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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

旭川永嶺高 阿部  玖音 ｱﾍﾞ ｸｵﾝ 旭川永嶺高 北海道     4:38.04
松村  美緒 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｵ 旭川永嶺高 北海道

北海道 古髙  日菜 ﾌﾙﾀｶ ﾋﾅ 旭川永嶺高 北海道
渡辺  百華 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 旭川永嶺高 北海道

旭川西高 塩泡わかな ｼﾜｸ  ﾜｶﾅ 旭川西高 北海道     4:45.21
髙橋  政伽 ﾀｶﾊｼ  ｾｲｶ 旭川西高 北海道

北海道 渡邊  希美 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾉｿﾞﾐ 旭川西高 北海道
水上  理子 ﾐｽﾞｶﾐ  ﾘｺ 旭川西高 北海道

小樽桜陽高 相馬  麻耶 ｿｳﾏ  ﾏﾔ 小樽桜陽高 北海道     4:46.14
横道    葵 ﾖｺﾐﾁ ｱｵｲ 小樽桜陽高 北海道

北海道 川村  真生 ｶﾜﾑﾗ ﾏｲ 小樽桜陽高 北海道
岩本  伊織 ｲﾜﾓﾄ ｲｵﾘ 小樽桜陽高 北海道

双葉高 渡邉えりか ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘｶ 双葉高 北海道     4:48.34
野村  桃花 ﾉﾑﾗ ﾓﾓｶ 双葉高 北海道

北海道 都築  詩音 ﾂﾂﾞｷ ｺﾄﾈ 双葉高 北海道
柴沼  玲実 ｼﾊﾞﾇﾏ ﾚﾐ 双葉高 北海道

名寄高 及川    凜 ｵｲｶﾜ ﾘﾝ 名寄高 北海道     4:54.69
佐久間凪沙 ｻｸﾏ ﾅｷﾞｻ 名寄高 北海道

北海道 内山  美礼 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾗｲ 名寄高 北海道
橋場  夢叶 ﾊｼﾊﾞ ﾕﾒｶ 名寄高 北海道

稚内高 杉本  瑞希 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 稚内高 北海道     4:57.36
石垣  七海 ｲｼｶﾞｷ ﾅﾅﾐ 稚内高 北海道

北海道 今江    愛 ｲﾏｴ ﾏﾅﾐ 稚内高 北海道
相原    琳 ｱｲﾊﾗ ﾘﾝ 稚内高 北海道

釧路湖陵高 棄権

北海道

 2組

白樺学園高 安濃  茉由 ｱﾝﾉｳ ﾏﾕ 白樺学園高 北海道     4:26.92
中田  里桜 ﾅｶﾀ ﾘｵ 白樺学園高 北海道

北海道 藤澤  光代 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾖ 白樺学園高 北海道
伊東  唯菜 ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 白樺学園高 北海道

苫小牧東高 山田  凜香 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ 苫小牧東高 北海道     4:28.31
山本  実奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ 苫小牧東高 北海道

北海道 髙津  羽菜 ﾀｶﾂ  ﾊﾅ 苫小牧東高 北海道
山内あずさ ﾔﾏｳﾁ ｱｽﾞｻ 苫小牧東高 北海道

滝川高 藤原千菜美 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁﾅﾐ 滝川高 北海道     4:28.74
有本  百花 ｱﾘﾓﾄ ﾓﾓｶ 滝川高 北海道

北海道 水戸部結衣 ﾐﾄﾍﾞ ﾕｲ 滝川高 北海道
佐々木稀月 ｻｻｷ ｷﾗﾗ 滝川高 北海道

岩見沢東高 奥野  結愛 ｵｸﾉ ﾕﾒ 岩見沢東高 北海道     4:31.97
野田  楓華 ﾉﾀﾞ ﾌｳｶ 岩見沢東高 北海道

北海道 山元  千紘 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 岩見沢東高 北海道
島津  結衣 ｼﾏﾂﾞ ﾕｲ 岩見沢東高 北海道

岩見沢緑陵高 渡邊  梨香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ 岩見沢緑陵高 北海道     4:34.13
樋浦  凜乃 ﾋｳﾗ ﾘﾉ 岩見沢緑陵高 北海道

北海道 仁木  望愛 ﾆｷ ﾉｱ 岩見沢緑陵高 北海道
西川  希海 ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 岩見沢緑陵高 北海道

北見北斗高 渡邊  夕映 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｴ 北見北斗高 北海道     4:42.52
浅川  愛菜 ｱｻｶﾜ ﾏﾅ 北見北斗高 北海道

北海道 田井  愛実 ﾀｲ  ﾏﾅﾐ 北見北斗高 北海道
金子  杏香 ｶﾈｺ ｷｮｳｶ 北見北斗高 北海道

砂川高 棄権

北海道
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招集所審判長 戸塚　信
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 3組

札幌月寒高 山村日菜子 ﾔﾏﾑﾗ  ﾋﾅｺ 札幌月寒高 北海道     4:20.04
髙田なつみ ﾀｶﾀﾞ  ﾅﾂﾐ 札幌月寒高 北海道

北海道 鈴木    慧 ｽｽﾞｷ  ｹｲ 札幌月寒高 北海道
海老名美緒 ｴﾋﾞﾅ  ﾐｵ 札幌月寒高 北海道

旭川東高 木全  恵莉 ｷﾏﾀ ｴﾘ 旭川東高 北海道     4:21.10
若林  千夏 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 旭川東高 北海道

北海道 長田  綾乃 ｵｻﾀﾞ ｱﾔﾉ 旭川東高 北海道
上田    愛 ｳｴﾀﾞ ｱｲ 旭川東高 北海道

札幌南高 西野  京香 ﾆｼﾉ  ｷｮｳｶ 札幌南高 北海道     4:22.42
菊地  未来 ｷｸﾁ ﾐｸ 札幌南高 北海道

北海道 永井  南美 ﾅｶﾞｲ ﾐﾅﾐ 札幌南高 北海道
廣瀨  智子 ﾋﾛｾ ｻﾄｺ 札幌南高 北海道

室蘭栄高 後藤  梨那 ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 室蘭栄高 北海道     4:22.52
三浦  涼葉 ﾐｳﾗ ｽｽﾞﾊ 室蘭栄高 北海道

北海道 遊佐美羽夏 ﾕｻ  ﾐｳｶ 室蘭栄高 北海道
田中  椿姫 ﾀﾅｶ  ﾂﾊﾞｷ 室蘭栄高 北海道

北見柏陽高 大谷  真央 ｵｵﾀﾆ  ﾏｵ 北見柏陽高 北海道     4:24.00
杉本  晴香 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 北見柏陽高 北海道

北海道 石田  美凪 ｲｼﾀﾞ  ﾐﾅｷﾞ 北見柏陽高 北海道
西村  若葉 ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾊﾞ 北見柏陽高 北海道

遠軽高 兜森  美佑 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾐﾕ 遠軽高 北海道     4:25.12
本田  桃子 ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓｺ 遠軽高 北海道

北海道 東    初季 ｱｽﾞﾏ ﾊﾂﾞｷ 遠軽高 北海道
北川莉里愛 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾘｱ 遠軽高 北海道

小樽潮陵高 逸見  京花 ﾍﾝﾐ ｷｮｳｶ 小樽潮陵高 北海道     4:37.75
岩田  澄香 ｲﾜﾀ ｽﾐｶ 小樽潮陵高 北海道

北海道 檜垣  志帆 ﾋｶﾞｷ ｼﾎ 小樽潮陵高 北海道
堀    心音 ﾎﾘ ｺｺﾈ 小樽潮陵高 北海道

 4組

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     4:14.49
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

伊達緑丘高 永谷  理子 ﾅｶﾞﾔ ﾘｺ 伊達緑丘高 北海道     4:24.89
門脇くるみ ｶﾄﾞﾜｷ ｸﾙﾐ 伊達緑丘高 北海道

北海道 田中  歩果 ﾀﾅｶ  ｱﾕｶ 伊達緑丘高 北海道
高橋  日菜 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 伊達緑丘高 北海道

武修館高 馬場  夏音 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾉﾝ 武修館高 北海道     4:25.00
太田  愛菜 ｵｵﾀ ﾏﾅ 武修館高 北海道

北海道 福士  恋奈 ﾌｸｼ ﾚﾅ 武修館高 北海道
萬屋  佐愛 ﾖﾛｽﾞﾔ ｻﾁｶ 武修館高 北海道

札幌北陵高 図子  雛乃 ｽﾞｼ ﾋﾅﾉ 札幌北陵高 北海道     4:27.17
坂田    葵 ｻｶﾀ  ｱｵｲ 札幌北陵高 北海道

北海道 篠原  夕佳 ｼﾉﾊﾗ  ﾕｶ 札幌北陵高 北海道
秋山  咲希 ｱｷﾔﾏ ｻｷ 札幌北陵高 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     4:28.48
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
工藤  莉沙 ｸﾄﾞｳ  ﾘｻ 室蘭清水丘高 北海道

札幌西陵高 棄権

北海道

石狩南高 大畑  咲月 ｵｵﾊﾀ  ｻﾂｷ 石狩南高 北海道 棄権
織田  恋乃 ｵﾘﾀ ﾚﾉ 石狩南高 北海道

北海道 伊勢田海琴 ｲｾﾀﾞ  ﾐｺﾄ 石狩南高 北海道
佐藤  絢音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 石狩南高 北海道
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 5組

市立函館高 馬塀  真由 ﾊﾞﾍｲ  ﾏﾕ 市立函館高 北海道     4:14.07
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

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     4:15.78
早坂  涼子 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳｺ 札幌国際情報高 北海道

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
海上  琳香 ｳﾅｶﾞﾐ ﾘﾝｶ 札幌国際情報高 北海道

帯広三条高 鈴木  桜子 ｽｽﾞｷ ｻｸﾗｺ 帯広三条高 北海道     4:16.37
渡邊  夏鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 帯広三条高 北海道

北海道 柴田    萌 ｼﾊﾞﾀ ﾓｴ 帯広三条高 北海道
田村    萌 ﾀﾑﾗ ﾓｴ 帯広三条高 北海道

市立札幌啓北商業高 松本    凛 ﾏﾂﾓﾄ  ﾘﾝ 市立札幌啓北商業高北海道     4:18.94
村上  彩香 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔｶ 市立札幌啓北商業高北海道

北海道 松家    唯 ﾏﾂｶ  ﾕｲ 市立札幌啓北商業高北海道
鈴木    夢 ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 市立札幌啓北商業高北海道

千歳高 羽二生玲奈 ﾊﾆｳ ﾚﾅ 千歳高 北海道     4:19.53
山口  陽菜 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾊﾙﾅ 千歳高 北海道

北海道 海老原愛湖 ｴﾋﾞﾊﾗ ｱｲｺ 千歳高 北海道
高橋みのり ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ 千歳高 北海道

釧路北陽高 廣保  莉緒 ﾋﾛﾔｽ  ﾘｵ 釧路北陽高 北海道     4:20.00
白田  菜織 ｼﾗﾀ ﾅｵﾘ 釧路北陽高 北海道

北海道 掘込乃々花 ﾎﾘｺﾐ  ﾉﾉｶ 釧路北陽高 北海道
鈴木  麻衣 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 釧路北陽高 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     4:22.77
高田穂乃花 ﾀｶﾀﾞ  ﾎﾉｶ 函館大妻高 北海道

北海道 川村  莉瑚 ｶﾜﾑﾗ  ﾘｺ 函館大妻高 北海道
伍楼  もえ ｺﾞﾛｳ  ﾓｴ 函館大妻高 北海道

旭川龍谷高 棄権

北海道

 6組

市立札幌藻岩高 小野寺莉子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｺ 市立札幌藻岩高 北海道     4:12.43
矢尾夏菜恵 ﾔｵ ｶﾅｴ 市立札幌藻岩高 北海道

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     4:12.73
山口  舞子 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏｲｺ 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
瀬川陽菜美 ｾｶﾞﾜ  ﾋﾅﾐ 函館中部高 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     4:15.01
中西  麻実 ﾅｶﾆｼ ｱｻﾐ 旭川北高 北海道

北海道 塚本  千尋 ﾂｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ 旭川北高 北海道
谷    依吹 ﾀﾆ ｲﾌﾞｷ 旭川北高 北海道

恵庭南高 小林  愛莉 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 恵庭南高 北海道     4:15.20
佐々木なつ ｻｻｷ  ﾅﾂ 恵庭南高 北海道

北海道 前地亜弥菜 ﾏｴﾁ  ｱﾔﾅ 恵庭南高 北海道
安和  千尋 ｱﾜ ﾁﾋﾛ 恵庭南高 北海道

士別翔雲高 黒川  菜月 ｸﾛｶﾜ ﾅﾂｷ 士別翔雲高 北海道     4:16.67
黒川  葉月 ｸﾛｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 士別翔雲高 北海道

北海道 中村  咲 ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 士別翔雲高 北海道
風間  優希 ｶｻﾞﾏ ﾕｷ 士別翔雲高 北海道

札幌東高 古賀  天音 ｺｶﾞ  ｱﾏﾈ 札幌東高 北海道     4:18.21
佐藤  亜衣 ｻﾄｳ  ｱｲ 札幌東高 北海道

北海道 大西  理瑚 ｵｵﾆｼ ﾘｺ 札幌東高 北海道

北広島高 峰田  眞鈴 ﾐﾈﾀ  ﾏﾘﾝ 北広島高 北海道     4:19.34
渡邉  葉月 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾊﾂﾞｷ 北広島高 北海道

北海道 上野  莉子 ｳｴﾉ  ﾘｺ 北広島高 北海道
米川  彩香 ﾖﾈｶﾜ ｱﾔｶ 北広島高 北海道

帯広南商業高 棄権

北海道

7

  147
  150

7 2   267
  269
  268
  265

5 5   485
  486
  493
  491

6 1   146

  441
  440
  445

4 8   252
  256
  251
  250

  301
2 3     2

    4
    6
    3

3 6   444

競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 4   302

  303
  304

4

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ

  661
  668
  662

7 1    48
   52
   49
   46

5 2   243
  245
  244
  242

6 8   667

  518
  515
  519

4 7   299
  298
  300
  296

   24
2 3   219

  228
  220
  222

3 5   516

競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 6    23

   25
   27

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ
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競技結果        女子            ４×４００ｍ    決勝      

 7組

旭川大学高 松村  紗希 ﾏﾂﾑﾗ ｻｷ 旭川大学高 北海道     3:57.73
木戸あおい ｷﾄﾞ ｱｵｲ 旭川大学高 北海道

北海道 山崎  未夢 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 旭川大学高 北海道
池田  朱桜 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾗ 旭川大学高 北海道

北海高 山口ひより ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾋﾖﾘ 北海高 北海道     4:01.36
粒見    綾 ﾂﾌﾞﾐ ｱﾔ 北海高 北海道

北海道 武藤  春愛 ﾑﾄｳ ﾊﾙｱ 北海高 北海道
元木  瑞歩 ﾓﾄｷ ﾐｽﾞﾎ 北海高 北海道

札幌大谷高 道関  未柚 ﾄﾞｳｾｷ ﾐﾕ 札幌大谷高 北海道     4:07.06
向江  綾夏 ﾑｶｴ ｱﾔｶ 札幌大谷高 北海道

北海道 大坂なごみ ｵｵｻｶ  ﾅｺﾞﾐ 札幌大谷高 北海道
浜路  夏光 ﾊﾏｼﾞ ﾅﾂﾐ 札幌大谷高 北海道

市立札幌旭丘高 中澤  綾乃 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 市立札幌旭丘高 北海道     4:07.51
鈴木  彩恵 ｽｽﾞｷ ｻｴ 市立札幌旭丘高 北海道

北海道 木村凜々子 ｷﾑﾗ  ﾘﾘｺ 市立札幌旭丘高 北海道
寺山  涼葉 ﾃﾗﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 市立札幌旭丘高 北海道

北見緑陵高 池長  穂香 ｲｹﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 北見緑陵高 北海道     4:09.20
伊東梨々花 ｲﾄｳ ﾘﾘｶ 北見緑陵高 北海道

北海道 横山  明加 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 北見緑陵高 北海道
浦田    葵 ｳﾗﾀ ｱｵｲ 北見緑陵高 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     4:09.29
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
野村  桃花 ﾉﾑﾗ ﾓｶ 釧路江南高 北海道

帯広農業高 松井  一葉 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾊ 帯広農業高 北海道     4:13.97
紙谷祐里菜 ｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ 帯広農業高 北海道

北海道 能登  晴子 ﾉﾄ ﾊﾙｺ 帯広農業高 北海道
袴田  千鈴 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾁﾘﾝ 帯広農業高 北海道

立命館慶祥高 棄権

北海道

5

  642
  649
  641

7 2   523
  524
  531
  525

5 1   585
  586
  591
  587

6 8   643

  311
  320
  310

4 7   285
  284
  289
  286

  464
2 6   368

  363
  351
  353

3 4   315

競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 3   468

  466
  473

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ

_______________________________________________________________________________________________________________________


