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直井 保乃花(1) 富  山       14.70     882
ﾅｵｲ ﾎﾉｶ 富山高専    (+3.7)

    882
岩本 美優(2) 石  川       14.92     852
ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕｳ 金沢二水    (+3.7)

    852
大前 歌音(1) 長  野       15.70     751
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北    (+3.7)

    751
磯貝 はな(2) 新  潟       15.81     738
ｲｿｶﾞｲ ﾊﾅ 新潟商    (+3.7)

    738
土屋 美晏ﾌﾗｶﾞ(1) 新  潟       16.12     700
ﾂﾁﾔ ﾋﾞｱﾝﾌﾗｶﾞ 佐渡    (+2.9)

    700
磯部 萌(2) 新  潟       16.13     698
ｲｿﾍﾞ ﾓｴ 新発田中央    (+0.7)

    698
山田 歩有子(2) 富  山       16.23     686
ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｺ 南砺福光    (+0.7)

    686
宮田 瑞希(1) 石  川       16.27     682
ﾐﾔﾀ ﾐｽﾞｷ 小松商    (+2.9)

    682
吉田 沙妃(1) 富  山       16.35     672
ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 水橋    (+2.9)

    672
山田 真菜(2) 長  野       16.38     668
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大    (+2.9)

    668
米山 野乃佳(2) 長  野       16.61     641
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖    (+3.7)

    641
塚田 貴望(2) 富  山       16.66     635
ﾂｶﾀﾞ ｷﾎ 高岡    (+3.7)

    635
二木 愛心(1) 長  野       16.83     616
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ 松本美須々ヶ丘    (+2.9)

    616
水上 真結(1) 石  川       17.00     596
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ 金沢二水    (+0.7)

    596
新保 歩(2) 新  潟       17.19     575
ｼﾝﾎﾞ ｱﾕﾐ 新潟    (+0.7)

    575
澤田 茉綾(2) 福  井       17.28     565
ｻﾜﾀﾞ ﾏｱﾔ 武生    (+0.7)

    565
大浦 桃那(2) 福  井       17.71     519
ｵｵｳﾗ ﾓﾓﾅ 鯖江    (+2.9)

    519
水上 結貴(2) 石  川       17.77     512
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｷ 寺井    (+2.9)

    512
木下 優希(2) 福  井       18.58     430
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 北陸    (+3.7)

    430
菊川 郁琳(1) 福  井       18.77     412
ｷｸｶﾜ ｶﾘﾝ 福井商    (+0.7)

    412
吉川 円香(1) 長  野 DNS
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵 欠場

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

09:12

競技結果        女子            七種競技                  混成審判長
記録主任：

戸谷 直喜
瀧沢 佳生

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/10/27

記録

備考

1  406

100mH順位

4   39

5   26

2  639

3  294

8  675

9  463

6   15

7  465

12  422

13  230

10  266

11  299

16  827

17  819

14  641

15   30

20  818

  243

18  660

19  851

_______________________________________________________________________________________________________________________
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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