
共通女子走高跳

日本中学記録(JHR)       1m87      佐藤　　恵(新潟・木戸)                1981

北海道中学記録(HJR)     1m72      京谷　萌子(函館・潮光)                2006 9月23日 09:30 予　選

大会記録(GR)            1m63      押見　麻耶(石狩・立命館慶祥)          2009 9月23日 13:45 決　勝

予　選　通過記録 1m40

1組

ｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 北空知 ○ ○ ○

1 432 泉　穂乃花(2) 滝川江陵 1m40 Q
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 全十勝 ○ ○ ○

1 485 高橋飛那乃(2) 音更緑南 1m40 Q
ﾅﾘﾏﾂ ﾏｲ 全十勝 － ○ ○

1 497 成松　舞衣(2) 清水 1m40 Q
ﾀｶﾊｼ ｶﾉ 札幌 ○ × ○ ○

4 99 髙橋　郁乃(2) 札幌東栄 1m40 Q
ﾀｹｳﾁ ﾐﾕ 檜山 － × × ○ × ○

5 423 竹内　美結(1) せたな大成 1m40 Q
ｶｹﾞﾔﾏ ｺｺﾈ 後志 ○ ○ × × ○

6 274 景山　心音(2) 黒松内 1m40 Q
ｵﾀﾞ ﾊｽﾐ 函館 － ○ × × ○

6 379 小田　芭純(1) 函館ＣＲＳ 1m40 Q
ｻｻｷ ﾘﾅ 石狩 ○ × × ○ × × ○

8 239 佐々木理名(2) 千歳勇舞 1m40 Q
ｸｽﾐ ﾙｲ 後志 ○ ○ × × ×

9 280 楠美　瑠唯(1) 共和 1m35
ｻﾄｳ ﾏﾅ 西胆振 ○ ○ × × ×

9 436 佐藤　真菜(1) 室蘭桜蘭 1m35
ｶﾀﾔﾏ ﾚｲ 全十勝 ○ × ○ × × ×

11 490 片山　　澪(1) 音更緑南 1m35
ﾓﾘ ﾐﾎﾅ 小樽 ○ × × ×

12 270 森　みほな(1) 小樽望洋台 1m30
ﾊﾏﾅ ﾓﾓｶ 札幌 ○ × × ×

12 61 濵名　杏果(1) 厚別アスリートアカデミー 1m30
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲｺ 富良野 ○ × × ×

12 335 近藤亜衣子(2) 富良野東 1m30
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞﾅ 札幌 ○ × × ×

12 172 工藤夢珠奈(2) 札幌稲穂 1m30

2組

ﾌﾅﾐ ｻｸﾗ 全十勝 ○ ○ ○

1 486 船見さくら(2) 音更緑南 1m40 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊﾈ 札幌 － ○ ○

1 140 山口　虹羽(2) 札幌光陽 1m40 Q
ﾅｶﾓﾄ ｻﾘﾔ 旭川 － ○ ○

1 298 中本咲里耶(2) 旭川緑が丘 1m40 Q
ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ 札幌 ○ × ○ ○

4 21 小山ひかる(2) 札幌屯田北 1m40 Q
ｵｵﾊﾞ ﾕｶ 石狩 ○ ○ × ○

5 241 大場　有香(2) 千歳勇舞 1m40 Q
ﾑﾗﾀ ﾋﾅ 渡島 ○ × ○ × × ○

6 396 村田　陽菜(2) 北斗浜分 1m40 Q
ﾐﾔｼﾀ ｱｵﾊﾞ 渡島 ○ ○ × × ×

7 413 宮下　葵葉(2) 八雲 1m35
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 札幌 × ○ ○ × × ×

8 95 鈴木　千尋(2) 札幌真駒内 1m35
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 北空知 × ○ ○ × × ×

8 433 松田ゆずは(2) 滝川江陵 1m35
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 石狩 ○ × × ×

10 228 中村　　遼(2) 千歳 1m30
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ 後志 × ○ × × ×

11 275 中村　美樹(2) 黒松内 1m30
ﾂﾁﾀﾞ ｻﾜ 石狩 × ○ × × ×

11 235 土田　紗羽(2) 千歳勇舞 1m30
ｵｶﾑﾗ ｱｲﾐ 札幌 × ○ × × ×

11 64 岡村　愛実(2) 札幌平岡 1m30

1m30 1m35 1m40
記録 通過

1m35 1m40
記録 通過

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m30

氏名 所属



共通女子走高跳

決　勝　

ﾅｶﾓﾄ ｻﾘﾔ 旭川 － ○ ○ ○ × ○ × ○ × ×

1 298 中本咲里耶(2) 旭川緑が丘 1m54
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊﾈ 札幌 － × ○ × ○ × ○ × × ×

2 140 山口　虹羽(2) 札幌光陽 1m48
ﾅﾘﾏﾂ ﾏｲ 全十勝 － ○ ○ × × ○ × × ×

3 497 成松　舞衣(2) 清水 1m48
ｵﾀﾞ ﾊｽﾐ 函館 ○ ○ ○ × × ×

4 379 小田　芭純(1) 函館ＣＲＳ 1m45
ｶｹﾞﾔﾏ ｺｺﾈ 後志 ○ ○ × × ×

5 274 景山　心音(2) 黒松内 1m40
ﾌﾅﾐ ｻｸﾗ 全十勝 × ○ ○ × × ×

6 486 船見さくら(2) 音更緑南 1m40
ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ 札幌 × ○ ○ × × ×

6 21 小山ひかる(2) 札幌屯田北 1m40
ﾀｹｳﾁ ﾐﾕ 檜山 ○ × ○ × × ×

8 423 竹内　美結(1) せたな大成 1m40
ｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 北空知 ○ × ○ × × ×

8 432 泉　穂乃花(2) 滝川江陵 1m40
ﾀｶﾊｼ ｶﾉ 札幌 ○ × ○ × × ×

8 99 髙橋　郁乃(2) 札幌東栄 1m40
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 全十勝 ○ × × ○ × × ×

11 485 高橋飛那乃(2) 音更緑南 1m40
ｵｵﾊﾞ ﾕｶ 石狩 ○ × × ○ × × ×

11 241 大場　有香(2) 千歳勇舞 1m40
ｻｻｷ ﾘﾅ 石狩 × ○ × × ○ × × ×

13 239 佐々木理名(2) 千歳勇舞 1m40

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35

記録
1m40 1m45 1m48 1m51 1m54 1m57



共通女子走幅跳

日本中学記録(JHR)       6m20      藤山　有希(神奈川・足柄台)            2016

北海道中学記録(HJR)     5m88      町井　愛海(渡島・北斗浜分)            2016 9月23日 09:30 予　選

大会記録(GR)            5m63      石堂　陽奈(渡島・八雲)                2005 9月23日 13:00 決　勝

予　選　通過記録 4m80

1組

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過

ｵﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 石狩 4m72 5m03 5m03

1 254 小田　葉月(2) 当別西当別 +2.3 +2.6 +2.6 Q
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾚﾝ 釧路 4m94 4m94

2 540 松田　果蓮(2) 釧路共栄 +1.1 +1.1 Q
ｷｸﾁ ｱｲｶ 後志 4m92 4m92

3 286 菊池　藍花(1) 余市東 +0.7 +0.7 Q
ｶﾝﾀﾞ ﾙｱﾝ 札幌 4m82 4m82

4 59 神田　琉杏(1) 厚別アスリートアカデミー +1.7 +1.7 Q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 西胆振 4m76 4m80 4m80

5 434 髙橋　美月(2) 室蘭桜蘭 +1.5 +1.1 +1.1 Q
ﾂﾁﾔ ﾘﾝ 東胆振 × 4m77 4m70 4m77

6 479 土屋　　凜(2) 安平追分 +1.3 +1.7 +1.3 q
ｺｸﾌﾞ ﾐｽｽﾞ 札幌 4m68 4m05 3m97 4m68

7 3 國分　美涼(2) 札幌柏 +0.7 +1.9 +0.8 +0.7 q
ｲﾅｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 札幌 4m20 × 4m58 4m58

8 200 稲川　遥夏(2) 札幌西野 +0.4 +0.8 +0.8
ｻｲﾄｳ ｲﾛﾊ 札幌 4m50 4m42 4m39 4m50

9 188 齋藤　彩葉(2) 札幌北陽 +1.6 +1.4 +1.7 +1.6
ｲﾜﾀ ﾐｸ 全十勝 4m10 4m34 4m50 4m50

10 533 岩田　美空(1) 幕別 +0.6 +1.6 +2.0 +2.0
ｺｸﾞﾏ ｼｽﾞｸ 渡島 × 4m42 4m45 4m45

11 412 小熊　　雫(2) 八雲 +2.0 +1.1 +1.1
ﾋﾉ ｻｸﾗ 後志 × 4m13 4m45 4m45

12 283 日野　咲夢(2) 仁木 +2.4 +2.4 +2.4
ｷﾑﾗ ﾏﾎ 石狩 4m19 4m44 4m18 4m44

13 237 木村　真歩(2) 千歳勇舞 +1.1 +1.7 +2.3 +1.7
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 全十勝 4m35 4m39 × 4m39

14 508 髙橋　萌生(1) 幕別札内 +0.7 +2.0 +2.0
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｲﾉ 旭川 4m39 × × 4m39

15 315 山田みいの(1) 旭川神居東 +1.7 +1.7
ﾌｼﾞﾀ ｺﾉﾝ 西胆振 4m37 3m76 4m37 4m37

16 438 藤田　心夢(1) 室蘭翔陽 +1.7 +1.5 +1.4 +1.4
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾅ 札幌 4m33 × × 4m33

17 166 西村　陽楠(2) 札幌あいの里東 +1.1 +1.1
ﾀｶﾑﾗ ﾘﾕ 渡島 4m29 4m23 4m07 4m29

18 395 髙村　莉夢(2) 北斗浜分 +1.0 +1.1 +1.2 +1.0
ｶﾜﾀ ﾕﾂﾞｷ 小樽 4m28 4m21 4m19 4m28

19 268 川田　雪月(2) 小樽西陵 +0.8 +1.8 +2.2 +0.8
ｻｶﾓﾄ ｲﾄﾊ 南空知 × 3m95 4m28 4m28

20 426 坂本　愛葉(2) 栗山 +0.8 +2.5 +2.5
ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾏｺ 後志 × 4m22 4m19 4m22

21 278 青柳　眞子(1) 岩内第一 +0.6 +1.1 +0.6
ｻﾄｳ ﾘﾅ 札幌 × 4m21 4m08 4m21

22 98 佐藤　里菜(2) 札幌真駒内 +1.5 +2.3 +1.5
ﾔｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ 東胆振 × 3m91 4m20 4m20

23 477 矢嶋ひなた(1) 苫小牧明野 +1.0 +1.5 +1.5
ｻｶｳｴ ｷﾖﾘ 函館 × 4m07 4m18 4m18

24 363 坂上　陽凛(1) 函館桔梗 +1.3 +1.8 +1.8
ｴﾉﾓﾄ ﾅﾉﾊ 釧路 4m15 × × 4m15

25 545 榎本菜乃花(2) 釧路共栄 +0.8 +0.8
ｲｼｵｶ ｺｺﾛ 旭川 × 4m14 3m92 4m14

26 317 石岡こころ(2) 旭川東鷹栖 +0.7 +1.2 +0.7
ﾊﾏﾃﾞ ﾋﾅ 札幌 4m08 4m05 4m01 4m08

27 46 浜出　陽奈(2) 札幌 +1.0 +1.2 +1.5 +1.0
ｵｵﾓﾘ ﾅﾅ 全十勝 4m00 3m87 4m02 4m02

28 525 大森　奈々(2) 帯広翔陽 +1.4 +0.6 +1.8 +1.8
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾉ 札幌 × 3m87 3m89 3m89

29 159 松本　莉乃(1) 札幌北野 +1.4 +2.1 +2.1
ﾀｶﾌｼﾞ ﾕｳﾅ 札幌 × × 3m44 3m44

30 43 髙藤　夕凪(1) 札幌北都 +2.4 +2.4



共通女子走幅跳

予　選　通過記録 4m80

2組

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過

ﾏｴｶﾜ ﾋﾅ 札幌 5m09 5m09

1 183 前川　日菜(2) 札幌向陵 +1.2 +1.2 Q
ﾅﾗ ｱｲｶ 函館 4m73 4m85 4m85

2 373 奈良　藍花(2) ＮＡＳＳ +1.4 +1.3 +1.3 Q
ﾁﾊﾞ ｸﾐﾅ 札幌 4m71 4m84 4m84

3 119 千葉紅美和(1) 札幌栄 +0.7 +1.0 +1.0 Q
ｸﾜｼﾞﾏ ｺｺ 全十勝 × 4m79 × 4m79

4 518 桒島　瑚子(2) 帯広南町 +1.1 +1.1 q
ｴﾋﾞﾅ ｽｽﾞｶ 旭川 4m28 4m64 × 4m64

5 318 蝦名　涼花(2) 旭川東鷹栖 +0.8 +1.3 +1.3 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾞｷ 石狩 4m58 4m53 4m63 4m63

6 251 小林　美月(1) 北広島西の里 +0.8 +1.0 +1.4 +1.4
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾝｶ 釧路 × × 4m56 4m56

7 543 小野寺鈴華(2) 釧路共栄 +1.8 +1.8
ﾅｶﾞﾉ ﾎﾉｶ オホーツク 4m51 4m43 4m54 4m54

8 599 長野　萌果(1) 北見高栄 +1.0 +1.7 +2.2 +2.2
ｻﾄｳ ﾊｿﾗ 札幌 4m42 4m52 4m53 4m53

9 60 佐藤　葉空(1) 厚別アスリートアカデミー +1.5 +0.6 +0.9 +0.9
ｵｸﾞﾘ ﾕｳｷ 釧路 4m50 × 4m29 4m50

10 572 小栗　有貴(1) 白糠庶路学園 +0.5 +1.5 +0.5
ﾎﾘｼﾀ ﾕｱ 東胆振 3m36 4m38 4m44 4m44

11 470 堀下　結愛(1) 苫小牧緑陵 +1.1 +0.9 +1.3 +1.3
ｲﾅﾊﾞ ｻｴ 釧路 4m17 4m40 × 4m40

12 568 稲葉　小絵(2) 厚岸真龍 +1.3 +1.5 +1.5
ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 旭川 4m38 4m21 4m17 4m38

13 306 斎藤真咲暉(2) 旭川明星 +2.4 +1.5 +1.5 +2.4
ﾅｶﾞﾀ ｱﾔﾉ 渡島 × 4m35 4m32 4m35

14 391 永田　彩乃(1) 北斗上磯 +0.7 +1.5 +0.7
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁﾙ 上川中央 × 4m08 4m29 4m29

15 326 吉田美千琉(2) 上川 +0.9 +1.5 +1.5
ﾋﾗﾀ ﾁﾋﾛ 石狩 4m23 4m12 3m90 4m23

16 236 平田　千尋(2) 千歳勇舞 +1.1 +1.7 +2.7 +1.1
ﾓﾘﾏﾂ ﾐﾗｲ 全十勝 × × 4m23 4m23

17 510 森松　未来(1) 浦幌 +2.4 +2.4
ｵｵﾀｶ ﾘｵﾝ 渡島 4m21 4m17 4m16 4m21

18 399 大髙　凜音(1) 北斗浜分 +1.0 +1.1 +2.1 +1.0
ﾖｼﾅｶﾞ ｻｸﾗ 西胆振 3m93 3m93 4m13 4m13

19 449 吉永　　桜(1) 伊達 +1.2 +2.2 +2.1 +2.1
ﾓﾘｶﾜ ｱｵｲ 石狩 4m11 3m88 4m00 4m11

20 256 森川　　葵(2) 当別西当別 +2.1 +1.4 +1.9 +2.1
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｱﾗ オホーツク 3m60 4m11 3m96 4m11

21 610 遠藤りあら(2) 網走第二 +1.1 +2.2 +2.1 +2.2
ｵﾉ ﾊﾙｶ 札幌 4m09 3m99 3m80 4m09

22 17 小野　晴香(1) 札幌北辰 +0.8 +0.5 +2.7 +0.8
ﾐﾁｼﾀ ﾋﾖﾘ 全十勝 4m05 4m07 4m08 4m08

23 501 道下　陽代(2) 芽室 +0.9 +0.6 +1.8 +1.8
ｴﾀﾞﾋﾛ ｱﾔﾒ 札幌 3m78 4m05 3m86 4m05

24 63 枝廣　彩芽(2) 札幌平岡 +1.2 +1.4 +2.0 +1.4
ﾐｳﾗ ｱﾝ 札幌 4m05 × × 4m05

25 18 三浦　　杏(1) 札幌厚別 +1.1 +1.1
ｺｸﾞﾏ ﾐｶﾘ 東胆振 × 3m98 × 3m98

26 471 小熊美香莉(2) 苫小牧凌雲 +1.8 +1.8
ﾌﾙｻﾜ ｷｮｳｶ 渡島 3m85 3m86 3m95 3m95

27 414 古澤　恭佳(2) 八雲 +1.1 +1.8 +2.2 +2.2
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｶ 後志 2m52 × × 2m52

28 285 藤本　結花(2) 余市東 +0.7 +0.7



共通女子走幅跳

決　勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録

ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 西胆振 × 4m93 5m18 5m10 5m19 × 5m19

1 434 髙橋　美月(2) 室蘭桜蘭 +1.3 +2.1 +1.1 +1.6 +1.6
ﾏｴｶﾜ ﾋﾅ 札幌 × 4m98 × 5m08 5m18 × 5m18

2 183 前川　日菜(2) 札幌向陵 +1.3 +1.4 +1.0 +1.0
ﾁﾊﾞ ｸﾐﾅ 札幌 4m98 5m04 5m11 5m03 5m17 4m94 5m17

3 119 千葉紅美和(1) 札幌栄 +1.2 +0.9 +1.0 +1.7 +0.7 +1.5 +0.7
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾚﾝ 釧路 4m94 5m00 5m04 4m96 5m06 5m02 5m06

4 540 松田　果蓮(2) 釧路共栄 +1.8 +0.3 +2.5 +1.6 +1.2 +0.1 +1.2
ｷｸﾁ ｱｲｶ 後志 4m91 4m90 4m79 4m70 4m92 4m97 4m97

5 286 菊池　藍花(1) 余市東 +1.3 +1.2 +1.0 +1.5 +1.6 +0.5 +0.5
ｵﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 石狩 4m44 4m95 × 4m77 4m85 4m54 4m95

6 254 小田　葉月(2) 当別西当別 +0.7 +0.5 +1.2 +1.2 +0.3 +0.5
ﾅﾗ ｱｲｶ 函館 × 4m88 4m91 4m44 × 4m92 4m92

7 373 奈良　藍花(2) ＮＡＳＳ +2.5 +1.5 +1.2 +1.0 +1.0
ｸﾜｼﾞﾏ ｺｺ 全十勝 4m75 4m74 4m92 × × × 4m92

8 518 桒島　瑚子(2) 帯広南町 +1.0 +1.6 +1.1 +1.1
ﾂﾁﾔ ﾘﾝ 東胆振 4m90 × × 4m90

9 479 土屋　　凜(2) 安平追分 +1.8 +1.8
ｶﾝﾀﾞ ﾙｱﾝ 札幌 4m83 4m70 4m82 4m83

10 59 神田　琉杏(1) 厚別アスリートアカデミー +2.1 +0.7 +2.2 +2.1
ｴﾋﾞﾅ ｽｽﾞｶ 旭川 4m58 4m66 × 4m66

11 318 蝦名　涼花(2) 旭川東鷹栖 +0.8 +1.1 +1.1

共通女子砲丸投(2.721kg)

日本中学記録(JHR)       16m88     奥山　琴未(岡山・上道)                2018

北海道中学記録(HJR)     15m23     久保田亜由(十勝・池田)                2016 9月23日 11:00 予　選

大会記録(GR)            13m95     久保田亜由(十勝・池田)                2015 9月23日 14:00 決　勝

予　選　通過記録 9m60

1組

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過

ﾂｼﾞ ﾏﾕ 渡島

1 386 辻　　茉侑(2) 北斗上磯 10m82 10m82 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾚｱ 釧路

2 569 原田　玲杏(2) 厚岸真龍 10m25 10m25 Q
ﾌｼﾞﾔ ﾘﾝｺ 檜山

3 421 藤谷　凜子(2) せたな大成 9m52 9m68 9m68 Q
ｷﾑﾗ ﾁｴﾘ 札幌

4 10 木村千恵里(2) 札幌藻岩 9m66 9m66 Q
ｻｲﾄｳ ｱｲｶ 富良野

5 337 齊藤　愛夏(1) 富良野東 9m62 9m62 Q
ﾐｽﾞﾀﾘ ﾄｳｺ 根室

6 579 水足　透子(1) 別海上春別 8m90 9m53 9m00 9m53 q
ﾔﾅﾋﾞﾔ ﾐｳ 石狩

7 257 柳谷　美有(2) 当別西当別 8m12 8m79 9m20 9m20 q
ｼﾀﾆ ﾊﾙﾅ 全十勝

8 531 志谷　遥名(2) 本別 8m96 9m04 8m96 9m04
ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾅﾐ 根室

9 577 杉本茉奈美(2) 別海上風連 8m85 8m78 8m55 8m85
ﾋﾗﾔﾏ ｻｱﾗ 士別

10 350 平山　咲蘭(2) 士別南 8m31 8m53 7m80 8m53
ﾀｹﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 札幌

11 96 武山のどか(2) 札幌真駒内 8m41 × × 8m41
ｲｲ ｱｵｲ 留萌

12 292 伊井あおい(2) 留萌 7m84 7m88 8m22 8m22
ﾔﾔﾅｷﾞ ﾐｸ 全十勝

13 484 矢柳　美空(2) 音更下音更 × 8m11 7m91 8m11
ｲﾀﾆ ﾉﾉ 西胆振

14 454 井谷　穏乃(2) 伊達大滝 7m45 7m61 8m07 8m07
ﾐﾔｺｼ ﾏﾙ 札幌

15 218 宮腰　麻涼(2) 札幌栄南 7m74 5m52 7m21 7m74
ﾐﾔｶﾜ ｺﾄﾊ 札幌

16 173 宮川　琴羽(2) 札幌稲穂 6m93 6m79 7m68 7m68
ｻﾄｳ ｽｽﾞﾈ 後志

17 276 佐藤　涼音(2) 黒松内 6m93 6m29 7m17 7m17



共通女子砲丸投(2.721kg)

予　選　通過記録 9m60

2組

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過

ｲｽﾞﾐﾀﾆ ﾕｲ 全十勝

1 495 泉谷　　結(2) 清水 10m53 10m53 Q
ｽｽﾞｷ ｺｺﾅ 檜山

2 422 鈴木　心絆(1) せたな大成 10m20 10m20 Q
ｲｹﾀﾞ ﾕｲ 札幌

3 45 池田　侑未(2) 札幌 9m74 9m74 Q
ﾄﾘﾔﾏ ｻｴ 石狩

4 248 鳥山　紗衣(2) 北広島大曲 9m66 9m66 Q
ﾏﾂｵｶ ﾐﾜ 全十勝

5 532 松岡　美和(2) 幕別糠内 9m48 8m99 9m40 9m48 q
ｼﾝﾊﾏ ﾋﾅ 根室

6 576 新濱　妃奈(2) 別海野付 8m21 8m67 9m18 9m18
ｶﾝﾄｳ ｱｵｲ 札幌

7 80 菅藤　　碧(2) 札幌発寒 7m13 8m16 9m15 9m15
ﾔｸﾞﾁ ﾐﾕ 札幌

8 11 谷口　心優(2) 札幌藻岩 8m34 8m48 8m90 8m90
ｶﾈﾀ ﾓﾓｶ オホーツク

9 606 兼田　桃香(2) 北見常呂 8m80 8m55 7m70 8m80
ｱﾜﾉ ﾘｵ 根室

10 578 粟野　凜音(1) 別海上春別 7m83 8m43 8m70 8m70
ﾑﾗﾔﾏ ｱﾐ 根室

11 581 村山　愛美(2) 別海中央 8m51 8m32 8m44 8m51
ﾔﾏﾊﾀ ﾊﾙｶ 函館

12 362 山端　　悠(2) 函館桔梗 7m79 8m34 8m48 8m48
ﾑﾗｶﾐ ﾓﾅﾐ 渡島

13 384 村上萌成実(1) 知内 8m34 8m46 7m94 8m46
ｻｲﾄｳ ﾌｳﾅ 全十勝

14 522 齋藤　楓奈(2) 帯広南町 7m21 8m41 8m37 8m41
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ 西胆振

15 446 渡辺　優花(2) 本室蘭 × 8m24 × 8m24
ｷﾄﾞ ｻｸﾗ 札幌

16 34 木戸さくら(2) 札幌手稲 8m18 7m09 7m70 8m18
ｶﾗｶﾜ ﾅﾂｷ オホーツク

17 591 唐川　捺稀(2) 湧別 6m70 7m53 7m63 7m63
ﾜｶﾏﾂ ﾐｻｷ 小樽

18 272 若松　美咲(1) 小樽朝里 7m01 7m35 7m32 7m35

決　勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録

ﾂｼﾞ ﾏﾕ 渡島

1 386 辻　　茉侑(2) 北斗上磯 11m12 11m60 9m27 × 11m97 × 11m97

ｽｽﾞｷ ｺｺﾅ 檜山

2 422 鈴木　心絆(1) せたな大成 10m33 10m69 9m86 10m75 10m98 10m77 10m98

ﾊﾗﾀﾞ ﾚｱ 釧路

3 569 原田　玲杏(2) 厚岸真龍 10m27 9m68 9m40 9m83 10m88 10m76 10m88

ｲｹﾀﾞ ﾕｲ 札幌

4 45 池田　侑未(2) 札幌 9m68 10m22 10m64 9m78 10m31 9m78 10m64

ｲｽﾞﾐﾀﾆ ﾕｲ 全十勝

5 495 泉谷　　結(2) 清水 10m15 10m29 9m81 10m01 9m21 10m34 10m34

ﾌｼﾞﾔ ﾘﾝｺ 檜山

6 421 藤谷　凜子(2) せたな大成 9m99 7m64 8m97 10m15 9m87 9m73 10m15

ｻｲﾄｳ ｱｲｶ 富良野

7 337 齊藤　愛夏(1) 富良野東 9m88 8m62 × 9m31 × 9m22 9m88

ｷﾑﾗ ﾁｴﾘ 札幌

8 10 木村千恵里(2) 札幌藻岩 9m68 8m81 9m82 8m72 9m41 9m30 9m82

ﾄﾘﾔﾏ ｻｴ 石狩

9 248 鳥山　紗衣(2) 北広島大曲 9m80 9m80 9m16 9m80

ﾏﾂｵｶ ﾐﾜ 全十勝

10 532 松岡　美和(2) 幕別糠内 8m04 9m36 9m11 9m36

ﾔﾅﾋﾞﾔ ﾐｳ 石狩

11 257 柳谷　美有(2) 当別西当別 9m24 9m18 × 9m24

ﾐｽﾞﾀﾘ ﾄｳｺ 根室

12 579 水足　透子(1) 別海上春別 8m47 8m97 8m82 8m97



共通女子四種競技(女子)

日本中学記録(JHR)       3172      藤森　菜那(静岡・入野)                2012

北海道中学記録(HJR)     2920      佐藤　彩香(十勝・音更駒場)            2004

大会記録(GR)            2670      玉置菜々子(札幌・屯田北)              2014

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合

15.78 1m44 10m15 28.94

1 540 -1.0 -1.4 2394

(741) (555) (539) (559)

15.94 1m50 7m85 28.52

2 140 -1.0 -1.4 2323

(722) (621) (390) (590)

15.92 1m44 6m47 28.59

3 284 -1.0 -1.4 2165

(724) (555) (301) (585)

16.74 1m35 8m27 28.63

4 144 -1.0 -1.4 2085

(626) (460) (417) (582)

17.84 1m41 8m17 28.04

5 172 -1.0 -1.4 2066

(505) (523) (410) (628)

17.19 1m30 10m52 29.83

6 592 -1.0 -1.4 2042

(575) (409) (564) (494)

17.18 1m30 7m96 28.41

7 373 -0.5 -1.4 1981

(576) (409) (397) (599)

17.08 1m30 7m41 29.04

8 92 -1.0 -0.8 1908

(587) (409) (361) (551)

18.85 1m41 7m35 29.00

9 485 -2.2 -1.3 1838

(404) (523) (357) (554)

17.87 1m38 7m29 30.22

10 21 -0.5 -0.8 1814

(502) (491) (354) (467)

17.54 1m25 8m94 30.36

11 511 -0.5 -0.8 1813

(537) (359) (460) (457)

17.78 1m35 7m10 29.85

12 32 -0.5 -0.8 1805

(511) (460) (341) (493)

17.31 1m30 6m73 30.08

13 53 -0.5 -0.8 1766

(562) (409) (318) (477)

17.18 1m25 7m46 30.61

14 145 -0.5 -0.8 1740

(576) (359) (365) (440)

18.89 1m44 6m98 30.61

15 497 -2.2 -0.8 1730

(401) (555) (334) (440)

18.46 1m30 7m42 30.34

16 108 -2.2 -1.3 1672

(442) (409) (362) (459)

17.87 1m30 5m81 30.73

17 116 -0.5 -1.3 1602

(502) (409) (259) (432)

19.10 1m30 6m74 31.86

18 244 -2.2 -1.3 1468

(381) (409) (318) (360)

19.50 1m30 5m91 30.62

19 228 -2.2 -1.3 1460

(345) (409) (266) (440)

18.98 1m30 5m72 31.42

20 35 -2.2 -1.3 1442

(392) (409) (254) (387)

19.58 1m35 5m25 31.41

21 468 -0.5 -1.3 1410

(338) (460) (224) (388)

DQ 1m25 6m89 30.80

22 189 -1.3 1115

(0) (359) (328) (428)

氏名 所属

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾚﾝ 釧路

松田　果蓮 釧路共栄

(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊﾈ 札幌

山口　虹羽 札幌光陽

(2)
ｳﾉ ﾄﾓｶ 後志

宇野　朋花 余市東

(2)
ﾊﾏﾑｷ ﾊﾙﾅ 札幌

浜向　遥菜 札幌真栄

(2)
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞﾅ 札幌

工藤夢珠奈 札幌稲穂

(2)
ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ ｵﾎｰﾂｸ

白石　　光 北見光西

(2)
ﾅﾗ ｱｲｶ 函館

奈良　藍花 ＮＡＳＳ

(2)
ﾎﾝﾏ ﾉﾉｶ 札幌

本間ののか 札幌清田

(2)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 全十勝

高橋飛那乃 音更緑南

(2)
ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ 札幌

小山ひかる 札幌屯田北

(2)
ﾆｲﾂ ｻﾗ 全十勝

新津　咲羅 足寄

(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 札幌

山本　明里 札幌手稲

(2)
ﾓﾘｼﾀ ｶﾚﾝ 札幌

森下かれん 札幌前田

(2)
ﾓﾛｻﾜ ｱｲﾙ 札幌

諸澤　愛琉 札幌真栄

(2)
ﾅﾘﾏﾂ ﾏｲ 全十勝

成松　舞衣 清水

(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 札幌

渡邉　朱夏 札幌青葉

(2)
ﾔﾅｶﾞﾜ ｶﾎ 札幌

栁川　果歩 札幌栄

(2)
ﾓﾄﾐﾔ ﾘﾘﾝ 石狩

本宮　俐凛 青葉陸上スポーツ少年団

(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 石狩

中村　　遼 千歳

(2)
ﾂｶﾞﾜ ﾎﾉﾘ 札幌

津川歩乃梨 札幌手稲

(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｼﾞｭ 東胆振

渡辺　華珠 苫小牧東

(2)

(1)
ﾐﾌﾞ ﾁﾊﾅ 札幌

壬生　知花 札幌北陽


