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令和元年度 北信越高等学校体育大会
第58回 北信越高等学校陸上競技対校選手権大会
 兼 秩父宮賜杯第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北信越地区予選会

招集所審判長 横川 佐知雄
混成審判長 小林 至
跳躍審判長 篠原 克修/酒井 剛
記録主任 瀧沢 佳生

日本高校記録(SR)                 7.96 森長 正樹            大  阪  太成             1989/11/03  
北信越高校記録(HR)               7.76 杉林 孝法            石  川  星稜             1993/09/18  
大会記録(GR)                     7.62 杉林 孝法            石  川  星稜             1993/06/18  

仲嶋 嵩人(3) 国際情報 新  潟   6.80   6.59   6.54   6.80    767
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾄ   +0.4   +0.6   -1.4   +0.4
山下 晃広(3) 富山商 富  山   6.64   6.75   6.79   6.79    764
ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ   +2.0   +2.1   -2.3   -2.3
竹田 俊輔(3) 国際情報 新  潟   6.68    x   6.36   6.68    739
ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ   +1.4         +1.5   +1.4
神代 渉(3) 富山 富  山   6.48    x    x   6.48    693
ｼﾞﾝﾀﾞｲ ﾜﾀﾙ   +2.5               +2.5
北原 銀太(2) 新潟産大附 新  潟   6.31   6.06   6.39   6.39    673
ｷﾀﾊﾗ ｷﾞﾝﾀ   +0.6   -0.1   -0.9   -0.9
天利 友哉(3) 長野高専 長  野   6.05   6.37   6.30   6.37    668
ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ   -0.5   +0.5   -0.7   +0.5
赤羽 健一(3) 下諏訪向陽 長  野   6.36   6.21    x   6.36    666
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ   +1.4   +1.7         +1.4
風間 未来(3) 新潟産大附 新  潟   6.17   6.35    x   6.35    664
ｶｻﾞﾏ ﾐﾗｲ   +1.5   -0.7         -0.7
石田 優音(3) 松本工 長  野   6.27   6.33   6.01   6.33    659
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ   -0.6   +1.0   -0.4   +1.0
沖 千紘(2) 星稜 石  川    x   6.07   6.30   6.30    652
ｵｷ ﾁﾋﾛ         -1.4   -0.5   -0.5
林 力輝(3) 飯田風越 長  野   6.24   6.20   6.09   6.24    639
ﾊﾔｼ ﾘｷ   +0.8   -1.2   -0.1   +0.8
仲野 昂斗(3) 足羽 福  井   6.07    x   6.00   6.07    602
ﾅｶﾉ ﾀｶﾄ   +1.8   -1.0   +1.4   +1.8
中尾 惇之介(2) 富山商 富  山   5.94   5.84   5.77   5.94    574
ﾅｶｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ   -2.1   +0.2   +1.2   -2.1
溝口 司(3) 高岡南 富  山   5.88   5.72    x   5.88    561
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾂｶｻ    0.0   +0.8          0.0
谷本 開(2) 小松工 石  川   5.81   5.74   5.21   5.81    546
ﾀﾆﾓﾄ ｶｲ   -2.6   +0.3   -1.0   -2.6
石本 尚輝(3) 鯖江 福  井   5.77   5.73   5.78   5.78    540
ｲｼﾓﾄ ﾅｵｷ   +1.5   +0.9   +1.0   +1.0
南出 由唯(2) 大聖寺実 石  川    x   5.46   5.60   5.60    502
ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾕｲ         +1.0   +1.0   +1.0
辰巳 真心(1) 星稜 石  川    x   5.49   5.42   5.49    479
ﾀﾂﾐ ｼﾝ         +1.8   -1.0   +1.8
倉林 龍大(3) 鯖江 福  井             DNS
ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ                         
岡田 大暉(2) 敦賀 福  井             DNS
ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ                         

所属団体名
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競技結果        八種競技        走幅跳          決勝      

備考

1 10   12

2 8  459

-１- -２- -３- 記録 得点順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

3 18   13

4 16  423

5 1   36

6 17  225

7 9  209

8 14   32

9 13  215

10 15  639

11 5  203

12 3  836

13 4  465

14 12  495

15 19  725

16 11  846

17 2  738

18 6  640

7  848

20  871

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：令和元年6月13日(木)～16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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