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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
ﾄﾗｯｸ審判長 万年　和紀
ｽﾀｰﾄ審判長 安田　吉晴・上村　卓
記録主任 佐々木　務

 1組

旭川大学高 松村  紗希 ﾏﾂﾑﾗ ｻｷ 旭川大学高 北海道       49.37
山崎  未夢 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 旭川大学高 北海道

北海道 竹内茉由美 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ 旭川大学高 北海道
木戸あおい ｷﾄﾞ ｱｵｲ 旭川大学高 北海道

大谷室蘭高 小林  樹花 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾉｶ 大谷室蘭高 北海道       50.61
渡邊  侑花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ 大谷室蘭高 北海道

北海道 佐藤  未空 ｻﾄｳ ﾐｸ 大谷室蘭高 北海道
水白  菜摘 ﾐｽﾞｼﾛ ﾅﾂﾐ 大谷室蘭高 北海道

北見緑陵高 浦田    葵 ｳﾗﾀ ｱｵｲ 北見緑陵高 北海道       50.62
伊東梨々花 ｲﾄｳ ﾘﾘｶ 北見緑陵高 北海道

北海道 相内  美咲 ｱｲｳﾁ ﾐｻｷ 北見緑陵高 北海道
若松  亜美 ﾜｶﾏﾂ ｱﾐ 北見緑陵高 北海道

白樺学園高 伊東  唯菜 ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 白樺学園高 北海道       51.22
安濃  茉由 ｱﾝﾉｳ ﾏﾕ 白樺学園高 北海道

北海道 中田  里桜 ﾅｶﾀ ﾘｵ 白樺学園高 北海道
藤澤  光代 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾖ 白樺学園高 北海道

帯広南商業高 上山  奈那 ｳｴﾔﾏ  ﾅﾅ 帯広南商業高 北海道       51.96
伊藤  美緒 ｲﾄｳ ﾐｵ 帯広南商業高 北海道 着差なし

北海道 中村  詠美 ﾅｶﾑﾗ ｴﾐ 帯広南商業高 北海道
井出  みゆ ｲﾃﾞ ﾐﾕ 帯広南商業高 北海道

市立札幌藻岩高 蝦名  莉子 ｴﾋﾞﾅ  ﾘｺ 市立札幌藻岩高 北海道       51.96
矢尾夏菜恵 ﾔｵ ｶﾅｴ 市立札幌藻岩高 北海道 着差なし

北海道 岡村みちる ｵｶﾑﾗ ﾐﾁﾙ 市立札幌藻岩高 北海道
若林  佑花 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 市立札幌藻岩高 北海道

函館中部高 長濱  志保 ﾅｶﾞﾊﾏ  ｼﾎ 函館中部高 北海道       52.05
瀬川陽菜美 ｾｶﾞﾜ  ﾋﾅﾐ 函館中部高 北海道

北海道 下田  芽生 ｼﾓﾀﾞ  ﾒｲ 函館中部高 北海道
下池  ひな ｼﾓｲｹ  ﾋﾅ 函館中部高 北海道

市立札幌旭丘高 木村凜々子 ｷﾑﾗ  ﾘﾘｺ 市立札幌旭丘高 北海道       52.32
中澤  綾乃 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 市立札幌旭丘高 北海道

北海道 鈴木  彩恵 ｽｽﾞｷ ｻｴ 市立札幌旭丘高 北海道
廣瀨  汐音 ﾋﾛｾ ｼｵﾈ 市立札幌旭丘高 北海道

 2組

札幌大谷高 佐々木  葵 ｻｻｷ ｱｵｲ 札幌大谷高 北海道       49.38
吉野  琉花 ﾖｼﾉ ﾙｶ 札幌大谷高 北海道

北海道 小澤  菜月 ｵｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 札幌大谷高 北海道
稲垣  舞 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｲ 札幌大谷高 北海道

北海高 武藤  春愛 ﾑﾄｳ ﾊﾙｱ 北海高 北海道       49.96
山口ひより ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾋﾖﾘ 北海高 北海道

北海道 村上  潮音 ﾑﾗｶﾐ  ｼｵﾈ 北海高 北海道
越智  遥香 ｵﾁ ﾊﾙｶ 北海高 北海道

札幌国際情報高 砂子  真星 ｽﾅｺ ﾏﾎ 札幌国際情報高 北海道       51.38
髙橋  侑里 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘ 札幌国際情報高 北海道

北海道 壽原あすか ｽﾊﾗ  ｱｽｶ 札幌国際情報高 北海道
畠山  夏葵 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅﾂｷ 札幌国際情報高 北海道

市立函館高 馬塀  真由 ﾊﾞﾍｲ  ﾏﾕ 市立函館高 北海道       51.51
松原    芽 ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾒｲ 市立函館高 北海道

北海道 工藤  望乃 ｸﾄﾞｳ  ﾉﾉ 市立函館高 北海道
岡    美都 ｵｶ  ﾐｻﾄ 市立函館高 北海道

石狩南高 織田  恋乃 ｵﾘﾀ ﾚﾉ 石狩南高 北海道       52.08
栃丸  桃花 ﾄﾁﾏﾙ ﾓﾓｶ 石狩南高 北海道

北海道 大畑  咲月 ｵｵﾊﾀ  ｻﾂｷ 石狩南高 北海道
佐藤  絢音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 石狩南高 北海道

札幌東高 古賀  天音 ｺｶﾞ  ｱﾏﾈ 札幌東高 北海道       52.11
小宮山菜月 ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂｷ 札幌東高 北海道

北海道 渡部ありさ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｱﾘｻ 札幌東高 北海道
佐藤  亜衣 ｻﾄｳ  ｱｲ 札幌東高 北海道

函館大妻高 市川ひばり ｲﾁｶﾜ  ﾋﾊﾞﾘ 函館大妻高 北海道       52.44
西川  夢夏 ﾆｼｶﾜ  ﾕﾒｶ 函館大妻高 北海道

北海道 高田穂乃花 ﾀｶﾀﾞ  ﾎﾉｶ 函館大妻高 北海道
川村  莉瑚 ｶﾜﾑﾗ  ﾘｺ 函館大妻高 北海道

札幌日本大学高 瀬越  妃菜 ｾｺﾞｼ ﾋﾅ 札幌日本大学高 北海道       52.63
小池  瑞希 ｺｲｹ ﾐｽﾞｷ 札幌日本大学高 北海道

北海道 吉本  香乃 ﾖｼﾓﾄ ｶﾉ 札幌日本大学高 北海道
吉田  晴香 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 札幌日本大学高 北海道
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通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/20 10:26

競技結果        女子            ４×１００ｍ    準決勝    
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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
ﾄﾗｯｸ審判長 万年　和紀
ｽﾀｰﾄ審判長 安田　吉晴・上村　卓
記録主任 佐々木　務

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/20 10:26

競技結果        女子            ４×１００ｍ    準決勝    

 3組

恵庭北高 中山  璃子 ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 恵庭北高 北海道       47.19
御家瀬  緑 ﾐｶｾ  ﾐﾄﾞﾘ 恵庭北高 北海道

北海道 町井  愛海 ﾏﾁｲ ｱﾐ 恵庭北高 北海道
加藤璃里香 ｶﾄｳ ﾘﾘｶ 恵庭北高 北海道

立命館慶祥高 磯貝  史織 ｲｿｶﾞｲ ｼｵﾘ 立命館慶祥高 北海道       49.46
天野  夏月 ｱﾏﾉ  ｶﾂﾞｷ 立命館慶祥高 北海道

北海道 石堂  陽奈 ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 立命館慶祥高 北海道
松田  奈夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ 立命館慶祥高 北海道

釧路江南高 三國  愛梨 ﾐｸﾆ ｱｲﾘ 釧路江南高 北海道       50.90
麓  こより ﾌﾓﾄ ｺﾖﾘ 釧路江南高 北海道

北海道 遠田  陽菜 ﾄｵﾀﾞ ﾊﾙﾅ 釧路江南高 北海道
白神  荷潤 ｼﾗｶﾐ ﾊﾕﾝ 釧路江南高 北海道

千歳高 海老原愛湖 ｴﾋﾞﾊﾗ ｱｲｺ 千歳高 北海道       51.12
山口  陽菜 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾊﾙﾅ 千歳高 北海道

北海道 羽二生玲奈 ﾊﾆｳ ﾚﾅ 千歳高 北海道
高橋みのり ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ 千歳高 北海道

旭川北高 石田    楓 ｲｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 旭川北高 北海道       51.20
谷    依吹 ﾀﾆ ｲﾌﾞｷ 旭川北高 北海道

北海道 中西  麻実 ﾅｶﾆｼ ｱｻﾐ 旭川北高 北海道
細見  彩智 ﾎｿﾐ ｻﾁ 旭川北高 北海道

士別翔雲高 川上  莉奈 ｶﾜｶﾐ ﾘﾅ 士別翔雲高 北海道       52.17
風間  優希 ｶｻﾞﾏ ﾕｷ 士別翔雲高 北海道

北海道 黒川  菜月 ｸﾛｶﾜ ﾅﾂｷ 士別翔雲高 北海道
本間  美吹 ﾎﾝﾏ ﾐﾌﾞｷ 士別翔雲高 北海道

函館工業高 谷藤  りな ﾀﾆﾌｼﾞ  ﾘﾅ 函館工業高 北海道       52.27
秋山  桜花 ｱｷﾔﾏ  ﾊﾙｶ 函館工業高 北海道

北海道 加持里吏佳 ｶｼﾞ  ﾘﾘｶ 函館工業高 北海道
中村  愛海 ﾅｶﾑﾗ  ｱﾆｶ 函館工業高 北海道

室蘭清水丘高 前    小夏 ﾏｴ ｺﾅﾂ 室蘭清水丘高 北海道       52.94
佐藤  彩夏 ｻﾄｳ ｻｲｶ 室蘭清水丘高 北海道

北海道 市川  奈穂 ｲﾁｶﾜ ﾅｵ 室蘭清水丘高 北海道
松田こころ ﾏﾂﾀﾞ  ｺｺﾛ 室蘭清水丘高 北海道
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