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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

松村  紗希 旭川大学高 北海道  11.30  11.28  11.40  11.40
ﾏﾂﾑﾗ ｻｷ   -0.3   +0.4   +0.1   +0.1
根田りりん 網走南ｹ丘高 北海道    x  11.21  11.11  11.21
ﾈﾀﾞ ﾘﾘﾝ         -0.2   -0.3   -0.2
中田  里桜 白樺学園高 北海道  10.67   9.93    x  10.67
ﾅｶﾀ ﾘｵ   +1.8   +1.2         +1.3
佐藤  桃花 室蘭清水丘高 北海道  10.26  10.32  10.25  10.60
ｻﾄｳ ﾓﾓｶ   +2.0   +0.5   +1.0   +1.6
辻本しおん 白樺学園高 北海道  10.38    x  10.32  10.50
ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｵﾝ   +1.7         -0.2   +0.4
本間  美吹 士別翔雲高 北海道  10.08  10.37  10.46  10.46
ﾎﾝﾏ ﾐﾌﾞｷ   +0.3   +1.1   -0.1   -0.1
真下  菜智 砂川高 北海道   9.61   9.75  10.03  10.37
ﾏｼﾀ ﾅﾁ   -1.2   +0.7   -0.3   +2.2
阿部はるか 釧路江南高 北海道    x    x    x  10.34
ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                     +0.5
塩田  悦子 網走南ｹ丘高 北海道           10.31
ｼｵﾀ ｴﾂｺ                     +0.2
柴田    萌 帯広三条高 北海道           10.26
ｼﾊﾞﾀ ﾓｴ                     +1.4
大下  美咲 旭川大学高 北海道           10.23
ｵｵｼﾀ ﾐｻｷ                     +0.2
中村  愛海 函館工業高 北海道           10.10
ﾅｶﾑﾗ  ｱﾆｶ                     +1.0
福村  梨心 札幌英藍高 北海道           10.08
ﾌｸﾑﾗ ﾘｺ                     +1.4
浅野    澪 石狩翔陽高 北海道           10.07
ｱｻﾉ ﾚｲ                     +1.0
久光  芙和 大麻高 北海道            9.98
ﾋｻﾐﾂ ﾊﾅ                     +0.5
遠藤  志穂 恵庭南高 北海道            9.90
ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾎ                     +1.2
佐藤  理乃 釧路湖陵高 北海道            9.89
ｻﾄｳ ﾘﾉ                     +1.3
西川  希海 岩見沢緑陵高 北海道            9.85
ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ                     +0.6
平尾くるみ 札幌白石高 北海道            9.77
ﾋﾗｵ ｸﾙﾐ                     +1.6
及川  詩織 札幌新陽高 北海道            9.64
ｵｲｶﾜ ｼｵﾘ                     +0.8
山越  萌加 市立函館高 北海道            9.63
ﾔﾏｺｼ  ﾓｴｶ                     +0.2
山本  樹里 札幌光星高 北海道            9.58
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ                     +0.3
山本  実奈 苫小牧東高 北海道             記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ                         
稲場可那子 北星大附属高 北海道             記録なし
ｲﾅﾊﾞ ｶﾅｺ                         
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5   89    x    x    x
                  

22 4  343    x   9.31   9.58
        +1.0   +0.3

21 10   28   9.55   9.63   9.42
  +1.3   +0.2   +2.0

20 22  327   9.37    x   9.64
  +1.1         +0.8

19 24  198   9.77    x    x
  +1.6             

18 17  404   9.85   9.53    x
  +0.6   -0.5       

17 12  635   9.89    x    x
  +1.3             

16 14  249   9.36   9.90    x
  -0.3   +1.2       

15 18  237   9.85   9.78   9.98
  -0.5   -1.0   +0.5

14 21  272   9.90   9.94  10.07
  +0.2   -0.4   +1.0

13 19  218  10.04   9.48  10.08
   0.0   -0.6   +1.4

12 1   18   9.96  10.10   9.97
  +1.0   +1.0   -1.5

11 16  465  10.04   9.92  10.23
  +1.2   -0.2   +0.2

10 20  515    x  10.09  10.26
        -0.2   +1.4

9 9  610  10.31   9.98  10.00
  +0.2   -0.1   +0.6

8 3  644   9.58  10.34    x
  +0.6   +0.5       

7 6  418   9.39  10.37    x
  +0.8   +2.2       

6 8  487  10.31  10.27  10.36
   0.0    0.0   +0.8

5 15  559  10.31  10.50    x
  +1.6   +0.4       

4 23   64  10.27  10.60    x
  +0.4   +1.6       

3 13  557  10.23  10.26  10.67
  +0.3   +0.3   +1.3

2 7  603  10.98    x  10.83
  +0.8         +1.3

1 2  468  11.29  11.07    x
  +0.9   +0.8       
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競技結果        女子            三段跳          決勝      
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