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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

 2組

加納  弥生 旭川大学高 北海道
ｶﾉｳ ﾔﾖｲ
鈴木  小絢 恵庭南高 北海道
ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ
阿蘇ちひろ 市立札幌藻岩高 北海道
ｱｿ ﾁﾋﾛ
若林  佑花 市立札幌藻岩高 北海道
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ
福岡こころ 深川西高 北海道
ﾌｸｵｶ ｺｺﾛ
池本    蛍 根室高 北海道
ｲｹﾓﾄ ｹｲ
植村  葉月 湧別高 北海道
ｳｴﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ
藤田  結香 札幌英藍高 北海道
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｶ
東海林果凜 旭川農業高 北海道
ｼｮｳｼﾞ ｶﾘﾝ
金澤茉梨亜 遠軽高 北海道
ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾘｱ
余野  梨生 岩見沢西高 北海道
ﾖﾉ ﾘｵ
中村  心春 立命館慶祥高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾊ
高山    桜 北星大附属高 北海道
ﾀｶﾔﾏ ｻｸﾗ
中川莉里花 苫小牧東高 北海道
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾘｶ
中村  梨乃 静内高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾉ
東峰  梨夢 根室高 北海道
ﾄｳﾐﾈ ﾘﾑ
櫻井  愛来 美唄聖華高 北海道
ｻｸﾗｲ ｱｲﾗ
岡崎  心春 旭川西高 北海道
ｵｶｻﾞｷ ｺﾊﾙ
森    綾乃 遠別農業高 北海道
ﾓﾘ ｱﾔﾉ
永山  莉子 岩見沢西高 北海道
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｺ
丹羽瑠美奈 帯広農業高 北海道
ﾆﾜ ﾙﾐﾅ
福井  栞奈 深川西高 北海道
ﾌｸｲ ｶﾝﾅ
安達  七海 名寄産業高 北海道
ｱﾀﾞﾁ ﾅﾐ
嶋  美菜穂 倶知安高 北海道
ｼﾏ ﾐﾅﾎ
渡邊  梨香 岩見沢緑陵高 北海道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ
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競技結果        女子            円盤投          予選      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________


