ﾅｲﾄｳ ｷﾏ 神奈川 15.01 1m45 8m43 27.72

14 10 内藤　貴真 日本体育大 +1.5 +1.0 2486
(840) (566) (427) (653)

ﾄﾐｻｷ ﾁｶ 東　京 15.32 1m40 6m75 27.26
15 19 冨﨑　千加 東京高 +1.5 +1.0 2321

(800) (512) (319) (690)
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