
P. 1

招集所審判長
跳躍審判長
記録主任

 1組

伊藤    駿 恵庭南高 北海道   6.54
ｲﾄｳ ｼｭﾝ   +2.4
久保田将也 帯広柏葉高 北海道   6.38
ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾔ   +0.2
田畑  皓平 浦河高 北海道   6.38
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ   -0.2
山本凛太郎 網走南ｹ丘高 北海道   6.32
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ   +1.1
藤岡  勇成 岩見沢緑陵高 北海道   6.29
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｾｲ   +2.0
小野  郁真 富良野高 北海道   6.28
ｵﾉ ｲｸﾏ   +1.8
小野  翔哉 武修館高 北海道   6.22
ｵﾉ ｼｮｳﾔ   +1.8
菊地  恭大 北海高 北海道   6.22
ｷｸﾁ ｷｮｳﾀ   +4.7
猿山柊一朗 札幌静修高 北海道   6.20
ｻﾙﾔﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ   +0.3
瓜生真留人 函館中部高 北海道   5.94
ｳﾘｭｳ ﾏﾙﾄ   +0.2
奥谷    涼 深川西高 北海道   5.87
ｵｸﾔ ﾘｮｳ   -0.3
阿部  龍弥 北星大附属高 北海道   5.87
ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾔ   -0.2
松浦  択射 札幌国際情報高 北海道   5.78
ﾏﾂｳﾗ ﾀｸｲ   -0.9
山代  晴久 室蘭清水丘高 北海道   5.77
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙｸ   -0.9
大塲  真輝 恵庭北高 北海道   5.74
ｵｵﾊﾞ ﾏｻｷ   +2.3
佐久間晴也 小樽水産高 北海道   5.70
ｻｸﾏ ｾｲﾔ   +1.6
林    周矢 岩見沢東高 北海道   5.69
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾔ   +1.3
村田  雷蔵 室蘭栄高 北海道   5.65
ﾑﾗﾀ ﾗｲｿﾞｳ   +1.5
瀬川  純平 立命館慶祥高 北海道   5.59
ｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   +0.9
竹永    竜 旭川永嶺高 北海道   5.59
ﾀｹﾅｶﾞ ﾘｭｳ   +3.1
笈田    朴 小樽潮陵高 北海道   5.40
ｵｲﾀ ｽﾅｵ   +1.5
折田  大也 名寄高 北海道    記録なし
ｵﾘﾀ ﾋﾛﾔ       
川村  兵吾 霧多布高 北海道    棄権
ｶﾜﾑﾗ ﾋｮｳｺﾞ       

23  926          
                  

19  645    x    x    x
                  

21 3  161   5.26    -   5.40
  -2.6         +1.5

20 21  575    x    x   5.59
              +3.1

19 17  493    x   5.59   3.12
        +0.9   -0.8

18 15   88   5.49   5.65   5.44
  +1.4   +1.5   -0.7

17 9  502   5.69   5.48   5.67
  +1.3   +0.7   +1.1

16 14  176   5.56    x   5.70
  +1.0         +1.6

15 12  366   5.74   5.62   5.71
  +2.3   +1.0   +0.2

14 13   92    x   5.66   5.77
        +0.8   -0.9

13 18  300   5.72    x   5.78
  -2.4         -0.9

11 16  465    x    x   5.87
              -0.2

11 4  545    x   5.87    x
        -0.3       

10 7    8   5.94   5.89    x
  +0.2   +1.2       

9 5  416   6.20    x    x
  +0.3             

8 6  478   6.09   6.22   4.53
  -0.9   +4.7   -2.1

7 8  941   6.22    x   6.11
  +1.8         -1.5

6 22  594   6.03   6.24   6.28
  -0.3   +0.8   +1.8

5 10  521   6.17   6.20   6.29
  +0.1   +0.8   +2.0

4 11  827   6.32   6.06    -
  +1.1   -0.5       

3 1  131   5.93   6.16   6.38
  -0.8   +0.7   -0.2

2 2  683   6.32   6.38    
  +0.8   +0.2       

1 20  348   6.28   6.54    
  +0.7   +2.4       
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招集所審判長
跳躍審判長
記録主任
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 2組

平田  陽太 旭川大学高 北海道   6.49
ﾋﾗﾀ ﾖｳﾀ   +2.5
佐藤  三太 函館工業高 北海道   6.39
ｻﾄｳ ｻﾝﾀ   -0.6
山崎  凱士 札幌第一高 北海道   6.36
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ   +1.7
小山内祐人 帯広三条高 北海道   6.33
ｵｻﾅｲ ﾕｳﾄ   +1.2
平間  壮悟 大樹高 北海道   6.19
ﾋﾗﾏ ｿｳｺﾞ   +0.2
橋本  悠利 雄武高 北海道   6.18
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾘ   +1.9
近藤    翼 江差高 北海道   6.16
ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ   +1.2
吉川  昂輝 函館高等専門 北海道   6.15
ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ   -0.3
河原    楓 深川西高 北海道   6.10
ｶﾜﾊﾗ ｶｴﾃﾞ   +1.3
石井  健人 北広島高 北海道   6.09
ｲｼｲ ｹﾝﾄ   -0.3
速水    司 池田高 北海道   6.02
ﾊﾔﾐｽﾞ ﾂｶｻ   +1.0
武島  圭汰 旭川大学高 北海道   5.96
ﾀｹｼﾏ ｹｲﾀ   +1.7
土門  樹央 美幌高 北海道   5.90
ﾄﾞﾓﾝ ｼﾞｭｵ   +0.8
平吹  鷹也 北見柏陽高 北海道   5.88
ﾋﾗﾌﾞｷ ﾀｶﾔ   +0.7
土谷空飛夢 枝幸高 北海道   5.73
ﾂﾁﾔ ｱﾄﾑ   -1.6
大野    陸 市立札幌藻岩高 北海道   5.73
ｵｵﾉ ﾘｸ   -0.5
石村  嘉基 小樽潮陵高 北海道   5.59
ｲｼﾑﾗ ﾖｼｷ   +0.3
飯山  晃多 札幌月寒高 北海道   5.58
ｲｲﾔﾏ ｺｳﾀ   +1.3
萩野  颯太 釧路湖陵高 北海道   5.42
ﾊｷﾞﾉ ｿｳﾀ   +1.1
矢口  航大 北海道栄高 北海道   5.39
ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ   -0.3
谷川  誠弥 名寄産業高 北海道   4.15
ﾀﾆｶﾜ ﾏｻﾔ   -0.5
工藤  央翔 恵庭南高 北海道    棄権
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ       
石井建太朗 網走南ｹ丘高 北海道    棄権
ｲｼｲ ｹﾝﾀﾛｳ       

13  831          
                  

16  354          
                  

21 12  650    x    x   4.15
              -0.5

20 6  146    x   5.39   5.33
        -0.3   -2.4

19 21  883    x    x   5.42
              +1.1

18 19  243   5.58    r    r
  +1.3             

17 9  163    x   5.59   5.57
        +0.3   +0.8

16 2  404    x    x   5.73
              -0.5

15 7  674   5.73   5.73   5.22
  -1.2   -1.6   -1.2

14 17  800   5.16    x   5.88
  +0.9         +0.7

13 1  826   4.31   5.90   5.63
  -3.0   +0.8   -0.4

12 20  630   5.84    x   5.96
  +1.9         +1.7

11 23  740   5.95   6.02   5.59
  +2.4   +1.0   +0.4

10 3  369   6.07   6.09   5.84
  +1.7   -0.3   -2.1

9 22  547    x   6.06   6.10
        +0.1   +1.3

8 5   76   6.15   6.13    x
  -0.3   +2.4       

7 14   52   5.88   6.16   6.01
  +3.3   +1.2   +1.0

6 11  863   6.18    x   5.53
  +1.9         -1.3

5 8  734   6.19   6.15   5.97
  +0.2   +0.7   -1.2

4 18  702   6.33   6.01   6.02
  +1.2   -0.4   -0.9

3 10  423   6.19   6.36    
  +0.6   +1.7       

2 15   26    x   6.39    
        -0.6       

備考

1 4  624   6.12   6.49    
  -0.6   +2.5       
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