
女子Ａ100m

北海道中学記録(HJR)          11.79     鈴木くるみ(道北・上富良野)            2016 9月1日 11:00 予　選

大会記録(GR)                 12.09     石堂　陽奈(道南・八雲)                2017 9月1日 16:10 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 (風:+0.8) 2組 (風:+2.3)

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾐﾅﾐ ｳﾗﾗ 釧路地方 ｼﾐｽﾞ ﾗｲ 札幌

1 308 南　うらら(3) 浜中散布 12.65 Q 1 143 清水　　礼(3) 札幌真駒内曙 12.54 Q

ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞﾅ 札幌 ｱｻﾋ ﾕｷﾅ 室蘭地方

2 127 工藤夢珠奈(3) 札幌稲穂 13.13 2 77 旭　　来夏(3) 伊達光陵 12.79 q

ｷﾀﾏ ﾚﾅ 札幌 ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 室蘭地方

3 138 北間　玲奈(3) 札幌上篠路 13.15 3 92 齊藤　ひな(3) 本室蘭 12.82 q

ｻﾄｳ ｱﾕ オホーツク ﾀｶﾊｼ ﾐｿﾗ 道南

4 324 佐藤　愛夕(3) 北見常呂 13.19 4 35 髙橋　美空(3) 函館港 13.02

ﾐﾖｼ ﾏﾘﾝ 道北 ﾐｽﾞﾉ ﾘﾝ 釧路地方

5 205 三好　真鈴(3) 旭川緑が丘 13.39 5 302 水野　　琳(3) 厚岸真龍 13.18

ﾗｸﾔﾏ ｱｲﾉ 十勝 ﾐﾔｶﾜ ｺﾄﾊ 札幌

6 258 樂山　愛乃(3) 帯広第八 13.46 6 128 宮川　琴羽(3) 札幌稲穂 13.38

ﾀﾑﾗ ｶﾎ 道北 ｺｸﾞﾏ ﾐｶﾘ 苫小牧

7 217 田村　果穂(3) 東神楽 13.78 7 105 小熊美香莉(3) 苫小牧凌雲 13.50

3組 (風:+1.4) 4組 (風:+1.5)

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾉｳﾑﾗ ﾙﾅ 空知 ｻﾒｻﾞﾜ ｾｲｶ 札幌

1 181 納村　琉愛(3) 深川一已 12.46 Q 1 147 鮫澤　聖香(3) 札幌前田 12.53 Q

ｵｵｻﾜ ﾙｶ 空知 ｲｼﾀﾞ ﾏﾕｳ 苫小牧

2 185 大沢　瑠華(3) 滝川明苑 12.87 2 109 石田　真夕(3) 苫小牧和光 12.71 q

ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ 釧路地方 ﾅｶﾂｶ ﾉﾄﾞｶ 釧路地方

3 282 馬場　歩果(3) 釧路共栄 12.92 3 298 中塚　和花(3) 釧路富原 12.86 q

ｶﾀﾔﾏ ﾅﾂﾐ 道南 ｻﾜﾑﾗ ｱｲｶ 十勝

4 46 片山　夏摘(3) 北斗上磯 13.36 4 246 澤村　愛花(3) 士幌町中央 13.05

ｳｴｽｷﾞ ｻｸﾗｺ 札幌 ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 札幌

5 123 上杉さくら子(3) 札幌あいの里東 13.46 5 129 佐藤　陽向(3) 札幌稲穂 13.22

ﾀﾅｶ ﾐﾎ 道北 ｽｶﾞ ﾐﾘｱ 道北

6 199 田中　美穂(3) 旭川東鷹栖 13.53 6 202 菅　望莉愛(3) 旭川明星 13.28

ﾅｶﾓﾄ ｻﾘﾔ 道北 ｵｵﾏｴ ﾅｵｺ 札幌

204 中本咲里耶(3) 旭川緑が丘 DNS 7 158 大前　直子(3) 札幌北都 14.18

決　勝　
(風:+2.9)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｻﾒｻﾞﾜ ｾｲｶ 札幌

1 147 鮫澤　聖香(3) 札幌前田 12.02

ﾉｳﾑﾗ ﾙﾅ 空知

2 181 納村　琉愛(3) 深川一已 12.08

ｼﾐｽﾞ ﾗｲ 札幌

3 143 清水　　礼(3) 札幌真駒内曙 12.37

ｲｼﾀﾞ ﾏﾕｳ 苫小牧

4 109 石田　真夕(3) 苫小牧和光 12.49

ﾐﾅﾐ ｳﾗﾗ 釧路地方

5 308 南　うらら(3) 浜中散布 12.64

ｱｻﾋ ﾕｷﾅ 室蘭地方

6 77 旭　　来夏(3) 伊達光陵 12.70

ﾅｶﾂｶ ﾉﾄﾞｶ 釧路地方

7 298 中塚　和花(3) 釧路富原 12.72

ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 室蘭地方

8 92 齊藤　ひな(3) 本室蘭 12.82



女子Ａ200m

北海道中学記録(HJR)          24.52     佐藤志保里(道南・江差)                2018 9月1日 09:00 予　選

大会記録(GR)                 24.71     石堂　陽奈(道南・八雲)                2017 9月1日 14:00 決　勝

予　選　3組1着＋5

1組 (風:-0.2) 2組 (風:+1.3)

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ｲｼﾀﾞ ﾏﾕｳ 苫小牧 ｼﾐｽﾞ ﾗｲ 札幌

1 109 石田　真夕(3) 苫小牧和光 26.53 Q 1 143 清水　　礼(3) 札幌真駒内曙 26.60 Q

ｱｻﾋ ﾕｷﾅ 室蘭地方 ｵｵｻﾜ ﾙｶ 空知

2 77 旭　　来夏(3) 伊達光陵 26.76 q 2 185 大沢　瑠華(3) 滝川明苑 27.23 q

ﾀｹｶﾞﾊﾗ ﾅﾅ 札幌 ｶﾜﾏﾀ ﾕﾅ 札幌

3 160 竹ヶ原　虹(3) 札幌北都 27.39 3 124 川又　友菜(3) 札幌あいの里東 27.38 q

ｻﾜﾑﾗ ｱｲｶ 十勝 ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 札幌

4 246 澤村　愛花(3) 士幌町中央 27.96 4 129 佐藤　陽向(3) 札幌稲穂 27.98

ﾐﾔｶﾜ ｺﾄﾊ 札幌 ﾗｸﾔﾏ ｱｲﾉ 十勝

5 128 宮川　琴羽(3) 札幌稲穂 28.11 5 258 樂山　愛乃(3) 帯広第八 28.02

ｵｵｸﾞｼ ﾅﾅﾐ オホーツク ﾐﾖｼ ﾏﾘﾝ 道北

6 320 大串　七海(3) 北見高栄 28.33 6 205 三好　真鈴(3) 旭川緑が丘 28.22

ﾆｼﾔ ﾕﾅ 道南

7 18 西谷　優那(3) 七飯大中山 28.48

3組 (風:-0.4)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ｻﾒｻﾞﾜ ｾｲｶ 札幌

1 147 鮫澤　聖香(3) 札幌前田 25.58 Q

ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞﾅ 札幌

2 127 工藤夢珠奈(3) 札幌稲穂 26.77 q

ﾀｶﾊｼ ﾐｿﾗ 道南

3 35 髙橋　美空(3) 函館港 26.98 q

ﾅｶﾂｶ ﾉﾄﾞｶ 釧路地方

4 298 中塚　和花(3) 釧路富原 27.91

ｽｶﾞ ﾐﾘｱ 道北

5 202 菅　望莉愛(3) 旭川明星 28.21

ﾃﾗｵｶ ｱｵｲ 札幌

6 154 寺岡　蒼依(3) 札幌柏丘 28.47

決　勝　
(風:+2.3)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｻﾒｻﾞﾜ ｾｲｶ 札幌

1 147 鮫澤　聖香(3) 札幌前田 25.34

ｼﾐｽﾞ ﾗｲ 札幌

2 143 清水　　礼(3) 札幌真駒内曙 26.17

ｲｼﾀﾞ ﾏﾕｳ 苫小牧

3 109 石田　真夕(3) 苫小牧和光 26.19

ｱｻﾋ ﾕｷﾅ 室蘭地方

4 77 旭　　来夏(3) 伊達光陵 26.54

ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞﾅ 札幌

5 127 工藤夢珠奈(3) 札幌稲穂 26.64

ｵｵｻﾜ ﾙｶ 空知

6 185 大沢　瑠華(3) 滝川明苑 26.84

ﾀｶﾊｼ ﾐｿﾗ 道南

7 35 髙橋　美空(3) 函館港 26.87

ｶﾜﾏﾀ ﾕﾅ 札幌

8 124 川又　友菜(3) 札幌あいの里東 27.60



女子Ａ3000m

北海道中学記録(HJR)        9:45.16     岡田　　芽(道南・北斗上磯)            2009

大会記録(GR)              10:00.84     地原菜津美(札幌・札幌山鼻)            2007 9月1日 15:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕﾅ 道北 ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 十勝

1 190 小林美夕菜(3) 旭川啓北 10:25.01 11 230 佐藤わかな(3) 音更下音更 11:28.88

ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾗ 道北 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾅ 釧路地方

2 218 吉田さくら(3) 東神楽 10:41.25 12 304 北島　奈々(3) 中標津広陵 11:32.36

ｲｽﾞﾐ ﾓﾓｶ 道北 ｺﾊﾞﾀ ﾕｱﾝ 十勝

3 191 泉　　桃果(3) 旭川神居東 10:46.16 13 244 木幡　柚杏(3) 音更緑南 11:44.17

ﾓﾘﾀ ﾅﾅﾊ 釧路地方 ｸﾎﾞﾀ ｼﾉ 道南

4 284 森田　七羽(3) 釧路共栄 10:56.15 14 3 窪田　紫乃(3) CRS 11:47.59

ｱﾘﾓﾄ ｱﾔﾉ 空知 ｵｻﾅｲ ﾐｽﾞｷ 道南

5 186 有本　彩乃(3) 滝川明苑 11:05.66 15 44 小山内瑞葵(3) 北斗上磯 12:00.49

ﾌｾ ｱﾕﾐ 札幌 ﾏﾂｷ ﾅﾅﾐ 苫小牧

6 126 布施　歩海(3) 札幌あいの里東 11:09.67 16 101 松木　七光(3) 苫小牧開成 12:23.43

ｲﾏｲ ｺﾄﾈ 道北 ｱﾀﾞﾁ ｽｽﾞｶ 十勝

7 221 今井　琴音(3) 富良野西 11:12.79 17 238 安達　涼華(3) 音更 12:38.84

ｸﾄﾞｳ ﾘﾝｶ オホーツク ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ オホーツク

8 334 工藤　凜果(3) 湧別 11:13.33 311 白石　　光(3) オホーツクAC DNF

ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗ 道南 ｲｼｶﾜ ｲﾁｺﾞ 小樽後志

9 28 松本　夢来(3) 函館亀田 11:14.40 66 石川　　苺(3) 小樽西陵 DNF

ﾉｾ ﾏﾅｶ 道北 ﾂｸｲ ﾄｵﾝ 札幌

10 215 能勢　茉央(3) 上富良野 11:25.92 151 津久井音媛(3) 札幌藻岩 DNS

女子Ａ100mYH(0.762m-8.5m)

北海道中学記録(HJR)          14.04     村岡　柊有(釧路・釧路景雲)            2014 9月1日 11:45 予　選

大会記録(GR)                 14.42     中山　璃子(空知・岩見沢明成)          2017 9月1日 14:25 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 (風:+0.9) 2組 (風:+1.2)

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ 釧路地方 ｻｻｷ ﾘﾝｸ 道南

1 282 馬場　歩果(3) 釧路共栄 14.57 ○,Q 1 1 佐々木凛來(3) CRS 15.65 Q

ｻﾄｳ ｱﾕ オホーツク ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 札幌

2 324 佐藤　愛夕(3) 北見常呂 16.38 q 2 141 坂東　　凜(3) 札幌新陵 16.39 q

ｲｼｲ ﾚﾅ 十勝 ﾊﾔｼ ﾙｲ 十勝

3 239 石井　麗菜(3) 音更 16.41 q 3 232 林　　るい(3) 音更下音更 17.12

ｸﾜｼﾞﾏ ｺｺ 十勝 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋﾅ 札幌

4 264 桒島　瑚子(3) 帯広南町 17.05 4 159 森長　姫花(3) 札幌北都 17.22

ｱｷﾀ ﾅﾅ 小樽後志 ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔﾉ 札幌

5 65 秋田　菜那(3) 小樽西陵 17.06 5 144 永島　綾乃(3) 札幌星置 18.20

ﾀﾑﾗ ｶﾎ 道北 ﾐﾌﾞ ﾁﾊﾅ 札幌

6 217 田村　果穂(3) 東神楽 17.28 6 169 壬生　知花(3) 札幌北陽 18.48

ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 十勝

7 242 髙橋飛那乃(3) 音更緑南 17.52

3組 (風:+0.9) 4組 (風:+1.5)

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾐﾅﾐ ｳﾗﾗ 釧路地方 ﾉｳﾑﾗ ﾙﾅ 空知 GR,○

1 308 南　うらら(3) 浜中散布 14.82 Q 1 181 納村　琉愛(3) 深川一已 14.27 Q

ｲﾄｳ ﾘｻ 道南 ｳﾉ ﾄﾓｶ 小樽後志

2 2 伊藤　里桜(3) CRS 16.46 2 73 宇野　朋花(3) 余市東 15.72 q

ｲﾄｳ ｼｵﾘ 苫小牧 ｷﾀﾉ ﾏﾎ オホーツク

3 110 伊藤　　栞(3) 苫小牧和光 16.51 3 329 北野　眞帆(3) 北見北 16.56

ﾅｶﾑﾗ ｻﾘｴ 室蘭地方 ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 釧路地方

4 94 中村沙梨慧(3) 本室蘭 16.55 4 287 伊藤　胡桃(3) 釧路景雲 17.24

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾘﾝ 十勝 ﾐﾅﾐﾊﾀ ｶｽﾞﾊ 札幌

5 234 松原　香凜(3) 音更下音更 16.95 5 125 南畑　万葉(3) 札幌あいの里東 17.27

ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ 札幌 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 札幌

6 140 佐藤　涼果(3) 札幌新琴似 17.24 6 157 齋藤　綾乃(3) 札幌福井野 17.71

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m 1600m 2000m 2400m 2800m

ナンバー 66 66 66 66 66 66 190 190

記録 1:08 2:26 3:07 3:49 5:14 6:43 8:22 9:43
決　勝



決　勝　
(風:-0.4)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｳﾑﾗ ﾙﾅ 空知

1 181 納村　琉愛(3) 深川一已 14.10 GR,○

ﾐﾅﾐ ｳﾗﾗ 釧路地方

2 308 南　うらら(3) 浜中散布 14.52 ○

ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ 釧路地方

3 282 馬場　歩果(3) 釧路共栄 14.56 ○

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 札幌

4 141 坂東　　凜(3) 札幌新陵 14.95

ｻｻｷ ﾘﾝｸ 道南

5 1 佐々木凛來(3) CRS 15.04

ｳﾉ ﾄﾓｶ 小樽後志

6 73 宇野　朋花(3) 余市東 15.79

ｻﾄｳ ｱﾕ オホーツク

7 324 佐藤　愛夕(3) 北見常呂 15.92

ｲｼｲ ﾚﾅ 十勝

8 239 石井　麗菜(3) 音更 16.45
凡例  GR:大会記録 ○:標準記録

女子Ａ走高跳

北海道中学記録(HJR)           1m72     京谷　萌子(道南・函館潮光)            2006

大会記録(GR)                  1m63     金丸　妃菜(釧路・厚岸真籠)            2014

大会記録(GR)                  1m63     上原麻友子(札幌・札幌あいの里東)      2018 9月1日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾅｶﾓﾄ ｻﾘﾔ 道北 － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 204 中本咲里耶(3) 旭川緑が丘 1m54
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾚﾝ 釧路地方 － － ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

2 283 松田　果蓮(3) 釧路共栄 1m54
ｶｹﾞﾔﾏ ｺｺﾈ 小樽後志 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 63 景山　心音(3) 黒松内 1m51
ﾓﾘ ｱﾔｶ オホーツク － ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

4 326 森　　彩夏(3) 北見常呂 1m51
ﾅﾘﾏﾂ ﾏｲ 十勝 － － × ○ ○ × × ×

5 255 成松　舞衣(3) 清水 1m45
ﾌﾅﾐ ｻｸﾗ 十勝 ○ ○ ○ × × ×

6 243 船見さくら(3) 音更緑南 1m40
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 札幌 － × ○ × ○ × × ×

7 141 坂東　　凜(3) 札幌新陵 1m40
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾉ 道北 ○ ○ × × ○ × × ×

8 198 窪田　梨乃(3) 旭川東鷹栖 1m40
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 十勝 ○ × ○ × × ×

9 242 髙橋飛那乃(3) 音更緑南 1m35
ｳﾉ ﾄﾓｶ 小樽後志 ○ × ○ × × ×

9 73 宇野　朋花(3) 余市東 1m35
ｻｶﾏｷ ﾊﾙﾅ 室蘭地方 × ○ × × ×

11 93 酒巻　遥菜(3) 本室蘭 1m30
ﾐﾌﾞ ﾁﾊﾅ 札幌 － × × ×

169 壬生　知花(3) 札幌北陽 NM
凡例  NM:記録なし

1m57
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 1m54
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m30

1m60



女子Ａ砲丸投(4.000kg)

北海道中学記録(HJR)          12m67     久保田亜由(十勝・池田)                2016

大会記録(GR)                 12m67     久保田亜由(十勝・池田)                2016 9月1日 14:40 決　勝    

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 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｼﾞ ﾏﾕ 道南

1 42 辻　　茉侑(3) 北斗上磯 9m63 9m56 10m56 10m58 10m25 10m71 10m71

ｲｽﾞﾐﾀﾆ ﾕｲ 十勝

2 254 泉谷　　結(3) 清水 × 8m46 9m08 9m10 9m43 9m30 9m43

ﾌｼﾞﾔ ﾘﾝｺ 道南

3 13 藤谷　凜子(3) せたな大成 8m78 8m66 8m82 8m45 9m05 7m58 9m05

ｷﾄﾞ ｽｽﾞ 苫小牧

4 99 木戸　すず(3) 厚真 8m68 8m21 8m73 8m54 8m67 8m21 8m73

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾚﾝ 釧路地方

5 283 松田　果蓮(3) 釧路共栄 8m26 7m01 8m68 8m22 8m29 × 8m68

ｼﾀﾆ ﾊﾙﾅ 十勝

6 250 志谷　遥名(3) 本別 8m13 7m66 8m32 7m80 8m10 8m35 8m35

ﾏﾂｵｶ ﾐﾜ 十勝

7 273 松岡　美和(3) 幕別糠内 8m05 8m29 7m50 7m33 7m61 7m56 8m29

ﾏｽｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 十勝

8 263 増澤　菜摘(3) 帯広南町 7m36 7m98 8m10 7m53 7m22 7m88 8m10

ｲｲ ｱｵｲ 道北

9 227 伊井あおい(3) 留萌 × 8m03 × 8m03

ﾔｸﾞﾁ ﾐﾕ 札幌

10 150 谷口　心優(3) 札幌藻岩 7m85 7m87 7m42 7m87

ｶﾈﾀ ﾓﾓｶ オホーツク

11 325 兼田　桃香(3) 北見常呂 7m73 7m20 7m49 7m73

ｷﾑﾗ ﾁｴﾘ 札幌

12 149 木村千恵里(3) 札幌藻岩 7m50 7m57 7m68 7m68

ｶﾗｶﾜ ﾅﾂｷ オホーツク

13 333 唐川　捺稀(3) 湧別 7m25 7m44 7m64 7m64

ｻｲﾄｳ ﾌｳﾅ 十勝

14 262 齋藤　楓奈(3) 帯広南町 7m31 5m65 7m51 7m51

ﾔﾄｳ ｶｴﾃﾞ 札幌

15 139 矢藤　　楓(3) 札幌上篠路 7m43 6m47 7m32 7m43

ﾔﾏﾊﾀ ﾊﾙｶ 道南

16 34 山端　　悠(3) 函館桔梗 6m98 6m96 7m02 7m02

ﾔﾔﾅｷﾞ ﾐｸ 十勝

17 235 矢柳　美空(3) 音更下音更 6m91 6m72 6m59 6m91



女子Ｂ100m
北海道中学2年最高記録(HJ2R)     12.01     鈴木　咲子(道南・七飯大中山)          1990 9月1日 10:25 予　選

大会記録(GR)                 12.30     町井　愛海(道南・北斗浜分)            2015 9月1日 16:00 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:+1.0) 2組 (風:+2.1)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ｸﾄﾞｳ ｻｵ 道南 ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ 釧路地方

1 55 工藤　咲音(2) 北斗浜分 13.03 q 1 291 工藤　　凜(2) 釧路鳥取西 12.73 q
ﾏｴﾀﾞ ﾕﾅ 道央 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾕ 道北

2 175 前田　結奈(2) 江別野幌 13.19 2 213 菅原　美優(2) 士別 12.87 q
ﾅｶﾀ ﾙﾅ 道北 ﾀｹﾀﾞ ｱﾕｶ 室蘭地方

3 226 中田　來愛(2) 富良野東 13.41 3 90 武田愛結花(2) 登別幌別 13.29
ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾏｺ 小樽後志 ｻｶｳｴ ｷﾖﾘ 道南

3 60 青柳　眞子(2) 岩内第一 13.41 4 32 坂上　陽凛(2) 函館桔梗 13.48
ｶﾏｻﾞﾜ ｱﾕｶ オホーツク ﾖｼﾀﾞ ｻﾄ 札幌

5 312 釜澤　歩果(2) 遠軽 13.61 5 115 吉田　紗都(3) SJAC 13.61
ﾌﾙｶﾜ ｼﾂﾞ 道北 ｱﾗｷ ﾊｽﾈ 釧路地方

6 214 古川　紫都(2) 士別 13.67 6 293 荒木羽春音(2) 釧路鳥取 13.63
ｵｶﾀﾞ ｺｺﾅ 室蘭地方 ﾐｳﾗ ｱﾝ 札幌

7 87 岡田　心愛(3) 室蘭東明 13.98 7 172 三浦　　杏(2) 新札幌陸上クラブ 13.74
ﾂﾁﾔ ﾙｶ 十勝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾛﾊ 札幌

265 土屋　瑠花(2) 帯広翔陽 DNS 8 133 山口　彩羽(3) 札幌光陽 13.95

3組 (風:+1.5) 4組 (風:+2.2)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ｻﾄｳ ｱﾘｻ 札幌 ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ 釧路地方

1 145 佐藤ありさ(2) 札幌清田 12.65 q 1 290 菊池妃菜希(3) 釧路鳥取西 12.74 q
ｶﾜｼﾓ ﾓﾓｶ 道南 ﾔｽｲ ﾊﾙｱ 空知

2 43 川下　百華(3) 北斗上磯 12.81 q 2 178 安井　遥彩(2) 岩見沢明成 13.21
ﾀﾆﾜｷ ｱﾐ 道南 ﾀｶﾌｼﾞ ﾕｳﾅ 札幌

3 24 谷脇　愛珠(2) 知内 13.31 3 163 髙藤　夕凪(2) 札幌北都 13.45
ﾉﾛ ﾋﾅｺ 札幌 ｷｸﾁ ﾐｳ 道北

4 131 野呂　雛子(2) 札幌琴似 13.39 4 206 菊地　美羽(2) 旭川緑が丘 13.55
ﾖｺﾔﾏ ｱﾔﾈ 十勝 ﾄﾘｸﾗ ﾕｳ 十勝

5 261 横山　彩音(3) 帯広南町 13.49 5 270 鳥倉　悠生(2) 中札内 13.60
ｻｲﾄｳ ﾕﾒｶ 道南 ｲｹﾀﾞ ﾁｼﾏ 十勝

6 39 齋藤　夢花(2) 函館本通 13.60 6 259 池田　智縞(2) 帯広第八 13.67
ｵｵﾐﾁ　ﾘﾅ 十勝 ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 室蘭地方

7 245 大道　莉奈(2) 芽室 13.81 7 78 田中　胡桃(3) 伊達光陵 13.67
ﾓﾘﾀﾆ ｲｽﾞﾐ 札幌 ﾔﾏｳﾁ ｷﾗﾋﾞ 道南

8 130 森谷　泉海(2) 札幌稲穂 13.85 47 山内綺羅妃(2) 北斗上磯 DNS

5組 (風:+0.3) 6組 (風:+1.7)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ﾎﾘｼﾀ ﾕｱ 苫小牧 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 十勝

1 108 堀下　結愛(2) 苫小牧緑陵 12.77 q 1 276 髙橋　萌生(2) 幕別札内 13.01 q
ﾁﾊﾞ ｸﾐﾅ 札幌 ﾌｸﾊﾗ ﾙｱ 道南

2 113 千葉紅美和(2) AAA 13.29 2 38 福原　瑠杏(2) 函館本通 13.09
ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞｶ 道北 ﾌﾙｳﾁ ﾕｳﾅ 札幌

3 207 山下　涼華(2) 旭川緑が丘 13.32 3 121 古内　佑奈(2) 札幌あいの里東 13.41
ﾅﾘﾀ ﾘﾘｱ 室蘭地方 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 道南

4 79 成田　凜愛(2) 伊達 13.33 4 19 鈴木　里奈(3) 七飯 13.60
ﾋﾗﾔﾏ ｶﾉﾝ 道北 ｻﾄｳ ﾓｴ 釧路地方

5 211 平山　華音(2) 羽幌 13.63 5 299 佐藤　萌笑(2) 釧路富原 13.61
ﾌﾙﾌｼﾞ ｻｷ 道南 ﾎ ﾋﾋﾞｷ 苫小牧

6 52 古藤　沙輝(2) 北斗上磯 13.80 6 107 甫　妃美輝(2) 苫小牧凌雲 13.67
ﾏﾂｼﾏ ﾐｸﾙ 十勝 ｻﾄｳ ｼﾎﾘ 道南

260 松島　未来(2) 帯広南町 DNS 9 佐藤志保里(3) NASS DNS

決　勝　
(風:+3.2)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ 釧路地方

1 290 菊池妃菜希(3) 釧路鳥取西 12.50
ｻﾄｳ ｱﾘｻ 札幌

2 145 佐藤ありさ(2) 札幌清田 12.55
ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ 釧路地方

3 291 工藤　　凜(2) 釧路鳥取西 12.61
ｶﾜｼﾓ ﾓﾓｶ 道南

4 43 川下　百華(3) 北斗上磯 12.73
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 十勝

5 276 髙橋　萌生(2) 幕別札内 12.94
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾕ 道北

6 213 菅原　美優(2) 士別 12.99
ｸﾄﾞｳ ｻｵ 道南

7 55 工藤　咲音(2) 北斗浜分 13.12

ﾎﾘｼﾀ ﾕｱ 苫小牧

108 堀下　結愛(2) 苫小牧緑陵 DNS



女子Ｂ1500m

北海道中学記録(HJR)        4:27.23     岡田　　芽(道南・北斗上磯)            2009

大会記録(GR)               4:37.56     森永　渚咲(苫小牧・苫小牧光洋)        2008 9月1日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾎ ﾋﾋﾞｷ 苫小牧 ｽｽﾞｷ ﾙｶ 道北

1 107 甫　妃美輝(2) 苫小牧凌雲 5:10.65 1 192 鈴木　瑠夏(2) 旭川神居東 4:41.49

ｱﾅｻﾞﾜ ｲｵﾝ 道南 ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 道北

2 30 穴澤　維穏(2) 函館亀田 5:15.24 2 223 小池　　梓(3) 富良野西 4:54.67

ｵｸﾞﾏ ﾋﾅﾉ 十勝 ｼｾｷ ﾁﾊﾅ 札幌

3 274 小熊　　雛(3) 幕別札内 5:15.40 3 174 始関　千華(2) 北教大附属札幌 4:56.71

ﾏﾂｲ ﾉｴﾙ オホーツク ﾏﾙﾔﾏ ｺﾄﾈ 札幌

4 313 松井のえる(2) 美幌北 5:15.51 4 170 丸山　琴音(2) 札幌北陽 4:59.06

ﾓﾘｱｲ ｺﾊﾈ 小樽後志 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 札幌

5 62 盛合　恋羽(2) 倶知安 5:15.76 5 114 松田ひなた(2) SJAC 4:59.28

ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ オホーツク ﾏｽﾂﾞｶ ﾏﾚ 道北

6 332 齋藤　菜摘(2) 網走第三 5:16.33 6 220 益塚　　稀(2) 東神楽 4:59.40

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏﾅｶ 札幌 ﾕﾀﾞ ﾅﾂｷ 道南

7 135 森口まなか(2) 札幌光陽 5:16.57 7 29 湯田　夏妃(2) 函館亀田 5:00.13

ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞﾅ オホーツク ﾆｼｷ ﾕｳﾗ 道北

8 315 鈴木　瑞菜(2) 美幌北 5:19.06 8 193 二色　悠楽(2) 旭川神居東 5:00.21

ｶﾜﾑﾗ ﾏｺ 道南 ﾎﾝﾀﾞ ｱｻﾋ 釧路地方

9 17 川村　真子(3) 七飯大中山 5:19.88 9 296 本田愛咲緋(2) 釧路美原 5:03.93

ﾆｼﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 道南 ｲﾀﾔ ﾌﾐ 小樽後志

10 4 西村　佑月(2) CRS 5:22.17 10 68 板谷　芙美(2) 小樽西陵 5:07.84

ﾖｼﾑﾗ ﾕｲ 道北 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 小樽後志

11 216 吉村　友唯(2) 上富良野 5:22.57 11 61 山本　望結(2) 岩内第一 5:08.65

ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｶ 道南 ﾖｺﾔﾏ ｱｲﾅ 苫小牧

12 33 高橋　愛花(2) 函館桔梗 5:26.28 12 104 横山　愛菜(3) 苫小牧明野 5:11.91

ｵｳｷﾞﾔ ﾋﾅ 道南 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ 札幌

13 45 扇谷　陽菜(3) 北斗上磯 5:38.45 13 162 長谷川千晴(2) 札幌北都 5:15.83

ﾂｶﾀﾞ ｱﾕﾑ 十勝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾅ 札幌

14 252 塚田あゆむ(2) 本別 5:47.85 14 118 山崎　浩奈(2) TONDEN.RC 5:18.52

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｽｽﾞｷ ﾙｶ 道北

1 192 鈴木　瑠夏(2) 旭川神居東 4:41.49
ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 道北

2 223 小池　　梓(3) 富良野西 4:54.67
ｼｾｷ ﾁﾊﾅ 札幌

3 174 始関　千華(2) 北教大附属札幌 4:56.71
ﾏﾙﾔﾏ ｺﾄﾈ 札幌

4 170 丸山　琴音(2) 札幌北陽 4:59.06
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 札幌

5 114 松田ひなた(2) SJAC 4:59.28
ﾏｽﾂﾞｶ ﾏﾚ 道北

6 220 益塚　　稀(2) 東神楽 4:59.40
ﾕﾀﾞ ﾅﾂｷ 道南

7 29 湯田　夏妃(2) 函館亀田 5:00.13
ﾆｼｷ ﾕｳﾗ 道北

8 193 二色　悠楽(2) 旭川神居東 5:00.21

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 107 107 107 107

記録 1:19 2:45 3:31 4:12

ナンバー 192 192 192 192

記録 1:11 2:27 3:08 3:44

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



女子Ｂ100mH(0.762m-8.0m)

北海道中学記録(HJR)          13.64     中山　璃子(空知・岩見沢明成)          2017 9月1日 11:25 予　選

大会記録(GR)                 14.16     中山　璃子(空知・岩見沢明成)          2016 9月1日 14:25 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:+1.7) 2組 (風:+1.1)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊﾈ 札幌 ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ 釧路地方

1 134 山口　虹羽(3) 札幌光陽 16.00 q 1 288 鈴木　彩絢(2) 釧路景雲 15.36 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｼﾞｭ 苫小牧 ﾆｲﾂ ｻﾗ 十勝

2 103 渡辺　華珠(2) 苫小牧東 16.59 2 256 新津　咲羅(3) 足寄 15.70 q
ｵｶﾀﾞ ｺｺﾅ 室蘭地方 ﾀｹﾀﾞ ｱﾕｶ 室蘭地方

3 87 岡田　心愛(3) 室蘭東明 16.90 3 90 武田愛結花(2) 登別幌別 16.63
ｻｻｷ ｺﾉﾘ 室蘭地方 ｻﾄｳ ﾏﾕｶ 札幌

4 85 佐々木このり(2) 室蘭桜蘭 17.25 4 142 佐藤真由香(2) 札幌新陵 16.74
ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ オホーツク ﾐｮｳｼｮｳ ﾕｲ 十勝

5 323 池田　　葵(2) 北見小泉 17.35 5 257 明正　結依(2) 帯広第四 17.99
ﾊﾔｻｶ ｻｷ 道南 ｵｸﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 札幌

6 50 早坂　咲希(2) 北斗上磯 17.55 6 161 奥山　優月(2) 札幌北都 18.05
ｻｶﾓﾄ ﾕﾅ 道南 ｵｵﾀﾆ ﾏｲ オホーツク

7 37 坂本　結愛(2) 函館湯川 17.68 7 322 大谷　　舞(3) 北見小泉 18.19

ﾏﾂｼﾏ ﾐｸﾙ 十勝 ﾀｹｶﾞﾊﾗ ﾐｷ 釧路地方

260 松島　未来(2) 帯広南町 DNS 303 竹ヶ原美輝(2) 厚岸 DNS

3組 (風:+0.5) 4組 (風:+1.3)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ﾀﾆﾜｷ ｱﾐ 道南 ｺﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 空知

1 24 谷脇　愛珠(2) 知内 15.43 q 1 182 今田　萌花(3) 深川一已 15.44 q
ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾏｺ 小樽後志 ﾅｶﾀ ﾙﾅ 道北

2 60 青柳　眞子(2) 岩内第一 16.46 2 226 中田　來愛(2) 富良野東 16.02
ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾘ オホーツク ｶﾏｻﾞﾜ ｱﾕｶ オホーツク

3 314 中村あいり(2) 美幌北 17.01 3 312 釜澤　歩果(2) 遠軽 16.17
ﾔﾏｼﾛ ﾉｱ 札幌 ｻｶﾞ ｶｽﾞﾎ 釧路地方

4 132 山城　叶愛(2) 札幌琴似 17.11 4 301 嵯峨　和穂(3) 釧路北 16.57
ﾅｶﾞﾓﾄ ﾌﾐｶ オホーツク ｱﾗｷ ﾊｽﾈ 釧路地方

5 331 永本　文香(2) 網走第三 17.66 5 293 荒木羽春音(2) 釧路鳥取 17.36
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅｾ 札幌 ｵﾉ ﾊﾙｶ 札幌

6 165 野澤　七星(2) 札幌北白石 17.74 6 173 小野　晴香(2) 渡辺陸上クラブ 17.83
ﾉｻﾞｷ ｺﾊｸ 十勝 ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 札幌

7 231 野崎　琥珀(3) 音更下音更 18.34 7 164 池田　桃花(2) 札幌北白石 18.51

5組 (風:+2.3) 6組 (風:+1.7)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 室蘭地方 ﾓﾘﾀ ﾕｽﾞ 札幌

1 84 髙橋　美月(3) 室蘭桜蘭 14.80 q 1 136 盛田　侑鈴(2) 札幌篠路 15.09 q
ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾖﾘ 札幌 ﾐﾅｸﾞﾁ ﾚｲﾅ 道南

2 120 神保　妃里(2) 札幌あいの里東 16.04 2 22 皆口　玲奈(2) 森 15.71 q
ｽﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 道北 ﾎﾝﾏ ｿﾖｶ 札幌

3 201 須藤ひなた(2) 旭川東鷹栖 16.05 3 146 本間そよか(2) 札幌清田 16.89
ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾕｳ 苫小牧 ｶﾜﾍﾞ ｺｲﾉ 道南

4 106 長嶋　美優(3) 苫小牧凌雲 17.39 4 20 川辺　恋野(2) 七飯 16.89
ｵｵﾂ ﾘｵ 釧路地方 ﾏﾂﾉ ﾊﾙﾅ 十勝

5 286 大津　里緒(2) 釧路共栄 17.79 5 233 松野　遥菜(3) 音更下音更 17.43
ﾋｳﾗ ｽｽﾞｶ 空知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾉ 十勝

6 188 樋浦　涼風(2) 美唄 17.83 6 266 山口　梨乃(2) 帯広翔陽 17.78
ｳｴﾎﾘ ｱﾝﾅ 道北 ｼｮｳﾌﾞｹ ｱｵｲ 札幌

7 222 上堀　晏奈(3) 富良野西 18.55 7 152 正武家あおい(2) 札幌藻岩 18.46

決　勝　
(風:+0.3)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 室蘭地方

1 84 髙橋　美月(3) 室蘭桜蘭 14.64
ﾓﾘﾀ ﾕｽﾞ 札幌

2 136 盛田　侑鈴(2) 札幌篠路 14.86
ﾀﾆﾜｷ ｱﾐ 道南

3 24 谷脇　愛珠(2) 知内 15.28
ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ 釧路地方

4 288 鈴木　彩絢(2) 釧路景雲 15.37
ｺﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 空知

5 182 今田　萌花(3) 深川一已 15.38
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊﾈ 札幌

6 134 山口　虹羽(3) 札幌光陽 15.77
ﾐﾅｸﾞﾁ ﾚｲﾅ 道南

7 22 皆口　玲奈(2) 森 15.89
ﾆｲﾂ ｻﾗ 十勝

8 256 新津　咲羅(3) 足寄 15.93



女子Ｂ走幅跳

北海道中学記録(HJR)           5m88     町井　愛海(道南・北斗浜分)            2016

大会記録(GR)                  5m76     平加有梨奈(室蘭・室蘭向陽)            2005 9月1日 14:40 決　勝    

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 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 室蘭地方 5m36 5m36 5m25 5m16 5m29 5m06 5m36

1 84 髙橋　美月(3) 室蘭桜蘭 +1.2 +0.7 -1.2 -0.8 +1.2 +1.9 +1.2
ﾅｶﾞﾉ　ﾎﾉｶ オホーツク 5m01 5m12 × 4m62 5m18 5m25 5m25

2 321 長野　萌果(2) 北見高栄 +2.0 +1.3 -0.9 +1.4 +1.4 +1.4
ﾁﾊﾞ ｸﾐﾅ 札幌 × × 4m94 5m13 5m02 5m13 5m13

3 113 千葉紅美和(2) AAA +1.0 -0.8 +0.8 +0.9 -0.8
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｲﾉ 道北 4m86 4m75 4m77 4m77 4m85 4m95 4m95

4 194 山田みいの(2) 旭川神居東 +1.1 +1.7 +1.0 -1.3 +1.1 +2.0 +2.0
ｲﾜﾀ ﾐｸ 十勝 × 4m79 4m70 4m59 × 4m92 4m92

5 281 岩田　美空(2) 幕別 -0.2 +1.0 0.0 +2.2 +2.2
ｽﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 道北 4m74 × 4m59 4m57 × 4m83 4m83

6 201 須藤ひなた(2) 旭川東鷹栖 +0.4 -0.2 -1.2 +0.7 +0.7
ｻﾄｳ ｱｲﾅ 室蘭地方 4m71 4m65 4m59 4m49 4m55 4m71 4m71

7 81 佐藤　愛和(2) 伊達 +1.1 +2.2 -0.4 +0.4 +0.3 +0.4 +1.1
ﾂﾁﾔ ﾘﾝ 苫小牧 × 4m70 × 4m64 － × 4m70

8 96 土屋　　凜(3) 安平追分 +1.6 -1.6 +1.6
ｻｶﾞ ｶｽﾞﾎ 釧路地方 × 4m68 × 4m68

9 301 嵯峨　和穂(3) 釧路北 +1.6 +1.6
ｵﾉ ﾊﾙｶ 札幌 4m58 4m53 4m66 4m66

10 173 小野　晴香(2) 渡辺陸上クラブ +0.2 +1.0 +1.6 +1.6
ｲｼｵｶ ｺｺﾛ 道北 × × 4m65 4m65

11 196 石岡こころ(3) 旭川東鷹栖 -0.6 -0.6
ｶﾜﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 小樽後志 × 4m64 × 4m64

12 67 川田　雪月(3) 小樽西陵 +1.0 +1.0
ｲｼｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ 道北 4m42 4m62 × 4m62

13 219 石川　　綴(2) 東神楽 +0.7 +0.7 +0.7
ﾀｶﾑﾗ ﾘﾕ 道南 4m41 4m59 4m58 4m59

14 54 髙村　莉夢(3) 北斗浜分 +0.4 0.0 +1.5 0.0
ｻﾄｳ ﾊｿﾗ 札幌 4m27 × 4m53 4m53

15 155 佐藤　葉空(2) 札幌福井野 +0.4 0.0 0.0
ｻｲﾄｳ ﾐﾘ 道南 × 4m52 4m46 4m52

16 49 齋藤　未璃(2) 北斗上磯 +0.5 -0.5 +0.5
ｻｶｳｴ ｷﾖﾘ 道南 4m42 × 4m49 4m49

17 32 坂上　陽凛(2) 函館桔梗 +0.1 -0.1 -0.1
ｶｲﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ オホーツク 4m42 4m44 4m36 4m44

18 330 改元　　希(2) 網走第一 +0.3 +0.5 +2.2 +0.5
ｵｵﾀｶ ﾘｵﾝ 道南 4m37 4m31 × 4m37

19 56 大髙　凛音(2) 北斗浜分 -0.4 +1.1 -0.4
ｵｸﾞﾘ ﾕｳｷ 釧路地方 × 4m37 × 4m37

20 305 小栗　有貴(2) 白糠庶路 +1.8 +1.8
ﾏﾆﾀ ｻﾔｶ 札幌 3m91 × 4m24 4m24

21 167 眞仁田冴花(2) 札幌北野 -0.2 +0.9 +0.9
ﾖｼﾅｶﾞ ｻｸﾗ 室蘭地方 4m22 4m19 3m95 4m22

22 80 吉永　　桜(2) 伊達 +0.3 +0.3 +1.0 +0.3
ﾋｳﾗ ｽｽﾞｶ 空知 4m18 × 3m51 4m18

23 188 樋浦　涼風(2) 美唄 -0.3 +0.3 -0.3
ﾃﾂﾞｶ ｱﾔﾉ 道南 × × ×

48 手塚　彩乃(2) 北斗上磯 NM
ﾏｴﾀﾞ ﾕﾅ 道央

175 前田　結奈(2) 江別野幌 DNS
ﾎﾘｼﾀ ﾕｱ 苫小牧

108 堀下　結愛(2) 苫小牧緑陵 DNS
凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子Ｂ砲丸投(2.721kg)

北海道中学記録(HJR)          15m23     久保田亜由(十勝・池田)                2016

大会記録(GR)                 13m59     久保田亜由(十勝・池田)                2015 9月1日 10:45 決　勝    

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 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ｺｺﾅ 道南

1 14 鈴木　心絆(2) せたな大成 12m14 12m46 11m93 12m16 12m93 12m22 12m93

ﾀﾀﾞ ﾕｳﾘ 空知

2 184 多田　悠理(2) 深川 11m53 11m79 12m33 11m87 12m29 × 12m33

ｻｲﾄｳ ｱｲｶ 道北

3 225 齊藤　愛夏(2) 富良野東 10m01 10m53 9m90 11m03 10m83 10m54 11m03

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ 室蘭地方

4 95 渡辺　優花(3) 本室蘭 10m43 10m50 10m73 10m48 10m80 9m54 10m80

ｼﾝﾊﾏ ﾋﾅ 釧路地方

5 310 新濱　妃奈(3) 別海野付 9m80 9m65 10m08 10m03 9m92 10m16 10m16

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ 小樽後志

6 72 小林　花凛(2) 赤井川 8m70 9m67 8m31 9m62 9m34 9m82 9m82

ﾉﾑﾗ ｱﾔｶ 道北

7 208 野村　采加(2) 旭川緑が丘 9m02 8m02 9m65 9m55 9m04 8m60 9m65

ﾆｼｵｶ ﾕｷ 十勝

8 253 西岡　優希(2) 本別 9m47 8m68 9m07 9m24 8m94 9m11 9m47

ﾆｲﾂ ｻﾗ 十勝

9 256 新津　咲羅(3) 足寄 8m82 8m14 9m40 9m40

ﾌﾙｳﾁ ﾕｳﾅ 札幌

10 121 古内　佑奈(2) 札幌あいの里東 9m04 9m17 9m35 9m35

ｵｸﾞﾘ ﾕｳｷ 釧路地方

11 305 小栗　有貴(2) 白糠庶路 8m08 8m35 9m11 9m11

ｷﾄﾞ ｻｸﾗ 札幌

12 137 木戸さくら(3) 札幌手稲 8m17 9m06 8m82 9m06

ﾋﾗﾀ ｺﾕｷ 十勝

13 228 平田　小雪(2) 浦幌上浦幌 8m02 × 9m00 9m00

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 苫小牧

14 97 渡辺ちひろ(2) 安平追分 8m92 8m80 8m94 8m94

ﾑﾗｶﾐ ﾓﾅﾐ 道南

15 26 村上萌成実(2) 知内 8m43 8m55 7m54 8m55

ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾘ 十勝

16 251 飯田　優里(2) 本別 7m30 8m13 8m02 8m13

ﾅﾍﾞｼﾏ ﾎﾉｶ 道央

17 176 鍋島穂乃花(2) 千歳勇舞 × 7m98 7m81 7m98

ﾅｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ 札幌

18 156 内藤　和花(2) 札幌福井野 7m10 7m13 6m96 7m13



女子Ｃ100m

北海道中学1年最高記録(HJ1R)     12.33     町井　愛海(道南・北斗浜分)            2014 9月1日 09:55 予　選

大会記録(GR)                 12.44     町井　愛海(道南・北斗浜分)            2014 9月1日 15:50 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:+2.4) 2組 (風:+1.6)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 道南 ｵﾉ ﾏﾅﾊ 釧路地方

1 23 山崎　　桜(1) 森 13.13 q 1 294 小野　愛葉(1) 釧路鳥取 13.18 q
ﾊﾀｹﾔﾏ ｺﾊｸ 空知 ﾀｷｻﾞﾜ ﾈﾈ 道南

2 189 畠山　瑚舶(1) 美唄 13.20 q 2 10 瀧澤　寧音(1) NASS 13.27 q
ｶﾀﾔﾏ ﾒｲ 札幌 ｲｼｲ ﾄｳｺ 道南

3 112 片山　夢唯(1) AAA 13.54 3 16 石井　透子(1) 厚沢部 13.44
ﾌｸﾀﾞ ﾁﾋﾛ 道南 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾅ 十勝

4 41 福田　智優(2) 北教大附属函館 13.76 4 278 鈴木　倖奈(1) 幕別札内 13.56
ﾋｮｳｺﾞ ﾄﾜ 道北 ﾐﾉｸﾞﾁ ｱｲ 十勝

5 203 瓢子　冬羽(1) 旭川明星 13.89 5 268 蓑口　あい(1) 帯広翔陽 13.67
ｽｽﾞｷ ｶｵ 札幌 ﾅｶﾔ ﾚｲ 道南

6 168 鈴木　香緒(1) 札幌北野 13.90 6 8 中谷　玲唯(1) CRS 13.70
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｱ 十勝 ｻｶﾔｳﾁ ﾊﾙｶ 道北

7 269 吉田　結娃(1) 帯広翔陽 14.02 7 210 坂谷内遥香(2) 旭川緑が丘 13.87
ﾆｵ ﾕｳｶ 十勝 ｲﾄｳ ｱｵｲ 釧路地方

8 248 鳰　　侑夏(1) 鹿追 14.05 8 306 伊藤　蒼永(1) 標茶 14.39

3組 (風:+0.6) 4組 (風:+2.8)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ﾀｶﾊｼ ｸﾚﾊ 十勝 ﾂﾙｶﾞ ｷﾖｶ 空知

1 237 高橋　紅羽(2) 音更共栄 12.80 q 1 179 敦賀　心奏(1) 岩見沢緑 13.02 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 札幌 ｻｶｼﾀ ﾙﾅ 札幌

2 119 小林ゆづき(1) 厚別ｱｽﾚﾃｨｯｸｽJr. 13.40 2 148 坂下　琉菜(1) 札幌前田 13.21 q
ｲﾏｲ ﾅﾅ 道南 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾝ 道南

3 58 今井　菜奈(1) 北斗浜分 13.41 3 7 田端　　杏(1) CRS 13.39
ｷｸﾁ ｻﾔｶ 苫小牧 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺﾉﾐ 釧路地方

4 111 菊地　紗花(1) 苫小牧和光 13.65 4 292 畠山このみ(1) 釧路鳥取西 13.39
ｽｶﾞ ｻﾗｻ 道北 ﾌﾅﾄ ｶｴﾃﾞ 十勝

5 209 菅　　更紗(2) 旭川緑が丘 13.96 5 249 船戸　花楓(1) 鹿追 13.97
ﾀｶﾏﾂ ﾕﾒ 道南 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｺ 室蘭地方

6 15 高松　夢芽(1) 遺愛女子 14.04 6 88 吉澤　美湖(1) 室蘭東明 14.09
ﾌﾙｳﾁ ｽｽﾞﾈ 室蘭地方 ﾅﾘﾀ ﾅﾅﾐ 札幌

7 83 古内　鈴音(1) 伊達 14.12 7 171 成田奈那美(1) 新札幌陸上クラブ 14.32

5組 (風:+0.6)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ﾂﾁﾔ ｶｵﾘ 道南

1 51 土谷　花織(1) 北斗上磯 12.59 ○,q
ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 道央

2 177 石川　美月(1) 北海道ﾊｲﾃｸACｱｶﾃﾞﾐｰ 13.40
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾗ 道南

3 11 山田　愛咲(1) NASS 13.53
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾅ 小樽後志

4 76 升田　花奈(1) 留寿都 13.82
ｻｸﾗｲ ﾁｻﾄ 室蘭地方

5 86 櫻井　智里(1) 室蘭桜蘭 13.89
ｶｻﾊﾗ ｱｵﾘ 札幌

6 116 笠原　葵璃(1) TONDEN.RC 13.94
ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙｶ 十勝

7 267 内山　遼香(2) 帯広翔陽 13.95

決　勝　
(風:+2.0)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾁﾔ ｶｵﾘ 道南

1 51 土谷　花織(1) 北斗上磯 12.42 GR,○
ﾀｶﾊｼ ｸﾚﾊ 十勝

2 237 高橋　紅羽(2) 音更共栄 12.80
ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 道南

3 23 山崎　　桜(1) 森 13.09
ｵﾉ ﾏﾅﾊ 釧路地方

4 294 小野　愛葉(1) 釧路鳥取 13.14
ﾂﾙｶﾞ ｷﾖｶ 空知

5 179 敦賀　心奏(1) 岩見沢緑 13.19
ﾀｷｻﾞﾜ ﾈﾈ 道南

6 10 瀧澤　寧音(1) NASS 13.21
ﾊﾀｹﾔﾏ ｺﾊｸ 空知

7 189 畠山　瑚舶(1) 美唄 13.39
ｻｶｼﾀ ﾙﾅ 札幌

8 148 坂下　琉菜(1) 札幌前田 13.41
凡例  GR:大会記録 ○:標準記録



女子Ｃ800m

北海道中学記録(HJR)        2:07.51     岡田　　芽(道南・北斗上磯)            2009 9月1日 09:30 予　選

大会記録(GR)               2:18.60     藤崎　紗羅(オホーツク・斜里ウトロ)    2012 9月1日 14:15 決　勝

予　選　3組1着＋5

1組 2組
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾌﾀﾞｳﾁ ﾐｽｽﾞ 道南 ﾖｼｵｶ ｻｷ 札幌

1 12 札内　美鈴(1) NASS 2:28.25 Q 1 122 吉岡　咲姫(2) 札幌あいの里東 2:26.97 Q

ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 道北 ｼﾉｼﾞﾏ ﾅｷﾞｻ 道北

2 224 佐藤菜々美(1) 富良野西 2:28.30 q 2 195 篠島　渚紗(1) 旭川神居東 2:27.83 q

ﾌｼﾞﾀ ﾕｽﾞｷ オホーツク ｼｵﾊﾞﾗ ﾉﾉｱ 小樽後志

3 317 藤田　柚希(1) 美幌北 2:30.05 q 3 69 塩原叶々愛(2) 小樽西陵 2:31.08

ｲｳﾁ ﾁﾋﾛ 十勝 ﾏﾂｷ ﾉｿﾞﾐ 苫小牧

4 271 井内　千尋(1) 本別勇足 2:33.80 4 102 松木　希光(1) 苫小牧開成 2:31.88

ﾌｸｼ ﾕﾘ 釧路地方 ｵｵﾐ ﾉﾄﾞｶ 小樽後志

5 297 福士　優梨(2) 釧路美原 2:38.58 5 64 逢見　和夏(1) 黒松内 2:35.23

ﾆｼﾑﾗ ｼﾂﾞｷ 道南 ﾜｸｼﾏ ｺﾄﾐ 釧路地方

6 5 西村　倖月(1) CRS 2:39.33 6 300 涌嶋　琴美(1) 釧路北 2:37.27

ｲｼｸﾞﾛ ｺﾊﾙ 十勝 ﾀｶﾊｼ ﾔｴ 十勝

7 236 石黒　小春(2) 音更下音更 2:46.38 7 279 髙橋　弥恵(2) 幕別 2:39.12

ﾀｶﾀﾞ ﾐｻｷ 札幌 ｽｽﾞｷ ｻﾅ 十勝

117 高田　美咲(1) TONDEN.RC DNS 8 247 鈴木　咲凪(1) 士幌町中央 2:44.41

3組
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ｲｼｶﾜ ﾗﾝ 小樽後志

1 70 石川　　蘭(1) 小樽西陵 2:22.87 Q

ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾅ 室蘭地方

2 89 塚田　佑菜(1) 登別西陵 2:26.27 q

ﾅｶﾉ ﾒｲ 道南

3 21 中野　芽衣(2) 七飯 2:30.60 q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾅ 道南

4 6 渡部　心菜(1) CRS 2:31.79

ｷｼ ｱｲﾘ 道南

5 40 岸　　愛琳(1) 函館本通 2:33.94

ﾅｶﾔﾏ ｷｷ 室蘭地方

6 91 中山　嬉々(1) 登別幌別 2:36.51

ｵｵﾇﾏ ﾗﾗ オホーツク

7 319 大沼　らら(1) 美幌北 2:39.85

決　勝　

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｲｼｶﾜ ﾗﾝ 小樽後志

1 70 石川　　蘭(1) 小樽西陵 2:21.33

ﾖｼｵｶ ｻｷ 札幌

2 122 吉岡　咲姫(2) 札幌あいの里東 2:27.10

ｼﾉｼﾞﾏ ﾅｷﾞｻ 道北

3 195 篠島　渚紗(1) 旭川神居東 2:28.88

ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾅ 室蘭地方

4 89 塚田　佑菜(1) 登別西陵 2:29.34

ﾌﾀﾞｳﾁ ﾐｽｽﾞ 道南

5 12 札内　美鈴(1) NASS 2:29.50

ﾅｶﾉ ﾒｲ 道南

6 21 中野　芽衣(2) 七飯 2:29.69

ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 道北

7 224 佐藤菜々美(1) 富良野西 2:32.82

ﾌｼﾞﾀ ﾕｽﾞｷ オホーツク

8 317 藤田　柚希(1) 美幌北 2:33.23

ラップ表 400m

ナンバー 317

記録 1:14

ナンバー 69

記録 1:13

ナンバー 70

記録 1:10

ナンバー 70

記録 1:06

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

決　勝



女子Ｃ走幅跳

北海道中学記録(HJR)           5m88     町井　愛海(道南・北斗浜分)            2016

大会記録(GR)                  5m67     町井　愛海(道南・北斗浜分)            2014 9月1日 12:30 決　勝    

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 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 道南 4m96 5m20 × 4m90 × 4m88 5m20

1 23 山崎　　桜(1) 森 -1.2 +1.6 +2.1 +1.8 +1.6
ｻｶｼﾀ ﾙﾅ 札幌 × 5m05 4m86 5m01 5m16 5m17 5m17

2 148 坂下　琉菜(1) 札幌前田 +1.9 +1.3 0.0 +1.6 +1.4 +1.4
ｷｸﾁ ｱｲｶ 小樽後志 × 5m04 5m09 5m07 5m03 × 5m09

3 74 菊池　藍花(2) 余市東 +1.7 +1.1 +0.4 +0.4 +1.1
ｲｼｲ ﾄｳｺ 道南 4m75 4m91 × 4m75 × 4m71 4m91

4 16 石井　透子(1) 厚沢部 +2.5 +2.1 +0.8 +1.6 +2.1
ﾀｷｻﾞﾜ ﾈﾈ 道南 4m69 4m73 4m64 4m72 × 4m88 4m88

5 10 瀧澤　寧音(1) NASS +1.7 +2.3 +1.3 +0.5 +0.8 +0.8
ﾓﾘﾏﾂ ﾐﾗｲ 十勝 4m75 4m78 4m85 4m87 × 4m65 4m87

6 229 森松　未来(2) 浦幌 +2.4 +1.6 +0.9 +1.0 +1.3 +1.0
ｲﾄｳ ｱｵｲ 釧路地方 × 4m85 × 4m77 4m66 4m65 4m85

7 306 伊藤　蒼永(1) 標茶 +1.6 +1.4 +1.7 +1.8 +1.6
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾗ 道南 × 4m82 × × 4m72 × 4m82

8 11 山田　愛咲(1) NASS +2.1 -0.1 +2.1
ﾜｸｼﾏ ｺﾄﾐ 釧路地方 4m72 4m49 4m62 4m72

9 300 涌嶋　琴美(1) 釧路北 +2.2 +1.5 +1.6 +2.2
ｲﾑﾗ ﾕﾒ 十勝 4m66 4m56 4m53 4m66

10 277 井村　結愛(1) 幕別札内 +2.9 -1.4 +1.3 +2.9
ｻﾜﾑｶｲ ﾐｷ オホーツク × × 4m63 4m63

11 327 澤向　美樹(1) 北見常呂 +1.4 +1.4
ｲｼｲ ﾘｾ 室蘭地方 4m32 4m19 4m55 4m55

12 82 石井　璃世(1) 伊達 +1.5 +1.2 +2.0 +2.0
ｵｵﾀ ﾌｳｺ 苫小牧 4m42 4m49 4m46 4m49

13 98 太田　楓子(1) 浦河第一 +0.6 +0.5 +1.7 +0.5
ｽｽﾞｷ ﾉﾝ 道南 × 4m48 4m38 4m48

14 59 鈴木　　穏(1) 北斗浜分 +2.6 +2.2 +2.6
ﾊﾀｹﾔﾏ ｺﾉﾐ 釧路地方 4m24 4m24 4m46 4m46

15 292 畠山このみ(1) 釧路鳥取西 +1.1 +0.3 +2.1 +2.1
ﾀｶｸﾜ ﾕﾅ 空知 × 4m43 4m24 4m43

16 183 髙桑　由奈(1) 深川一已 +2.0 +1.5 +2.0
ﾊｼﾓﾄ ｱｽｶ 道南 4m31 4m40 4m32 4m40

17 53 橋本　飛香(1) 北斗上磯 +0.7 +2.1 +2.8 +2.1
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ オホーツク 4m40 × 4m14 4m40

18 318 松本　優那(1) 美幌北 +1.3 +0.5 +1.3
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ 十勝 4m24 × 4m37 4m37

19 272 山田咲矢花(1) 本別勇足 +0.1 +1.6 +1.6
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾅ 小樽後志 4m33 4m00 4m36 4m36

20 76 升田　花奈(1) 留寿都 +2.7 -0.9 +2.4 +2.4
ｲﾏｲ ﾕｲ 十勝 4m34 4m29 4m33 4m34

21 275 今井　ゆい(2) 幕別札内 +1.3 +2.1 +3.5 +1.3
ﾉﾑﾗ ｺｺﾊ 十勝 4m34 4m28 4m23 4m34

22 241 野村　心葉(1) 音更 +2.8 +1.5 +1.5 +2.8
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋｶﾙ 十勝 4m33 4m33 4m20 4m33

23 280 桑原　　耀(1) 幕別 +2.3 +1.8 +1.3 +1.8
ﾏﾂﾔ ﾘｾ 小樽後志 4m04 4m08 4m32 4m32

24 75 松谷　理世(1) 余市東 +1.7 +1.1 +3.1 +3.1
ﾅﾗﾔﾏ ﾚｲﾅ 釧路地方 4m29 4m13 3m34 4m29

25 295 楢山　玲那(2) 釧路鳥取 +1.0 +2.5 +1.4 +1.0
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾉ 札幌 4m08 4m28 4m02 4m28

26 166 松本　莉乃(2) 札幌北野 +2.4 +1.0 +1.0 +1.0
ｼﾗﾄ ﾊﾙｶ 道南 × 4m26 × 4m26

27 31 白土　春花(1) 函館亀田 +1.9 +1.9
ｶﾈ ﾕﾘ 道北 4m21 3m96 4m18 4m21

28 212 金子　由莉(1) 羽幌 +0.9 -0.4 +2.2 +0.9
ﾐﾔｽｴ ﾕﾅ オホーツク 4m15 4m08 4m08 4m15

29 316 宮末　侑奈(1) 美幌北 +1.9 +3.0 +4.5 +1.9
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 札幌 4m12 × 4m03 4m12

30 119 小林ゆづき(1) 厚別ｱｽﾚﾃｨｯｸｽJr. +1.4 +1.3 +1.4
ｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 釧路地方 3m89 4m09 3m98 4m09

31 285 伊藤　妃鞠(2) 釧路共栄 -0.2 +3.0 +1.7 +3.0
ﾀｶﾏﾂ ﾕﾒ 道南 4m05 2m98 3m15 4m05

32 15 高松　夢芽(1) 遺愛女子 +1.6 +1.4 +2.8 +1.6
ﾆｼｶﾜ ｿﾉ 十勝 3m99 × 3m69 3m99

33 240 西川　想乃(1) 音更 +1.7 +2.2 +1.7
ﾐﾅﾐ ﾐｷ 小樽後志 × × 3m95 3m95

34 71 南　　実希(1) 小樽西陵 +1.6 +1.6



ｽｽﾞｷ ｶｵ 札幌 × 3m50 3m80 3m80

35 168 鈴木　香緒(1) 札幌北野 +1.0 +3.0 +3.0
ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 道北 × × ×

200 伊藤　涼花(2) 旭川東鷹栖 NM
ﾐﾉｸﾞﾁ ｱｲ 十勝

268 蓑口　あい(1) 帯広翔陽 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子共通円盤投(1.000kg)

北海道中学記録(HJR)          36m22     北林さおり(オホーツク・留辺蘂)        1987

大会記録(GR)                 30m28     今　あかり(道北・旭川光陽)            2008 9月1日 09:00 決　勝    

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 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｼﾞ ﾏﾕ 道南

1 42 辻　　茉侑(3) 北斗上磯 25m03 27m11 28m53 29m57 × 30m38 30m38 GR
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾘ 苫小牧

2 100 中島　愛梨(1) 厚真 × × 20m54 20m05 25m11 21m81 25m11

ｷﾄﾞ ｽｽﾞ 苫小牧

3 99 木戸　すず(3) 厚真 × 17m25 19m56 20m58 20m28 24m39 24m39

ｷﾄﾞ ｻｸﾗ 札幌

4 137 木戸さくら(3) 札幌手稲 20m62 21m58 22m10 23m18 23m43 22m46 23m43

ｷﾑﾗ ﾁｴﾘ 札幌

5 149 木村千恵里(3) 札幌藻岩 20m64 22m40 22m23 20m02 19m59 18m23 22m40

ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ オホーツク 〇

6 311 白石　　光(3) オホーツクAC × 21m63 × × × 21m63

ｶﾈﾀ ﾓﾓｶ オホーツク 〇

7 325 兼田　桃香(3) 北見常呂 19m44 19m57 20m06 18m67 × 20m06

ﾑﾗｶﾐ ﾓﾅﾐ 道南 〇 〇 〇

8 26 村上萌成実(2) 知内 18m19 18m57 19m22 19m22

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ オホーツク

9 328 中島　彩希(3) 北見常呂 17m37 18m02 18m08 18m08

ﾆｼｵｶ ﾕｷ 十勝 〇 〇

10 253 西岡　優希(2) 本別 17m79 17m79

ﾔｸﾞﾁ ﾐﾕ 札幌 〇

11 150 谷口　心優(3) 札幌藻岩 15m80 × 15m80

ﾅｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ 札幌

12 156 内藤　和花(2) 札幌福井野 × 15m77 × 15m77

ｽｷﾞﾉ ｱﾝﾅ 空知 〇 〇

13 187 杉野　杏奈(2) 美唄 15m58 15m58

ｼﾝﾊﾏ ﾋﾅ 釧路地方

310 新濱　妃奈(3) 別海野付 × × × NM

ﾌｼﾞﾔ ﾘﾝｺ 道南

13 藤谷　凜子(3) せたな大成 × × × NM

ｽｽﾞｷ ｺｺﾅ 道南

14 鈴木　心絆(2) せたな大成 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



女子共通ジャベリックスロー

北海道中学記録(HJR)          44m82     加藤　千穂(札幌・札幌伏見)            2016

大会記録(GR)                 44m82     加藤　千穂(札幌・札幌伏見)            2016 9月1日 13:15 決　勝    

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 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴｶ 札幌

1 153 松本　萌加(3) 札幌簾舞 38m34 38m32 34m62 38m43 36m03 33m81 38m43

ｷﾐﾂﾞｶ ﾕｽﾞﾕ 釧路地方 〇 〇 〇

2 309 君塚　柚祐(3) 浜中茶内 29m30 29m58 36m48 36m48

ｼﾗﾄ ﾊﾙｶ 道南 〇

3 31 白土　春花(1) 函館亀田 32m75 31m26 34m68 29m85 34m98 34m98

ｻｲﾄｳ ｱｲｶ 道北

4 225 齊藤　愛夏(2) 富良野東 29m57 32m96 30m66 33m15 34m68 31m17 34m68

ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾘ 道南 〇

5 25 宮下あいり(2) 知内 31m20 33m37 34m00 32m60 32m20 34m00

ｷﾀｼﾞﾏ ｻﾖ 空知

6 180 北島　小夜(3) 栗山 28m36 × × 32m84 × 28m77 32m84

ｽｷﾞﾉ ｱﾝﾅ 空知 〇 〇

7 187 杉野　杏奈(2) 美唄 25m75 29m36 31m45 29m50 31m45

ｼﾗﾄ ﾘｺ 道南

8 27 白土　理子(3) 函館亀田 27m71 27m37 28m63 28m12 30m22 27m93 30m22

ｲﾄｳ ｱｶﾘ 釧路地方 〇 〇

9 307 伊藤　朱里(3) 標茶 25m36 25m36

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｺ 室蘭地方 〇 〇

10 88 吉澤　美湖(1) 室蘭東明 21m78 21m78

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｶ 釧路地方 〇 〇

11 289 渡邊　里香(1) 釧路青陵 21m30 21m30

ﾂﾁﾀﾞ ﾘｻ 道南 〇 〇

12 57 土田　りさ(2) 北斗浜分 21m07 21m07

ｱｽﾞﾏ ﾅﾂｷ 道南 〇 〇

13 36 東　　夏妃(3) 函館潮光 20m72 20m72

ﾀﾀﾞ ﾕｳﾘ 空知 〇 〇

14 184 多田　悠理(2) 深川 20m20 20m20

ｴﾋﾞﾅ ｽｽﾞｶ 道北 〇 〇

15 197 蝦名　涼花(3) 旭川東鷹栖 17m08 17m08

ﾀﾅｶ ﾐﾎ 道北 〇

16 199 田中　美穂(3) 旭川東鷹栖 13m93 × 13m93

ﾀｹｶﾞﾊﾗ ﾐｷ 釧路地方

303 竹ヶ原美輝(2) 厚岸 r NM

ﾀｶｸﾜ ﾕﾅ 空知

183 髙桑　由奈(1) 深川一已 DNS

ｺﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 空知

182 今田　萌花(3) 深川一已 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし


