
男子
日付 種目

工藤　翔大(1) 11.95 竹田　龍一(1) 12.21 丹羽　珀人(1) 12.26 長谷川佳祐(1) 12.31 鶴巻綸太郎(1) 12.34 中村　孝徳(1) 12.38 小川　蒼生(1) 12.39 永嶺　隼優(1) 12.45

石狩・恵庭 札幌・札幌南が丘 旭川・旭川東鷹栖 オホーツク・網走第二 西胆振・室蘭桜蘭 オホーツク・斜里 函館・ＮＡＳＳ 渡島・八雲落部

清水　　徹(2) 11.36 山田　楓河(2) 11.42 村上裕太郎(2) 11.54 浦城　秀太(2) 11.73 齋藤　海彗(2) 11.78 東原　良将(2) 11.79 井倉　大翔(2) 11.84 熊谷　悠人(2) 11.90

全十勝・帯広第一 オホーツク・美幌 函館・ＮＡＳＳ 南空知・岩見沢明成 札幌・札幌藻岩 全十勝・芽室 函館・函館赤川 釧路・北教大附属釧路

清水　　徹(2) 23.18 山田　楓河(2) 23.54 浦城　秀太(2) 23.62 宮田　龍昇(2) 23.70 村上裕太郎(2) 23.83 東原　良将(2) 24.12 齋藤　海彗(2) 24.13 工藤　翔大(1) 24.32

全十勝・帯広第一 オホーツク・美幌 南空知・岩見沢明成 函館・函館亀田 函館・ＮＡＳＳ 全十勝・芽室 札幌・札幌藻岩 石狩・恵庭

森山　創生(2) 53.43 佐藤　　優(2) 54.06 大柳　幸佑(2) 54.99 酒井　翔馬(2) 55.03 酒井　大和(2) 55.07 小野　雄大(2) 55.57 伊藤　　翼(2) 55.86 櫻井壮二郎(2) 56.40

札幌・札幌平岡緑 東胆振・苫小牧光洋 全十勝・音更下音更 日高・浦河第一 西胆振・伊達 オホーツク・美幌 全十勝・音更下音更 旭川・旭川光陽

櫻井　一夏(2) 1:59.81 加藤　聡真(2) 2:05.24 高谷　夢樹(2) 2:06.60 村田　晴飛(2) 2:07.45 都香　太陽(2) 2:08.03 中尾　泰思(2) 2:09.51 小川　拓人(2) 2:09.76 猿田　亮介(2) 2:10.06

全十勝・帯広南町 オホーツク・美幌北 渡島・七飯 旭川・旭川神居東 札幌・札幌南が丘 東胆振・苫小牧光洋 札幌・札幌発寒 札幌・札幌新琴似北

櫻井　一夏(2) 4:07.23 本間　　颯(2) 4:07.54 熊谷　修也(2) 4:14.14 野崎翔太郎(2) 4:20.19 竹内　優心(2) 4:23.09 高谷　夢樹(2) 4:23.30 加藤　聡真(2) 4:24.27 宇野　利希(2) 4:24.32

全十勝・帯広南町 士別・士別 渡島・七飯 札幌・札幌栄 渡島・北斗大野 渡島・七飯 オホーツク・美幌北 函館・函館ＣＲＳ

本間　　颯(2) 9:05.21 竹内　優心(2) 9:14.52 熊谷　修也(2) 9:15.94 野崎翔太郎(2) 9:16.39 大橋　正昊(2) 9:29.10 宇野　利希(2) 9:29.43 中山　颯翔(2) 9:30.33 黒川　遙斗(1) 9:30.55

士別・士別 渡島・北斗大野 渡島・七飯 札幌・札幌栄 札幌・TONDEN.RC 函館・函館ＣＲＳ 札幌・TONDEN.RC 士別・士別

宮田　龍昇(2) 15.21 武藤　優飛(2) 15.92 吉田　拓海(2) 16.28 西迫　篤志(2) 16.38 稲葉　大介(2) 16.77 吉田　泰誠(2) 16.78 川村　海翔(2) 16.84 田中　光星(2) 17.05

函館・函館亀田 GR 札幌・札幌手稲 西胆振・室蘭桜蘭 オホーツク・北見北 札幌・札幌新琴似 根室・中標津広陵 札幌・札幌藻岩 札幌・札幌厚別南

全十勝・帯広南町 46.42 函館・函館亀田 46.78 石狩・江別中央 47.19 札幌・札幌柏丘 47.35 東胆振・苫小牧光洋 47.64 北空知・滝川明苑 48.01 西胆振・伊達 48.05 全十勝・芽室 48.06

濱田　紘旗(2) 高見　奏汰(2) 畑　倖太郎(2) 松倉　瑠飛(2) 鈴木　凌斗(2) 福井　啓太(2) 酒井　陽人(2) 滝吉　勇翔(2)

佐藤　遼弥(2) 高井　陽生(2) 北城　悠真(2) 高村　周成(2) 宮嶋　祥也(2) 宮本　京吾(2) 毛利　友哉(2) 東原　良将(2)

宮澤　　光(2) 工藤　勇磨(1) 安藤　捷太(2) 後藤　大晴(2) 中尾　泰思(2) 佐藤　光晟(2) 酒井　大和(2) 藤村　海里(2)

櫻井　一夏(2) 宮田　龍昇(2) 中田　宇海(2) 杉浦　　翔(2) 佐藤　　優(2) 遠藤　太陽(2) 佐藤　　駿(1) 松本虎汰郎(2)

泉　陽七斗(2) 1m71 毛利　友哉(2) 1m71 伊藤　巧真(2) 1m60 豊崎丈太郎(1) 1m55 石川　敬人(2) 1m55 松田　航季(2) 1m55

全十勝・芽室 西胆振・伊達 札幌・札幌清田 旭川・旭川永山 函館・函館亀田 札幌・札幌北都

角谷　優孔(2) 1m55

オホーツク・斜里知床ウトロ

坂井　　翔(2) 1m55

渡島・北斗上磯

及川　千暉(2) 3m70 中田　竜翔(2) 3m50 栗生　朔門(2) 3m50 石田　和也(2) 3m30 浅見　　陸(2) 3m00 滝吉　勇翔(2) 2m90 前川　智光(2) 2m80 市村　宥樹(2) 2m70

全十勝・清水 オホーツク・網走第一 オホーツク・網走第四 オホーツク・網走第一 石狩・千歳勇舞 全十勝・芽室 石狩・千歳勇舞 オホーツク・斜里

井倉　大翔(2) 6m58(+2.1) 西迫　篤志(2) 6m10(+1.1) 伊藤陽楼斗(2) 5m85(+1.3) 中嶋　優斗(2) 5m77(+1.1) 中村　晴人(2) 5m73(+0.9) 南　　陽登(2) 5m56(+0.7) 大水　颯太(2) 5m56(+2.0) 小松　珠生(2) 5m52(+1.5)

函館・函館赤川 GR オホーツク・北見北 東胆振・苫小牧光洋 オホーツク・北見光西 渡島・北斗上磯 東胆振・苫小牧和光 オホーツク・雄武 函館・函館ラ・サール

公認6m50(+1.0)

平澤　真臣(2) 11m58 菅原　将人(2) 11m27 後藤　大晴(2) 11m09 倉内　麗生(2) 10m98 鈴木　康世(2) 10m74 鈴木哉真斗(2) 10m67 藤本　琉来(2) 10m66 栗田　遥人(2) 10m49

釧路・釧路阿寒湖 札幌・札幌北白石 札幌・札幌柏丘 西胆振・伊達光陵 オホーツク・北見高栄 後志・仁木 札幌・札幌新陵 全十勝・帯広南町

武藤　優飛(2) 2110点 三好　　竜(2) 1866点 松田　航季(2) 1852点 吉田　泰誠(2) 1766点 稲葉　大介(2) 1662点 鈴木　拓馬(2) 1655点 掛川新一郎(2) 1621点

札幌・札幌手稲 全十勝・清水 札幌・札幌北都 根室・中標津広陵 札幌・札幌新琴似 釧路・釧路北 根室・別海中央

高井　陽生(2) 1662点

函館・函館亀田

凡例  GR:大会記録

17.35(-1.3)-8m21-1m45-1:02.15

17.55(-1.8)-8m06-1m40-1:00.17

9月22日 共通四種競技
18.90(-1.8)-6m30-1m51-56.19 18.76(-1.3)-8m65-1m45-1:00.0816.32(-1.3)-9m25-1m60-57.35 17.45(-1.3)-8m85-1m51-58.24 17.72(-1.3)-8m81-1m60-59.71 17.67(-1.3)-9m34-1m48-1:00.68

9月22日 共通棒高跳

9月22日 共通走幅跳

9月23日
共通砲丸投
(5.000kg)

9月23日
共通110mH(0.914m) 

風：-0.9

9月23日 共通4X100mR

9月23日 共通走高跳

9月23日 共通800m

9月22日 共通1500m

9月23日 共通3000m

9月23日 共通400m

8位

9月23日
１年100m 
風：+0.2

9月23日
２年100m 
風：-0.2

9月22日
共通200m 
風：-1.6
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女子
日付 種目

堀下　結愛(1) 13.19 盛田　侑鈴(1) 13.58 工藤　　凜(1) 13.60 高橋　紅羽(1) 13.62 大道　莉奈(1) 13.66 安井　遥彩(1) 13.73 遠藤　聖女(1) 13.81 佐藤　葉空(1) 13.85

東胆振・苫小牧緑陵 札幌・札幌篠路 釧路・釧路鳥取西 全十勝・音更共栄 全十勝・芽室 南空知・岩見沢明成 札幌・札幌札苗北

佐藤志保里(2) 12.51 納村　琉愛(2) 12.73 大沢　瑠華(2) 12.91 鮫澤　聖香(2) 13.14 澤村　愛花(2) 13.16 高橋　美空(2) 13.21 南　うらら(2) 13.25 菊池妃菜希(2) 13.37

檜山・江差 北空知・深川一已 北空知・滝川明苑 札幌・札幌前田 全十勝・士幌町中央 函館・函館ＣＲＳ 釧路・浜中散布 釧路・釧路鳥取西

鮫澤　聖香(2) 26.59 高橋　美空(2) 26.63 大沢　瑠華(2) 26.94 高橋　紅羽(1) 27.15 近藤　愛咲(2) 27.16 南　明里沙(2) 27.33 菊池妃菜希(2) 27.36 谷向　美空(2) 27.71

札幌・札幌前田 函館・函館ＣＲＳ 北空知・滝川明苑 全十勝・音更共栄 旭川・旭川神居東 石狩・北広島東部 釧路・釧路鳥取西 釧路・釧路景雲

上西　彩未(2) 2:17.94 小林美夕菜(2) 2:24.12 増田さくら(1) 2:24.55 湯田　夏妃(1) 2:24.73 小池　　梓(2) 2:24.92 白石　　光(2) 2:25.48 上村　萌寧(1) 2:25.65 坂本　奈穂(2) 2:27.14

札幌・TONDEN.RC 旭川・旭川啓北 旭川・旭川神居 函館・函館亀田 富良野・富良野西 ｵﾎｰﾂｸ・北見光西 札幌・札幌前田 石狩・恵庭恵み野

上西　彩未(2) 4:40.71 石川　　苺(2) 4:40.93 鈴木　瑠夏(1) 4:54.53 小池　　梓(2) 4:55.73 小林美夕菜(2) 4:55.84 泉　　桃果(2) 4:55.84 有本　彩乃(2) 5:00.25 上村　萌寧(1) 5:02.00

札幌・TONDEN.RC 小樽・小樽西陵 旭川・旭川神居東 富良野・富良野西 旭川・旭川啓北 旭川・旭川神居東 北空知・滝川明苑 札幌・札幌前田

石川　　苺(2) 10:16.47 鈴木　瑠夏(1) 10:21.74 始関　千華(1) 10:24.56 泉　　桃果(2) 10:34.80 二色　悠楽(1) 10:36.85 原田　椎菜(2) 10:43.67 有本　彩乃(2) 10:45.38 今井　琴音(2) 10:50.98

小樽・小樽西陵 旭川・旭川神居東 札幌・北教大附属札幌 旭川・旭川神居東 旭川・旭川神居東 札幌・札幌札苗北 北空知・滝川明苑 富良野・富良野西

納村　琉愛(2) 14.58 南　うらら(2) 14.60 馬場　歩果(2) 15.22 髙橋　美月(2) 15.63 中田　莉緒(2) 15.78 盛田　侑鈴(1) 15.81 前川　日菜(2) 15.83 宇野　朋花(2) 15.94

北空知・深川一已 釧路・浜中散布 釧路・釧路共栄 西胆振・室蘭桜蘭 石狩・当別西当別 札幌・札幌篠路 札幌・札幌向陵 後志・余市東

釧路・釧路共栄 51.84 札幌・札幌柏 52.08 函館・函館ＣＲＳ 52.38 釧路・釧路景雲 52.44 渡島・北斗上磯 52.88 東胆振・苫小牧和光 53.24 札幌・札幌あいの里東 53.41 札幌・札幌稲穂 53.82

馬場　歩果(2) 阿部穂菜美(1) 大濱万里菜(2) 谷向　美月(2) 永田　彩乃(1) 藤倉　結花(2) 南畑　万葉(2) 森谷　泉海(1)

小野寺鈴華(2) 岡村　侑奈(2) 高橋　美空(2) 谷向　美空(2) 片山　夏摘(2) 伊藤　　栞(2) 川又　友菜(2) 工藤夢珠奈(2)

嵐　　月乃(2) 見澤　萌栞(2) 小田　芭純(1) 伊藤　胡桃(2) 川下　百華(2) 佐藤　萌香(2) 木下　紗希(2) 宮川　琴羽(2)

松田　果蓮(2) 國分　美涼(2) 佐々木凛來(2) 鈴木さくら(2) 山内綺羅妃(1) 石田　真夕(2) 上杉さくら子(2) 佐藤　陽向(2)

中本咲里耶(2) 1m54 山口　虹羽(2) 1m48 成松　舞衣(2) 1m48 小田　芭純(1) 1m45 景山　心音(2) 1m40 船見さくら(2) 1m40 竹内　美結(1) 1m40

旭川・旭川緑が丘 札幌・札幌光陽 全十勝・清水 函館・函館ＣＲＳ 後志・黒松内 全十勝・音更緑南 檜山・せたな大成

小山ひかる(2) 1m40 泉　穂乃花(2) 1m40

札幌・札幌屯田北 北空知・滝川江陵

髙橋　郁乃(2) 1m40

札幌・札幌東栄

髙橋　美月(2) 5m19(+1.6) 前川　日菜(2) 5m18(+1.0) 千葉紅美和(1) 5m17(+0.7) 松田　果蓮(2) 5m06(+1.2) 菊池　藍花(1) 4m97(+0.5) 小田　葉月(2) 4m95(+0.5) 奈良　藍花(2) 4m92(+1.0) 桒島　瑚子(2) 4m92(+1.1)

西胆振・室蘭桜蘭 札幌・札幌向陵 札幌・札幌栄 釧路・釧路共栄 後志・余市東 石狩・当別西当別 函館・ＮＡＳＳ 全十勝・帯広南町

辻　　茉侑(2) 11m97 鈴木　心絆(1) 10m98 原田　玲杏(2) 10m88 池田　侑未(2) 10m64 泉谷　　結(2) 10m34 藤谷　凜子(2) 10m15 齊藤　愛夏(1) 9m88 木村千恵里(2) 9m82

渡島・北斗上磯 檜山・せたな大成 釧路・厚岸真龍 札幌・札幌 全十勝・清水 檜山・せたな大成 富良野・富良野東 札幌・札幌藻岩

松田　果蓮(2) 2394点 山口　虹羽(2) 2323点 宇野　朋花(2) 2165点 浜向　遥菜(2) 2085点 工藤夢珠奈(2) 2066点 白石　　光(2) 2042点 奈良　藍花(2) 1981点 本間ののか(2) 1908点

釧路・釧路共栄 札幌・札幌光陽 後志・余市東 札幌・札幌真栄 札幌・札幌稲穂 ｵﾎｰﾂｸ・北見光西 函館・ＮＡＳＳ 札幌・札幌清田

17.08(-1.0)-1m30-7m41-29.04(-0.8)

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

札幌・厚別アスリートアカデミー

15.94(-1.0)-1m50-7m85-28.52(-1.4) 15.92(-1.0)-1m44-6m47-28.59(-1.4) 16.74(-1.0)-1m35-8m27-28.63(-1.4) 17.84(-1.0)-1m41-8m17-28.04(-1.4) 17.19(-1.0)-1m30-10m52-29.83(-1.4) 17.18(-0.5)-1m30-7m96-28.41(-1.4)

9月23日 共通走幅跳

9月23日
共通砲丸投
(2.721kg)

15.78(-1.0)-1m44-10m15-28.94(-1.4)

9月22日 共通四種競技

9月23日
共通100mH(0.762m) 

風：-0.6

9月23日 共通4X100mR

9月23日 共通走高跳

9月23日 共通800m

9月23日 共通3000m

9月22日
１年100m 
風：-1.0

9月22日
２年100m 
風：-2.0

9月23日
共通200m 
風：-0.7

9月22日 共通1500m


