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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
投てき審判長 成瀬　頴男
記録主任 佐々木　務

 1組

西山  藍那 帯広農業高 北海道
ﾆｼﾔﾏ ﾗﾝﾅ
泊澤まりか 函館大妻高 北海道
ﾄﾏﾘｻﾞﾜ  ﾏﾘｶ
桐山  凪沙 札幌東高 北海道
ｷﾘﾔﾏ ﾅｷﾞｻ
奈良    雅 北見柏陽高 北海道
ﾅﾗ ﾐﾔﾋﾞ
赤澤  静麗 札幌南陵高 北海道
ｱｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ
今野  楓子 市立札幌清田高 北海道
ｺﾝﾉ ﾌｳｺ
中村優葵奈 旭川南高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾅ
竹村  実優 函館大妻高 北海道
ﾀｹﾑﾗ  ﾐﾕ
田中ひより 苫小牧西高 北海道
ﾀﾅｶ ﾋﾖﾘ
森谷    茜 清水高 北海道
ﾓﾘﾔ ｱｶﾈ
岡田  春奈 釧路江南高 北海道
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ
日下  真里 恵庭南高 北海道
ｸｻｶ ﾏﾘ
谷田  千怜 苫小牧南高 北海道
ﾀﾆﾀﾞ ﾁｻﾄ
梅木  桃香 鹿追高 北海道
ｳﾒｷ ﾓﾓｶ
中島  美夢 釧路明輝高 北海道
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ
佐藤  優依 旭川東高 北海道
ｻﾄｳ ﾕｲ
植村  菜々 遠軽高 北海道
ｳｴﾑﾗ ﾅﾅ
松永  歩香 室蘭清水丘高 北海道
ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾕｶ
大川  紫帆 札幌東商業高 北海道
ｵｵｶﾜ ｼﾎ
石上  綾音 遠別農業高 北海道
ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔﾈ
菅原  美羽 室蘭清水丘高 北海道
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｳ
柴沼  玲実 双葉高 北海道
ｼﾊﾞﾇﾏ ﾚﾐ
中村  未歩 檜山北高 北海道
ﾅｶﾑﾗ  ﾐﾎ
牧田  あみ 網走南ｹ丘高 北海道
ﾏｷﾀ ｱﾐ
田中那奈子 立命館慶祥高 北海道
ﾀﾅｶ ﾅﾅｺ
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