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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)                12.96 河添 千秋            愛  媛  松山北           2018/06/18  
北信越高校記録(HR)              12.78 宮口 愛子            石  川  星稜             2018/10/08  
大会記録(GR)                    12.59 芦田 陽菜            福  井  敦賀             2018/06/16  

鞍田 沙耶佳(3) 星稜 石  川  12.37  12.23  12.53  12.53
ｸﾗﾀ ｻﾔｶ   +0.3   +0.2   +2.1   +2.1
上濱 萌楓(3) 星稜 石  川  11.74  12.32  12.10  12.32
ｶﾐﾊﾏ ﾓｴｶ   +0.7   +0.6   -0.7   +0.6
谷本 沙柚佳(3) 金沢二水 石  川  11.83  11.85  11.99  11.99
ﾀﾆﾓﾄ ｻﾕｶ   -0.2   +0.1   +0.9   +0.9
上嶋 葵(3) 北陸 福  井  11.90  11.67  11.84  11.90
ｳｴｼﾞﾏ ｱｵｲ   +0.2   +0.7   +0.1   +0.2
酒井 利菜(2) 足羽 福  井  11.30  11.16  11.35  11.72
ｻｶｲ ﾘﾅ   +0.2   +0.4   +0.3   +0.9
野村 来羽(3) 富山商 富  山  11.12  11.66  11.01  11.66
ﾉﾑﾗ ｸｳ   -0.1   +0.9   -0.2   +0.9
石﨑 こはる(2) 呉羽 富  山  11.01  11.26  11.38  11.47
ｲｼｻｷ ｺﾊﾙ   +0.3   +0.1   -0.5   +0.3
兼松 わか菜(3) 長野日大 長  野   9.32    x    x  11.40
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ   -0.3               +0.9
豊嶋 彩花(3) 東京学館新潟 新  潟           11.30
ﾄﾖｼﾏ ｱﾔｶ                     +0.1
小林 涼美(3) 飯山 長  野           11.27
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ                     +0.0
吉田 実瑚(3) 日本文理 新  潟           11.17
ﾖｼﾀﾞ ﾐｺ                     +0.4
髙橋 世莉子(3) 敦賀気比 福  井           11.16
ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｺ                     -0.6
大塚 葉月(1) 星稜 石  川           11.05
ｵｵﾂｶ ﾊﾂﾞｷ                     +0.6
立川 瑠華(3) 日本文理 新  潟           10.93
ﾀﾁｶﾜ ﾙｶ                     +0.4
宮澤 香音(2) 下伊那農 長  野           10.92
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ                     +1.0
児玉 菜緒(3) 上田 長  野           10.73
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ                     +0.6
関口 陽菜(3) 魚津 富  山           10.57
ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾅ                     -0.7
打林 依都季(3) 呉羽 富  山           10.50
ｳﾁﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ                     +1.0
菊川 郁琳(2) 福井商 福  井           10.35
ｷｸｶﾜ ｶﾘﾝ                     +0.1
本間 遥香(2) 開志国際 新  潟             DNS
ﾎﾝﾏ ﾊﾙｶ                         

7   54          
                  

19 13  835  10.35  10.14  10.06
  +0.1   +0.2   -0.3

18 18  503  10.50    x  10.32
  +1.0         +0.0

17 1  408  10.57  10.56    x
  -0.7   +0.6       

16 6  300  10.61    x  10.73
  -0.3         +0.6

15 19  215  10.92  10.71    x
  +1.0   +0.6       

14 3   35  10.34    x  10.93
  -1.2         +0.4

13 8  645  10.89  11.04  11.05
  -0.2   +0.4   +0.6

12 5  903  10.86  11.16  10.91
  +0.4   -0.6   +0.9

11 20   34  11.15  11.17  10.99
  +0.8   +0.4   -0.1

10 15  214    x  11.16  11.27
        +0.9   +0.0

9 11   59  11.13  11.27  11.30
  -0.2   +0.4   +0.1

8 2  257  10.78  11.15  11.40
  -1.0   +0.7   +0.9

7 10  507  11.18  11.28  11.47
  +0.7   +0.7   +0.3

6 14  440    x  11.56  11.59
        +0.8   +0.7

5 17  822  11.72  11.55  11.46
  +0.9   +0.3   +0.3

4 9  885  11.83    x  11.59
  +0.6         +0.5

3 12  662  11.79  11.62  11.94
  -0.3   +0.6   +0.1

2 16  644    x  11.64  11.68
        +0.0   +0.6

1 4  639  12.20  12.11  12.30
  -0.1   +0.0   +1.1
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競技結果        女子            三段跳          決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________
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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