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第３４回北海道高等学校新人陸上競技大会

招集所審判長 戸塚　信
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

 1組

松田  奈夏 立命館慶祥高 北海道   5.49
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ   +0.7
本間  美吹 士別翔雲高 北海道   4.99
ﾎﾝﾏ ﾐﾌﾞｷ   -0.6
堀    沙衣 帯広北高 北海道   4.99
ﾎﾘ ｻｴ    0.0
齋藤  陽向 恵庭北高 北海道   4.98
ｻｲﾄｳ ﾋﾅ   +2.0
浜路  夏光 札幌大谷高 北海道   4.96
ﾊﾏｼﾞ ﾅﾂﾐ   -1.0
島津  結衣 岩見沢東高 北海道   4.91
ｼﾏﾂﾞ ﾕｲ   -1.1
矢萩  雪奈 遠軽高 北海道   4.83
ﾔﾊｷﾞ ﾕｷﾅ   -0.8
栃丸  桃花 石狩南高 北海道   4.74
ﾄﾁﾏﾙ ﾓﾓｶ   -0.8
馬塀  真由 市立函館高 北海道   4.72
ﾊﾞﾍｲ  ﾏﾕ   +1.4
真下  菜智 砂川高 北海道   4.70
ﾏｼﾀ ﾅﾁ   -1.4
中田  里桜 白樺学園高 北海道   4.69
ﾅｶﾀ ﾘｵ   +0.5
仁木  望愛 岩見沢緑陵高 北海道   4.69
ﾆｷ ﾉｱ   +0.4
田畑  百葉 大麻高 北海道   4.66
ﾀﾊﾞﾀ ﾓﾓﾊ   +1.5
久光  芙和 大麻高 北海道   4.61
ﾋｻﾐﾂ ﾊﾅ   -1.4
鶴見  優花 小樽水産高 北海道   4.57
ﾂﾙﾐ ﾕｳｶ   +0.2
中川ももか 札幌稲雲高 北海道   4.57
ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾓｶ   +0.3
髙橋  菜摘 北見柏陽高 北海道   4.50
ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ   +0.2
石山  真衣 湧別高 北海道   4.40
ｲｼﾔﾏ ﾏｲ   -2.4
新田  みゆ 北海高 北海道   4.34
ﾆｯﾀ ﾐﾕ   -2.2
渡辺  純名 苫小牧西高 北海道   4.21
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾅ   -1.3
中村  咲 士別翔雲高 北海道   4.11
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ   +0.8
柴田  結梨 富良野高 北海道   4.07
ｼﾊﾞﾀ ﾕｲﾘ   +0.4
佐藤陽菜乃 旭川大学高 北海道    棄権
ｻﾄｳ ﾋﾅﾉ       

9  472          
                  

22 23  459   4.05   4.07   3.83
  -1.1   +0.4   -1.1

21 17  493   4.03   4.11   3.81
  +1.8   +0.8   +1.2

20 14  100    x   4.19   4.21
        -1.0   -1.3

19 4  356   4.20   4.34   4.25
  +0.3   -2.2   -1.2

18 22  631   4.06    x   4.40
  -2.2         -2.4

17 20  580   4.48    -   4.50
  -0.1         +0.2

16 1  213   4.57   4.03   3.94
  +0.3   -0.5   -0.2

15 16  133   4.11   4.57   4.45
  -0.8   +0.2   +1.1

14 21  237   4.55   4.57   4.61
  -0.1   -0.2   -1.4

13 10  239   4.66   4.57   4.60
  +1.5   -1.1   -1.6

12 18  405   4.58   4.69   4.59
  +1.5   +0.4    0.0

11 19  557   4.65   4.69   4.50
  +0.2   +0.5   -0.6

10 2  418   4.70   4.70   4.68
  +1.8   -1.4   -0.6

9 15   23   4.44   4.72   4.54
  -2.5   +1.4   -0.7

8 5  274    x   4.65   4.74
        -1.1   -0.8

7 13  620   4.80   4.68   4.83
  +0.3   -1.3   -0.8

6 7  383   4.91   4.51   4.91
  +0.8   -0.1   -1.1

5 6  310   4.91   4.96   4.58
  +1.2   -1.0   -1.4

4 11  259   4.98   4.88   4.55
  +2.0   -1.3   -1.0

3 3  555   4.99   4.72   4.77
   0.0   -1.3   -0.4

2 8  487   4.95   4.99   4.85
  +0.3   -0.6   -1.1

1 12  373   5.49       
  +0.7             
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競技結果        女子            走幅跳          予選      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 備考
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第３４回北海道高等学校新人陸上競技大会

招集所審判長 戸塚　信
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

標準記録    5.00m 2018/09/20 12:17

競技結果        女子            走幅跳          予選      

 2組

秋山  桜花 函館工業高 北海道   5.11
ｱｷﾔﾏ  ﾊﾙｶ   +1.0
松村  紗希 旭川大学高 北海道   5.08
ﾏﾂﾑﾗ ｻｷ   -0.7
辻本しおん 白樺学園高 北海道   5.08
ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｵﾝ   -0.2
廣澤  未来 立命館慶祥高 北海道   5.06
ﾋﾛｻﾜ ﾐｸ   -0.3
砂子  真星 札幌国際情報高 北海道   5.06
ｽﾅｺ ﾏﾎ   +0.8
遠藤  志穂 恵庭南高 北海道   4.79
ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾎ   +0.1
中田  麻鈴 八雲高 北海道   4.79
ﾅｶﾀ  ﾏﾘﾝ   -0.2
阿部はるか 釧路江南高 北海道   4.75
ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ   +0.6
水白  菜摘 大谷室蘭高 北海道   4.74
ﾐｽﾞｼﾛ ﾅﾂﾐ   +0.3
島田  楓月 小樽潮陵高 北海道   4.70
ｼﾏﾀﾞ ｶﾂｷ   -0.8
広瀬    蘭 本別高 北海道   4.69
ﾋﾛｾ ﾗﾝ   -1.2
小池  美紅 釧路明輝高 北海道   4.67
ｺｲｹ ﾐｸ   +0.2
坂川  妃菜 札幌西高 北海道   4.65
ｻｶｶﾞﾜ ﾋﾅ   -1.0
太田  愛菜 武修館高 北海道   4.60
ｵｵﾀ ﾏﾅ   +0.6
細見  彩智 旭川北高 北海道   4.49
ﾎｿﾐ ｻﾁ   +1.9
中村有里絵 伊達高 北海道   4.49
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｴ   -0.2
仙波  未優 室蘭東翔高 北海道   4.44
ｾﾝﾊﾞ ﾐﾕ   -1.7
伊藤  果蓮 網走南ｹ丘高 北海道   4.36
ｲﾄｳ ｶﾚﾝ   +1.0
杉本  瑞希 稚内高 北海道   4.34
ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ   -0.2
松原    麗 遠軽高 北海道   4.26
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲ   -0.1
岩田  澄香 小樽潮陵高 北海道   4.14
ｲﾜﾀ ｽﾐｶ   -1.2
星野  夢華 江差高 北海道    記録なし
ﾎｼﾉ  ﾕﾒｶ       
若林  千夏 旭川東高 北海道    棄権
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ       

14  430          
                  

22   34    x    x    x
                  

21 23  125   3.73   3.77   4.14
  -0.8   -0.1   -1.2

20 12  625   4.26    x   3.86
  -0.1         -1.5

19 1  511   4.34   4.29    x
  -0.2   -0.6       

18 8  607   4.36    x   4.27
  +1.0         -0.7

17 10   78    x    x   4.44
              -1.7

16 20   82    x    -   4.49
              -0.2

15 17  443   4.49    x   4.16
  +1.9         -0.4

14 9  684   4.35   4.60   4.43
  +1.0   +0.6   -0.9

13 15  158   4.65   4.60   4.54
  -1.0   +0.4   +0.8

12 18  652   4.67   4.53   4.46
  +0.2   +0.5    0.0

11 6  541    x   4.68   4.69
        -0.8   -1.2

10 11  124   4.58    x   4.70
  +0.5         -0.8

9 13  116   4.32   4.30   4.74
  -0.3   -0.7   +0.3

8 2  644   4.75   4.67   4.59
  +0.6   -1.8   +0.1

7 3   22   4.72   4.58   4.79
  +0.1   -0.8   -0.2

6 7  249   4.79   4.76   4.73
  +0.1   -1.1   -0.5

5 16  219   5.06       
  +0.8             

4 21  375   4.85   4.87   5.06
  -0.6   +0.7   -0.3

3 19  559   5.08       
  -0.2             

2 4  468    x   4.94   5.08
        -0.8   -0.7

備考

1 5   17   5.11       
  +1.0             

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