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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
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)                16.10 山本 凌雅            長  崎  諫早農           2013/10/07  
北信越高校記録(HR)              15.77 山本 邦彦            富  山  高岡工芸         1990/10/23  
大会記録(GR)                    15.41 谷口 健史            福  井  足羽             2000/06/18  

泉井 陸(3) 新潟工 新  潟  14.03  14.60  15.36  15.36
ﾜｸｲ ﾘｸ   +2.1   +1.9   +4.5   +4.5
小池 哲平(3) 長野吉田 長  野    x  12.96  14.29  14.56
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ         -0.2   +3.5   +2.1
塚田 奏(2) 長野吉田 長  野    x  13.75  13.63  14.54
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ         +1.1   +4.4   +3.7
風山 瑠希亜(3) 日本文理 新  潟  14.22  13.99  13.08  14.44
ｶｻﾞﾔﾏ ﾙｷｱ   +2.6   +1.5   +4.4   +2.4
石黒 竜聖(2) 大野 福  井    x    x    x  14.23
ｲｼｸﾞﾛ ﾘｭｳｾｲ                     +7.1
花島 育斗(3) 七尾 石  川    x  13.82  12.13  14.18
ﾊﾅｼﾏ ｲｸﾄ         +4.3   +6.2   +4.7
渡邊 瑠伊(2) 日本文理 新  潟  13.06    x    x  14.15
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ   +3.3               +4.5
丸山 隆希(3) 新潟商 新  潟    x    x  14.07  14.10
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｷ               +4.0   +4.6
竹田 圭志(2) 敦賀 福  井           13.87
ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾕｷ                     +4.9
荒木 智仁(3) 片山学園 富  山           13.83
ｱﾗｷ ﾄﾓﾋﾄ                     +4.0
中野 康祐(3) 新潟商 新  潟           13.82
ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ                     +4.2
天利 友哉(3) 長野高専 長  野           13.68
ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ                     +5.8
中町 優真(3) 十日町 新  潟           13.62
ﾅｶﾏﾁ ﾕｳﾏ                     +9.1
青木 龍樹(3) 新川 富  山           13.57
ｱｵｷ ﾘｭｳｼﾞｭ                     +3.8
山本 祐己(3) 松商学園 長  野           13.48
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ                     +5.5
西村 有生(3) 金沢泉丘 石  川           13.45
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ                     +6.5
小山 敦司(2) 市立長野 長  野           13.37
ｺﾔﾏ ｱﾂｼ                     +1.6
宮本 光(3) 富山商 富  山           13.36
ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ                     +4.2
西尾 和記(2) 科学技術 福  井           13.31
ﾆｼｵ ｶｽﾞｷ                     +5.3
多田 圭佑(2) 大野 福  井           13.31
ﾀﾀﾞ ｹｲｽｹ                     +5.1
河村 朋紀(3) 金沢二水 石  川           13.30
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ                     +2.8
中谷 賢太朗(2) 星稜 石  川           13.25
ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ                     +4.9
山口 綾斗(3) 富山商 富  山           13.13
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾄ                     +2.6
清水 涼太(3) 富山 富  山           13.12
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ                     +4.2
大郷 佳已斗(3) 諏訪実 長  野           13.11
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ                     +3.2
高野 友輔(2) 穴水 石  川           13.01
ﾀｶﾉ ﾕｳｽｹ                     +4.1
荒川 航樹(3) 桜井 富  山           13.01
ｱﾗｶﾜ ｺｳｷ                     +4.7
青池 駿(3) 敦賀 福  井           12.71
ｱｵｲｹ ｶｹﾙ                     +4.4
北 真輝(2) 金津 福  井           12.51
ｷﾀ ﾏｻｷ                     +3.5
室川 幸太(3) 星稜 石  川             DNS
ﾑﾛｶﾜ ｺｳﾀ                         

5  633          
                  

29 18  802  12.51  12.33  12.43
  +3.5   +3.6   +4.0

28 14  870  12.71  12.44    x
  +4.4   +3.9       

27 6  412  13.01  12.73  12.83
  +4.7   +4.1   +6.4

26 9  605  12.50  12.91  13.01
  +4.0   +6.2   +4.1

25 3  206  13.11  12.86    x
  +3.2   +3.1       

24 23  422    x  12.29  13.12
        +8.0   +4.2

23 2  458  13.13  13.05    x
  +2.6   +1.4       

22 13  634  12.69  13.25  12.68
  +3.9   +4.9   +4.0

21 21  682  13.30  13.29    x
  +2.8   +4.4       

20 22  806  12.16  13.31  12.85
  +2.7   +5.1   +4.1

19 26  844    x  13.31  13.23
        +5.3   +3.2

18 27  457  13.36  12.61  13.20
  +4.2   +3.1   +3.6

17 24  230  13.37  12.19  13.01
  +1.6   +5.1   +3.1

16 17  693    x  13.45  13.27
        +6.5   +2.7

15 7  326    x  13.48    x
        +5.5       

14 15  539  12.88  13.17  13.57
  +3.6   +7.9   +3.8

13 12   62  13.32  13.62  13.59
  +3.1   +9.1   +4.5

12 28  225  13.62  13.41  13.68
  +2.5   +4.8   +5.8

11 25  123    x  13.26  13.82
        +7.7   +4.2

10 19  541  13.83    x  13.41
  +4.0         +6.2

9 1  874  13.67    x  13.87
  +3.0         +4.9

8 16  116  13.58  13.61  14.10
  +4.1   +4.1   +4.6

7 4   47    x  12.40  14.15
        +4.3   +4.5

6 30  606  14.02  14.18  12.06
  +5.8   +4.7   +1.7

5 10  807    x  14.23  13.12
        +7.1   +0.7

4 29   43  14.44    x  13.68
  +2.4         +2.4

3 20  237  13.73  13.73  14.54
  +1.1   +5.4   +3.7

2 11  236  14.37  14.50  14.56
  +2.4   +4.4   +2.1

1 8   17  14.49  14.36  14.89
  +5.0   +4.9   +6.2
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競技結果        男子            三段跳          決勝      
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_______________________________________________________________________________________________________________________
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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