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日本高校記録(SR)                 6.44 中野 瞳              兵  庫  長田             2007/06/02  
高良 彩              兵  庫  園田学園         2018/06/09  

北信越高校記録(HR)               6.11 吉岡 美玲            石  川  星稜             2017/10/07  

水上 結貴(2) 石  川 寺井   4.66   5.06   5.05   5.06    576
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｷ   -0.4   +1.2   +1.4   +1.2  (2474)
土屋 美晏ﾌﾗｶﾞ(1) 新  潟 佐渡   4.85   5.05   5.00   5.05    573
ﾂﾁﾔ ﾋﾞｱﾝﾌﾗｶﾞ   -0.2   +1.2   +1.6   +1.2  (3150)
直井 保乃花(1) 富  山 富山高専   4.77   5.03   4.88   5.03    567
ﾅｵｲ ﾎﾉｶ   -0.9   -0.2   +1.9   -0.2  (3129)
山田 歩有子(2) 富  山 南砺福光   4.73    x   5.03   5.03    567
ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｺ   -1.3   +0.3   +0.3  (3117)
大浦 桃那(2) 福  井 鯖江   4.86    x   4.07   4.86    522
ｵｵｳﾗ ﾓﾓﾅ   +0.4   +1.6   +0.4  (2512)
大前 歌音(1) 長  野 伊那北   4.76   4.79    x   4.79    503
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ    0.0   +0.2   +0.2  (2840)
菊川 郁琳(1) 福  井 福井商   4.39   4.49   4.79   4.79    503
ｷｸｶﾜ ｶﾘﾝ   -0.1   +0.8   +1.4   +1.4  (2292)
岩本 美優(2) 石  川 金沢二水   4.47   4.61   4.73   4.73    487
ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕｳ   -0.6   +1.0   +1.3   +1.3  (2798)
山田 真菜(2) 長  野 長野日大   4.37   4.54   4.71   4.71    482
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ   -0.7   +1.2   +1.8   +1.8  (2791)
木下 優希(2) 福  井 北陸   4.19    x   4.67   4.67    472
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ   +0.5   +1.3   +1.3  (2296)
吉田 沙妃(1) 富  山 水橋   4.63   4.62   4.56   4.63    461
ﾖｼﾀﾞ ｻｷ   +0.6   +1.0   +1.7   +0.6  (2799)
宮田 瑞希(1) 石  川 小松商   4.55   4.47   4.62   4.62    459
ﾐﾔﾀ ﾐｽﾞｷ   -0.4   +0.1   +1.8   +1.8  (2690)
二木 愛心(1) 長  野 松本美須々ヶ丘   4.41   4.61   4.21   4.61    456
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ   +0.4   +1.2   +1.6   +1.2  (2535)
水上 真結(1) 石  川 金沢二水   4.44   4.60   4.51   4.60    454
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ   +1.2   +1.7   +0.6   +1.7  (2649)
米山 野乃佳(2) 長  野 佐久長聖   4.58   4.39   4.46   4.58    448
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ   -0.6   +1.0   +1.8   -0.6  (2545)
磯部 萌(2) 新  潟 新発田中央   4.39   4.42   4.58   4.58    448
ｲｿﾍﾞ ﾓｴ   -0.3   +1.9   +0.7   +0.7  (2608)
新保 歩(2) 新  潟 新潟    x   4.49    x   4.49    426
ｼﾝﾎﾞ ｱﾕﾐ    0.0    0.0  (2247)
塚田 貴望(2) 富  山 高岡   4.16   4.45   4.18   4.45    416
ﾂｶﾀﾞ ｷﾎ   +1.2   +0.5   +1.6   +0.5  (2426)
磯貝 はな(2) 新  潟 新潟商   4.37   4.36   4.41   4.41    406
ｲｿｶﾞｲ ﾊﾅ   -1.4   +1.3   +1.0   +1.0  (2600)
澤田 茉綾(2) 福  井 武生   4.31   4.09   4.21   4.31    381
ｻﾜﾀﾞ ﾏｱﾔ   +0.3   +1.8   +1.3   +0.3  (2519)
吉川 円香(1) 長  野 諏訪清陵 欠場
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競技結果        七種競技        走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

酒井 剛/小林 至
瀧沢 佳生

戸谷 直喜

平成30年度 第23回 北信越高等学校新人陸上競技大会
主催：新潟・福井・石川・富山・長野 各県陸上競技協会
主菅：（一財）長野陸上競技協会・長野県高等学校体育連盟陸上競技専門部

混成審判長

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成30年10月26日（金）～28日（日）
開催場所：長野県松本平広域公園陸上競技場
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