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世界記録(WR)                     7.52 Ｇ．チスチャコワ             ソ連             1988/6/11   
日本記録(NR)                     6.86 池田　久美子                 スズキ           2006/5/6    
大会記録(NCR)                    7.03 Ｒ．ベレズヤナ               ソ連             1990        

 ３回の
 最高記録

桝見  咲智子 福  岡   6.53   6.48    x    6.53   6.60   6.65   6.49    6.65 
ﾏｽﾐ ｻﾁｺ 九電工   +2.1   +1.1    +2.1   +1.6   +1.4   +1.6    +1.4
井村  久美子 三  重   6.33   6.46   6.38    6.46   6.27   6.46   6.31    6.46 
ｲﾑﾗ ｸﾐｺ サニーサイドアップ  +2.1   +1.3   +1.3    +1.3   +0.9   +1.4   +1.5    +1.3
岡山  沙英子 山  口   6.27    x   6.22    6.27    x   6.39   6.19    6.39 
ｵｶﾔﾏ ｻｴｺ ＳＴＣ   +2.0   +1.6    +2.0   +2.0   +1.5    +2.0
佐藤  芳美 広  島   6.05   6.08   5.83    6.08    x   6.26   6.04    6.26 
ｻﾄｳ ﾖｼﾐ 福岡大   +2.6   +1.8   +1.4    +1.8   +1.8   +1.2    +1.8
花岡  麻帆 千  葉   5.96    x    x    5.96   4.80   6.15   6.24    6.24 
ﾊﾅｵｶ ﾏﾎ 成田国際高教   +2.0    +2.0   +0.8   +1.6   +1.8    +1.8
黒田  香織 兵  庫   5.96   6.20    x    6.20    x   6.07   5.83    6.20 
ｸﾛﾀﾞ ｶｵﾘ ユニバーＳＣ   +0.6   +2.3    +2.3   +1.5   +1.0    +2.3
湊  つばさ 鳥  取   5.75   5.97   6.06    6.06    x   6.10    x    6.10 
ﾐﾅﾄ ﾂﾊﾞｻ 鳥取県教委   +0.6   +1.8   +1.3    +1.3   +1.5    +1.5
中野  瞳 兵  庫   5.96   5.94    x    5.96    x   5.81   6.01    6.01 
ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ 筑波大   +1.3   +1.6    +1.3   +0.9   +0.8    +0.8
中原  ゆかり 神奈川   5.90    x   5.85    5.90    5.90 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｶﾘ 富士通   +1.4   +0.7    +1.4    +1.4
高武  華子 福  岡   5.86    x   5.89    5.89    5.89 
ｺｳﾀｹ ﾊﾅｺ 福岡大   +0.6   +1.6    +1.6    +1.6
横川  奈保子 広  島   5.88   5.76   5.81    5.88    5.88 
ﾖｺｶﾞﾜ ﾅｵｺ 広島ＳＲＰＣ   +1.3   +1.8   +2.1    +1.3    +1.3
渡邊  千洋 静  岡    x   5.80    x    5.80    5.80 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 愛知教育大   +1.4    +1.4    +1.4
山田  真以 石  川   5.58    x   5.38    5.58    5.58 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 筑波大   +1.9   +1.6    +1.9    +1.9
古口  夕貴 東  京    x   5.14   5.40    5.40    5.40 
ｺｸﾞﾁ ﾕｷ 東京学芸大   +2.1   +1.8    +1.8    +1.8
清水  珠夏 千  葉   5.21   5.33    x    5.33    5.33 
ｼﾐｽﾞ ﾀﾏｶ 市立船橋高   +0.8   +1.3    +1.3    +1.3
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3 7   257

2 10   254
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7 14   261

6 1   260

9 8   262

8 15    71

11 9   265

10 4   259

13 5   264
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15 11   266

14 2   267


