
(日)

景山　知樹 (00) 4m30 直井　一樹 (00) 4m20 栗山　颯人 (00) 4m20 海老田　そら (99) 4m10 森本　竜二 (01) 4m10 柳田　和樹 (99) 4m00 飯島　拓磨 (00) 3m90 岩井　航大 (00) 3m90
岡崎城西高 愛知 日体大柏高 千葉 日体大柏高 千葉 県立船橋高 千葉 君津中 千葉 佐原高 千葉 佐原高 千葉 佐原高 千葉
髙田　彩佳 (98) 3m60 水上　真里 (99) 3m40 小栗　七海 (00) 2m90 遠藤　朱理 (03) 2m70 宮川　夢 (00) 2m70 折原　彩乃 (02) 2m70 高橋　果里 (02) 2m70 近田　優里 (02) 2m50
岡崎城西高 愛知 岡崎城西高 愛知 日大二高 東京 木刈中 千葉 佐原高 千葉 嶺南中 千葉 嶺南中 千葉 嶺南中 千葉
渡辺　南月 (02) 2m50
岩津中 愛知 8位

森本　竜二 (01) 4m10 浅倉　和紀 (02) 3m60 伊藤　頼 (02) 3m50 岩崎　大輝 (02) 3m50 飯塚　蒼太 (02) 3m30 佐藤　翼 (02) 3m30 佐々木　想 (02) 3m30 加瀬　遼大 (03) 2m90
君津中 千葉 君津中 千葉 嶺南中 千葉 印西中 千葉 印西中 千葉 嶺南中 千葉 印西中 千葉 嶺南中 千葉

景山　知樹 (00) 4m30 直井　一樹 (00) 4m20 栗山　颯人 (00) 4m20 海老田　そら (99) 4m10 柳田　和樹 (99) 4m00 飯島　拓磨 (00) 3m90 岩井　航大 (00) 3m90 川島　悠之介 (99) 3m70
岡崎城西高 愛知 日体大柏高 千葉 日体大柏高 千葉 県立船橋高 千葉 佐原高 千葉 佐原高 千葉 佐原高 千葉 小見川高 千葉

遠藤　朱理 (03) 2m70 折原　彩乃 (02) 2m70 高橋　果里 (02) 2m70 近田　優里 (02) 2m50 渡辺　南月 (02) 2m50 鎌田　春香 (03) 2m50 岡田 葉萌 (02) 2m50 廣瀬　心 (03) 2m30
木刈中 千葉 嶺南中 千葉 嶺南中 千葉 嶺南中 千葉 岩津中 愛知 4位 嶺南中 千葉 桜台中 千葉 木刈中 千葉

佐野　杏香 (03) 2m30
嶺南中 千葉 8位

髙田　彩佳 (98) 3m60 水上　真里 (99) 3m40 小栗　七海 (00) 2m90 宮川　夢 (00) 2m70 藤鷹　祐歌 (99) 2m50 吉野　千翔 (00) 2m50 川澄　優衣 (00) 2m50
岡崎城西高 愛知 岡崎城西高 愛知 日大二高 東京 佐原高 千葉 成田国際高 千葉 印旛明誠高 千葉 5位 日体大柏高 千葉 5位

6位 7位 8位
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中 学 生

高 校 生

種 目 1位 2位 3位 4位 5位

7位 8位

男子
中 学 生

高 校 生

1位

男子 棒 高 跳

女子 棒 高 跳
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主 催 者 印旛ポールヴォウルトアカデミー
開 催 日 2017年2月12日

種 目 1位 2位 3位 4位
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