
(土)

山本　聖途 (92) 5m50 澤　慎吾 (96) 5m40 澤野　大地 (80) 5m40 山本　智貴 (92) 5m20 江島　雅紀 (99) 5m20 落合　拓磨 (97) 5m10 鈴木　康太 (95) 5m00 佐藤　啓太 (97) 5m00
トヨタ自動車 愛知 日大 島根 富士通 千葉 ゼビオ 神奈川 日大 神奈川 日大 千葉 中京大 愛知 日大 福島

青島　綾子 (90) 4m00 根本　智子 (89) 3m60 原　裕美佳 (96) 3m40 渡邊　南月 (01) 3m20 石田　果蓮 (00) 3m20 杉沼　凜穂 (01) 3m20 白井　悠裕 (01) 3m00 齊藤　阿子 (03) 2m80
新潟アルビレックスRC 新潟 新日鐵住金君津 千葉 清和大 長野 岡崎城西高 愛知 岡崎城西高 愛知 山形商高 山形 木更津総合高 千葉 佐原中 千葉

伊藤　頼 (02) 4m50 平原　蒼汰 (02) 4m00 山本　飛和 (03) 3m60 飯塚　蒼太 (02) 3m60 宇佐美　優生 (03) 3m40 内田　光 (03) 3m40 山口　大海 (04) 3m20
嶺南中 千葉 佐原中 千葉 船穂中 千葉 印西中 千葉 佐原中 千葉 嶺南中 千葉 嶺南中 千葉

加瀬　遼大 (03) 3m40
嶺南中 千葉

中山　 仁 (00) 4m60 森本 竜二 (01) 4m50 榊原　圭悟 (00) 4m40 石塚　隼斗 (02) 4m40 景山　知樹 (00) 4m20 海藤　崚二 (01) 4m10 安田　光希 (01) 4m00 石川　颯 (01) 4m00
木更津総合高 千葉 木更津総合高 千葉 岡崎城西高 愛知 木更津総合高 千葉 岡崎城西高 愛知 山形商高 山形 印旛明誠高 千葉 岡崎城西高 愛知

山本　聖途 (92) 5m50 澤　慎吾 (96) 5m40 澤野　大地 (80) 5m40 山本　智貴 (92) 5m20 江島　雅紀 (99) 5m20 落合　拓磨 (97) 5m10 鈴木　康太 (95) 5m00 佐藤　啓太 (97) 5m00
トヨタ自動車 愛知 日大 島根 富士通 千葉 ゼビオ 神奈川 日大 神奈川 日大 千葉 中京大 愛知 日大 福島

齊藤　阿子 (03) 2m80 井上　美空 (03) 2m80 相川　さり (03) 2m80 小岩  華美 (04) 2m60 鎌田　春香 (03) 2m60 岡田　春風 (04) 2m40 山本　彩百里 (03) 2m40 天野　希海 (04) 2m20
佐原中 千葉 東京情報大AC 千葉 嶺南中 千葉 柿生中 神奈川 嶺南中 千葉 桜台中 千葉 佐倉中 千葉 嶺南中 千葉

伊藤　由香 (04) 2m20
八街南中 千葉

渡邊　南月 (01) 3m20 石田　果蓮 (00) 3m20 杉沼　凜穂 (01) 3m20 白井　悠裕 (01) 3m00 三浦　真衣佳 (02) 2m80 野口　紗椰 (01) 2m80 小野田　紗良 (01) 2m60 米森　景都 (01) 2m40
岡崎城西高 愛知 岡崎城西高 愛知 山形商高 山形 木更津総合高 千葉 志津川高 宮城 翔凜高 千葉 岡崎城西高 愛知 岡崎城西高 愛知

青島　綾子 (90) 4m00 根本　智子 (89) 3m60 原　裕美佳 (96) 3m40
新潟アルビレックスRC 新潟 新日鐵住金君津 千葉 清和大 長野

決 勝 一 覧 表

競 技 会 名 ２０１８ いんざい室内棒高跳 第１８回大会 競技会コード １８１２０７３７ 審 判 長 吉原　廣
競 技 場 印西市松山下公園総合体育館室内棒高跳場 競技場コード 室内－７６ 記録主任 谷本　敦
主 催 者 印旛ポールヴォウルトアカデミー
開 催 日 2018年2月10日

種 目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男子 棒 高 跳

女子 棒 高 跳

【参考】

2位 3位 4位 5位

男子

中 学 生

高 校 生

一 般
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6位 7位 8位2位

女子

中 学 生

高 校 生

一 般

種 目 1位


