
女子　三段跳

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

東海記録 (TR)           13m22     尾上　洋子 (静岡・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｰ)                                 1998        

大会記録 (GR)           12m95     谷澤　陽子 (岐阜・岐阜陸協)                                 2003        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｻﾜ　ﾘｮｳｺ 12m18 12m57 12m43 12m57 12m89 12m68 12m71 12m89

1 15 466 三澤　涼子 長野 ﾔﾏﾄﾔTC +2.5 +1.5 +1.1 +1.5 +2.1 +1.1 +1.1 +2.1

ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ × 11m60 × 11m60 12m52 12m30 12m37 12m52

2 9 230 吉田　麻佑 (3) 岐阜 県岐阜商高 +0.1 +0.1 +1.5 +1.2 +0.4 +1.5

ﾀﾆｻﾞﾜ ﾖｳｺ 11m65 11m76 11m87 11m87 12m14 11m94 12m21 12m21

3 23 203 谷澤　陽子 岐阜 COLORS 0.0 +1.0 +0.8 +0.8 -0.8 +1.0 +0.7 +0.7

ﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 11m26 10m95 11m67 11m67 11m60 11m63 11m31 11m67

4 18 452 田澤　　愛 (3) 長野 松本深志高 -0.3 +0.5 +0.3 +0.3 +1.5 +1.5 +0.3 +0.3

ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ × 11m33 × 11m33 × × × 11m33

5 21 642 小川　詩織 愛知 さかえｸﾘﾆｯｸTC +2.2 +2.2 +2.2

ｼﾝﾔ ﾐｸﾎ 11m14 10m92 11m14 11m14 11m19 11m09 11m10 11m19

6 11 880 新谷美久帆 (3) 三重 伊勢高 +0.5 +1.0 +1.6 +0.5 +1.1 +1.7 +1.8 +1.1

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔｶ × 10m97 × 10m97 × × 11m14 11m14

7 25 929 水谷　綾香 (3) 三重 関西大 +0.3 +0.3 +2.0 +2.0

ｱｻｲ ﾅｵ 10m80 10m97 10m77 10m97 10m86 × 10m82 10m97

8 24 625 浅井　奈央 (2) 愛知 岡崎城西高 +1.3 +2.0 +4.3 +2.0 +3.4 0.0 +2.0

ｽｽﾞｷ　ｼｵﾘ × 10m40 10m92 10m92 10m92

9 6 87 鈴木　詩織 静岡 浜松商高 +0.3 +2.2 +2.2 +2.2

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 10m69 × 10m56 10m69 10m69

10 16 213 安藤　　結 (2) 岐阜 中京大 +1.1 +1.3 +1.1 +1.1

ﾔﾉ ｻﾔｶ × 10m62 10m60 10m62 10m62

11 10 623 矢野さやか (3) 愛知 岡崎城西高 +1.6 +1.5 +1.6 +1.6

ﾏｻｲ ﾊﾂﾞｷ 10m47 × 10m59 10m59 10m59

12 5 277 政井　葉月 (3) 岐阜 吉城高 +3.2 +1.6 +1.6 +1.6

ｶｼﾜｷﾞ ﾐｷ 10m49 10m16 10m30 10m49 10m49

13 2 846 柏木　美紀 (3) 三重 津商高 +2.1 +3.8 +1.1 +2.1 +2.1

ｺｼﾞﾏ ﾐｻ 10m30 × 10m39 10m39 10m39

14 13 727 小島　未紗 (1) 愛知 名城大附高 +2.3 +0.5 +0.5 +0.5

ﾅﾂﾒ　ｻﾔｶ × × 10m37 10m37 10m37

15 4 91 夏目さやか 静岡 浜松商高 +3.2 +3.2 +3.2

ﾓﾘ ﾐｻﾄ × × 10m36 10m36 10m36

16 20 278 森　　美聡 (1) 岐阜 大垣東高 +0.7 +0.7 +0.7

ｶﾜｽﾐ ﾏｲ 10m31 × × 10m31 10m31

17 8 720 川澄　  舞 (3) 愛知 光ヶ丘女高 -0.1 -0.1 -0.1

ﾂｹﾞ ｻｸﾗ × × 10m29 10m29 10m29

18 1 276 柘植　咲良 (2) 岐阜 中津商高 +1.5 +1.5 +1.5

ﾐｺﾒ　ｱｽｶ × × ×

7 101 見米明日香 静岡 二俣高 NM

ｻｲﾄｳ　ｱﾕﾐ × × ×

17 76 斉藤亜佑美 静岡 磐田農業高 NM

ﾊｷﾞﾜﾗ　ﾄﾓｶ × × ×

14 62 萩原　朋香 静岡 大井川高 NM

ｲﾄﾞ ｱｽﾞｻ × × ×

3 279 井戸　　梓 (3) 岐阜 市岐阜商高 NM

ｲﾜｶﾜ ｱﾕﾐ

22 645 岩川　歩美 (3) 愛知 至学館高 DNS

ｽｽﾞｷ　ﾅﾂｷ

19 22 鈴木　菜月 静岡 東京学芸大 DNS

ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｺ

12 212 内田　陽子 (1) 岐阜 中京女子大 DNS
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