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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

今井  健斗 札幌手稲高 北海道  12.99
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ   +0.8
山本凛太郎 網走南ｹ丘高 北海道  12.95
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ   -0.3
安本  崇隼 札幌北高 北海道  12.89
ﾔｽﾓﾄ ｿｳｼｭﾝ   +0.2
山崎  凱士 札幌第一高 北海道  12.88
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ   +0.7
田畑  皓平 浦河高 北海道  12.72
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ   +1.0
小野  郁真 富良野高 北海道  12.71
ｵﾉ ｲｸﾏ   +1.3
飯山  晃多 札幌月寒高 北海道  12.50
ｲｲﾔﾏ ｺｳﾀ   +0.6
大野    陸 市立札幌藻岩高 北海道  12.48
ｵｵﾉ ﾘｸ   +0.2
吉川  昂輝 函館高等専門 北海道  12.40
ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ   -1.1
五十嵐稜馬 札幌啓成高 北海道  12.38
ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳﾏ   -0.3
平田  陽太 旭川大学高 北海道  12.20
ﾋﾗﾀ ﾖｳﾀ   +2.4
猿山柊一朗 札幌静修高 北海道  12.17
ｻﾙﾔﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ   +1.2
佐々木  響 札幌あすかぜ高 北海道  11.87
ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ   -0.2
山澤  怜苑 釧路江南高 北海道  11.84
ﾔﾏｻﾞﾜ ﾚｵﾝ   +0.4
原田  雲向 女満別高 北海道  11.79
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｸﾐ   +0.6
西村  楓斗 七飯高 北海道  11.70
ﾆｼﾑﾗ ｶｲﾄ   -0.7
佐藤渓士郎 釧路湖陵高 北海道  11.69
ｻﾄｳ ｹｲｼﾛｳ   +0.1
藤沢    心 小樽水産高 北海道  11.57
ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾝ   -0.2
村上真裟斗 雄武高 北海道  11.56
ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄ   +0.3
猪狩  健太 大谷室蘭高 北海道  11.45
ｲｶﾞﾘ ｹﾝﾀ   +0.4
髙橋  悠希 北見北斗高 北海道  11.38
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ   +0.3
折田  大也 名寄高 北海道  11.18
ｵﾘﾀ ﾋﾛﾔ   +0.6
竹永    竜 旭川永嶺高 北海道    記録なし
ﾀｹﾅｶﾞ ﾘｭｳ       
阿部  夕朔 枝幸高 北海道    記録なし
ｱﾍﾞ ﾕｳｻｸ       
小林  拓暉 登別明日中等 北海道    記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ       

23  101    x    x    x
                  

14  671    x    x    x
                  

6  575    x    x    x
                  

22 2  645    x    x  11.18
              +0.6

21 4  787  11.38  11.07    x
  +0.3   +0.6       

20 19  134  11.45    x  11.19
  +0.4         +0.9

19 1  864    x  11.56    x
        +0.3       

18 10  179    x  11.57    x
        -0.2       

17 15  881  11.66  11.08  11.69
  -1.0   +1.1   +0.1

16 7   36    x    x  11.70
              -0.7

15 16  844  11.32  11.50  11.79
  -0.2   -0.2   +0.6

14 13  893    x  11.46  11.84
        -0.9   +0.4

13 3  290  11.53  11.71  11.87
  -1.2   +1.3   -0.2

12 8  416  12.17  12.04  11.68
  +1.2   +0.3   -0.8

11 17  624    x  11.80  12.20
        +0.7   +2.4

10 11  244  11.56  11.85  12.38
  -0.4   -0.5   -0.3

9 12   76  11.98  12.40  11.97
  -1.0   -1.1   -0.3

8 25  404  12.48  12.08  11.69
  +0.2   +0.6   -0.6

7 20  243    x  12.50  12.29
        +0.6   +0.9

6 22  594  12.71       
  +1.3             

5 9  131  12.72       
  +1.0             

4 24  423  12.88       
  +0.7             

3 21  237    x  12.89    
        +0.2       

2 18  827  12.95       
  -0.3             

1 5  269  12.99       
  +0.8             

標準記録    12.70m 2018/09/21 11:03

競技結果        男子            三段跳          予選      
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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    12.70m 2018/09/21 11:03

競技結果        男子            三段跳          予選      

 2組

工藤  央翔 恵庭南高 北海道  13.02
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ   +0.9
根本    凌 札幌丘珠高 北海道  12.96
ﾈﾓﾄ ﾘｮｳ    0.0
奥谷    涼 深川西高 北海道  12.70
ｵｸﾔ ﾘｮｳ   +0.5
西垣    隼 帯広三条高 北海道  12.63
ﾆｼｶﾞｷ ﾊﾔﾄ   +1.0
伊藤  拓磨 網走南ｹ丘高 北海道  12.61
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ   -0.1
斎藤  瑠希 帯広農業高 北海道  12.61
ｻｲﾄｳ ﾙｷ   +0.8
田宮  保孝 帯広柏葉高 北海道  12.42
ﾀﾐﾔ ﾔｽﾀｶ   -0.1
髙嶋  晃琉 市立札幌旭丘高 北海道  12.37
ﾀｶｼﾏ ﾋｶﾙ   +0.3
久保田将也 帯広柏葉高 北海道  12.27
ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾔ   -0.3
山端    駿 市立函館高 北海道  12.26
ﾔﾏﾊﾀ ﾊﾔﾄ   +0.6
柏原  大輝 標茶高 北海道  12.02
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｲｷ   +0.2
山代  晴久 室蘭清水丘高 北海道  11.90
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙｸ   +1.1
石村  嘉基 小樽潮陵高 北海道  11.79
ｲｼﾑﾗ ﾖｼｷ   +0.7
十文字秀斗 七飯高 北海道  11.78
ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ｼｭｳﾄ   +0.1
沼田  陵佑 北見柏陽高 北海道  11.66
ﾇﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ   +0.8
沼田倫太朗 立命館慶祥高 北海道  11.66
ﾇﾏﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ   +1.0
落安  康太 浦河高 北海道  11.47
ｵﾁﾔｽ ｺｳﾀ   +1.3
永田森太郎 北海道栄高 北海道  11.45
ﾅｶﾞﾀ ｼﾝﾀﾛｳ   +0.7
伊藤    凜 旭川大学高 北海道  11.42
ｲﾄｳ ﾘﾝ   +0.5
桑原琳太朗 砂川高 北海道  11.28
ｸﾜﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ   -0.2
土谷    大 小樽潮陵高 北海道  11.25
ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲ   +0.9
今井  瑞貴 岩見沢東高 北海道  11.24
ｲﾏｲ ﾐｽﾞｷ   -0.1
越智  達也 岩見沢緑陵高 北海道  11.13
ｵﾁ ﾀﾂﾔ   +0.9
菅野  雅貴 釧路高等専門 北海道    記録なし
ｶﾝﾉ ﾏｻｷ       

3  944    x    x    x
                  

23 9  525  11.13    x    x
  +0.9             

22 7  495    x    x  11.24
              -0.1

21 23  168  11.25    x  11.19
  +0.9         +1.1

20 16  535  11.28    x    x
  -0.2             

19 13  618    x  11.15  11.42
        +0.1   +0.5

18 17  148  11.28    x  11.45
   0.0         +0.7

17 10  132  11.14  11.20  11.47
  -1.0   -1.2   +1.3

16 8  494  11.66  11.17  11.17
  +1.0    0.0   -0.5

15 2  795  11.66    x  11.35
  +0.8         +0.5

14 1   32    x  11.78  11.61
        +0.1    0.0

13 12  163  11.64  11.79  11.07
  -0.6   +0.7   +0.7

12 5   92  11.90  11.47  11.76
  +1.1   +2.0   -1.0

11 24  901  12.02  11.84    x
  +0.2   +0.4       

10 6   48  12.26  11.83    x
  +0.6   +1.4       

9 21  683  12.16    x  12.27
  +1.1         -0.3

8 4  394  12.37    x  12.10
  +0.3         -0.1

7 20  678    x    x  12.42
              -0.1

6 15  710    x  12.61  12.20
        +0.8   +0.7

5 19  832  12.51  12.61    x
  +1.0   -0.1       

4 22  704  12.63    x  12.09
  +1.0         -0.6

3 18  545  12.70       
  +0.5             

2 11  274  12.59  12.96    
  -0.7    0.0       

備考

1 14  354  12.54  12.45  13.02
  -0.8    0.0   +0.9
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