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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)                 6.44 中野 瞳              兵  庫  長田             2007/06/02  
                                      高良 彩花            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  
大会記録(GR)                     6.06 田邊 章乃            福  井                   2009/06/19  

土屋 ほのか(1) 佐久長聖 長  野   5.44   5.51   5.47   5.51    703
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ   +3.7   +4.4   +5.5   +4.4
直井 保乃花(2) 富山高専 富  山   5.16   5.29   5.43   5.43    680
ﾅｵｲ ﾎﾉｶ   +5.5   +4.2   +4.3   +4.3
土屋 美晏ﾌﾗｶﾞ(2) 佐渡 新  潟   5.02    x   5.25   5.25    628
ﾂﾁﾔ ﾋﾞｱﾝﾌﾗｶﾞ   +3.6         +4.1   +4.1
岡田 彩花(3) 北陸学院 石  川   4.90   5.16   5.19   5.19    612
ｵｶﾀﾞ ｱﾔｶ   +1.5   +2.8   +2.9   +2.9
奥野 とわ(3) 星稜 石  川   4.95    x   5.09   5.09    584
ｵｸﾉ ﾄﾜ   +3.8         +2.3   +2.3
磯部 萌(3) 新発田中央 新  潟   5.01   4.90   5.05   5.05    573
ｲｿﾍﾞ ﾓｴ   +3.3   +2.8   +5.1   +5.1
木下 優希(3) 北陸 福  井   4.97   4.84   4.86   4.97    551
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ   +4.0   +3.3   +5.1   +4.0
大前 歌音(2) 伊那北 長  野   4.87   4.96   4.86   4.96    548
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ   +0.6   +4.6   +3.7   +4.6
山田 真菜(3) 長野日大 長  野   4.67   4.85   4.67   4.85    519
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ   +2.6   +3.0   +2.4   +3.0
塚田 貴望(3) 高岡 富  山   4.37   4.80   4.81   4.81    508
ﾂｶﾀﾞ ｷﾎ   +0.7   +4.8   +3.6   +3.6
神蔵 美空(2) 新潟商 新  潟   4.43   4.74   4.44   4.74    490
ｶﾐｸﾗ ﾐｸ   +3.0   +4.4   +2.2   +4.4
荒木 琴美(3) 富山商 富  山   4.66   4.64   4.68   4.68    474
ｱﾗｷ ｺﾄﾐ   +4.7   +4.3   +1.2   +1.2
澤田 茉綾(3) 武生 福  井   3.88   4.68   4.59   4.68    474
ｻﾜﾀﾞ ﾏｱﾔ   +4.6   +4.3   +2.1   +4.3
表田 遥菜(2) 鶴来 石  川   4.54   4.37   4.62   4.62    459
ﾋｮｳﾀﾞ ﾊﾙﾅ   +4.6   +3.5   +3.1   +3.1
山岸 沙也加(1) 敦賀 福  井   2.61   4.59   4.56   4.59    451
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ   +0.9   +2.9   +4.3   +2.9
岡田 朋佳(2) 市立長野 長  野   4.46    -    -   4.46    418
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ   +5.1               +5.1
山内 真秀(2) 北陸 福  井   4.05   4.16   4.19   4.19    352
ﾔﾏｳﾁ ﾏﾎ   +1.0   +5.0   +2.9   +2.9
磯貝 はな(3) 新潟商 新  潟             DNS
ｲｿｶﾞｲ ﾊﾅ                         
吉田 沙妃(2) 水橋 富  山             DNS
ﾖｼﾀﾞ ｻｷ                         
水上 真結(2) 金沢二水 石  川             DNS
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ                         
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競技結果        七種競技        走幅跳          決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________
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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