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日本中学記録(JR)                 1.87 佐藤   恵            新  潟  木戸             1981/10/25  
大会記録(GR)                     1.76 佐藤　恵             新  潟  木戸             1981        
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齋藤 優羽(3) 栃  木 o o o   1.65 Q
ｻｲﾄｳ  ﾕﾊ 大田原
蓑輪 夢未(3) 福  井 o o o   1.65 Q
ﾐﾉﾜ  ﾕﾒﾐ 中央
松本 万鈴(3) 和歌山 - xo o   1.65 Q
ﾏﾂﾓﾄ  ﾏﾘﾝ 高積
大門 あい(3) 三  重 o xo xo   1.65 Q
ｵｵｶﾄﾞ  ｱｲ 厚生
石黒 樹子(3) 奈  良 o xo xxx   1.60 q
ｲｼｸﾞﾛ  ｷｺ 三郷
佐久間 裕か(3) 栃  木 xo xo xxx   1.60 q
ｻｸﾏ  ﾕｶ 旭
細田 弥々(2) 山  梨 o xxo xxx   1.60 q
ﾎｿﾀﾞ  ﾔﾔ 山梨南
山田 歩有子(3) 富  山 o xxx   1.55 
ﾔﾏﾀﾞ  ﾌｳｺ 平
笈田 采明(2) 福  井 o xxx   1.55 
ｵｲﾀﾞ  ｱﾔﾒ 社
五十嵐 麻奈(3) 群  馬 o xxx   1.55 
ｲｶﾞﾗｼ  ﾏﾅ 富岡西
齋藤 優菜(3) 千  葉 o xxx   1.55 
ｻｲﾄｳ  ﾕｳﾅ 五井
寺内 優(2) 栃  木 xo xxx   1.55 
ﾃﾗｳﾁ  ﾕｳ 栃木西
宮尾 咲蘭(2) 宮  崎 xo xxx   1.55 
ﾐﾔｵ  ｻｷﾗ 宮崎大宮
神沼 栞奈(3) 福  島 xxo xxx   1.55 
ｶﾐﾇﾏ  ｶﾝﾅ 郡山第四
角田 愛莉(3) 群  馬 xxo xxx   1.55 
ﾂﾉﾀﾞ  ｱｲﾘ 渋川北
小田切 成美(3) 群  馬 xxx 記録なし
ｵﾀｷﾞﾘ  ﾅﾙﾐ 長野郷
福録 真優(3) 大  阪 xxx 記録なし
ﾌｸﾛｸ  ﾏﾕ 大教大池田
櫻井 莉央(3) 東  京 xxx 記録なし
ｻｸﾗｲ  ﾘｵ 武蔵村山第一
亀田 実咲(2) 石  川 xxx 記録なし
ｶﾒﾀﾞ  ﾐｻｷ 宇ノ気
伊藤 愛菜(2) 島  根 xxx 記録なし
ｲﾄｳ  ﾏﾅ 大社
東 聡美(3) 山  口 xxx 記録なし
ﾋｶﾞｼ  ｻﾄﾐ 鴻南
濱口 実玖(3) 東  京 xxx 記録なし
ﾊﾏｸﾞﾁ  ﾐｸ 十条富士見
横山 こころ(2) 愛  知 xxx 記録なし
ﾖｺﾔﾏ  ｺｺﾛ 高師台
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井上 紗耶加(3) 兵  庫 o o o   1.65 Q
ｲﾉｳｴ  ｻﾔｶ 北神戸
渡邉 里咲(2) 栃  木 xo o xo   1.65 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘｻ 一条
鈴木 玲奈(3) 茨  城 o o xxx   1.60 q
ｽｽﾞｷ  ﾚｲﾅ 結城東
紙谷 早織(3) 兵  庫 o xo xxx   1.60 q
ｶﾐﾀﾆ  ｻｵﾘ 神戸大原
中村 詠美(3) 北海道 o xo xxx   1.60 q
ﾅｶﾑﾗ  ｴﾐ 音更下音更
河村 彩香(2) 福  井 xxo xxo xxx   1.60 
ｶﾜﾑﾗ  ｻﾔｶ 鯖江
前田 椎南(3) 福  岡 o xxx   1.55 
ﾏｴﾀﾞ  ｼｲﾅ 志免東
宗澤 ﾃｨﾌｧﾆｰ(2) 兵  庫 o xxx   1.55 
ﾑﾈｻﾜ  ﾃｨﾌｧﾆｰ 港島学園
金子 舞羽(3) 大  阪 o xxx   1.55 
ｶﾈｺ  ﾏｳ 大阪加美
東海林 夢(2) 北海道 o xxx   1.55 
ｼｮｳｼﾞ  ﾏﾄﾞｶ 北教大函館
山村 琴美(3) 兵  庫 xo xxx   1.55 
ﾔﾏﾑﾗ  ｺﾄﾐ 姫路灘
小寺 波音(3) 愛  知 xo xxx   1.55 
ｺﾃﾞﾗ  ﾊﾉﾝ 六ツ美
笠 すみれ(3) 福  岡 xo xxx   1.55 
ｶｻ  ｽﾐﾚ 久留米城南
満上 那菜(2) 佐  賀 xo xxx   1.55 
ﾐﾂｶﾐ  ﾅﾅ 武雄青陵
神谷 京奈(3) 愛  知 xo xxx   1.55 
ｶﾐﾔ  ｷｮｳﾅ 依佐美
宮﨑 萌(3) 福  岡 xxo xxx   1.55 
ﾐﾔｻﾞｷ  ﾓｴ 学業院
大西 凜(3) 福  島 xxo xxx   1.55 
ｵｵﾆｼ  ﾘﾝ 若松三
細尾 咲衣(3) 長  野 xxx 記録なし
ﾎｿｵ  ｻｴ 東北
北畠 文(3) 栃  木 xxx 記録なし
ｷﾀﾊﾞﾀｹ  ｱﾔ 小山城南
髙田 悠可(3) 北海道 xxx 記録なし
ﾀｶﾀﾞ  ﾕｳｶ 北斗大野
久保田 紋佳(3) 群  馬 xxx 記録なし
ｸﾎﾞﾀ  ｱﾔｶ 四ツ葉学園
浮津 遥花(3) 千  葉 xxx 記録なし
ｳｷﾂ  ﾊﾙｶ 海神
竹内 彩乃(3) 京  都 xxx 記録なし
ﾀｹｳﾁ  ｱﾔﾉ 城陽
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