
P. 1

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 風： +1.2

秋山  桜花 函館工業高 北海道       12.76
ｱｷﾔﾏ  ﾊﾙｶ
鈴木くるみ 旭川龍谷高 北海道       12.82
ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ
佐々木  葵 札幌大谷高 北海道       13.03
ｻｻｷ ｱｵｲ
白神  荷潤 釧路江南高 北海道       13.20
ｼﾗｶﾐ ﾊﾕﾝ
浦田    葵 北見緑陵高 北海道       13.42
ｳﾗﾀ ｱｵｲ
中村有里絵 伊達高 北海道       13.61
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｴ
太田  愛菜 武修館高 北海道       13.76
ｵｵﾀ ﾏﾅ
髙橋  菜摘 北見柏陽高 北海道       14.14
ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ
阿相  花歩 東海大札幌高 北海道 棄権
ｱｿｳ ｶﾎ

 2組 風： +2.0

石堂  陽奈 立命館慶祥高 北海道       12.32
ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ
稲垣  舞 札幌大谷高 北海道       12.73
ｲﾅｶﾞｷ ﾏｲ
根田りりん 網走南ｹ丘高 北海道       13.06
ﾈﾀﾞ ﾘﾘﾝ
堀    沙衣 帯広北高 北海道       13.24
ﾎﾘ ｻｴ
藤澤  光代 白樺学園高 北海道       13.25
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾖ
中村  愛海 函館工業高 北海道       13.28
ﾅｶﾑﾗ  ｱﾆｶ
根本  麗葉 旭川龍谷高 北海道       13.31
ﾈﾓﾄ ｳﾙﾊ
佐藤  未悠 登別明日中等 北海道       13.55
ｻﾄｳ ﾐﾕ
松原    麗 遠軽高 北海道       14.07
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲ

 3組 風： +1.1

工藤聖莉奈 北海高 北海道       12.86
ｸﾄﾞｳ ｾﾘﾅ
畠山  夏葵 札幌国際情報高 北海道       13.27
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅﾂｷ
風間  優希 士別翔雲高 北海道       13.31
ｶｻﾞﾏ ﾕｷ
渡辺  愛佳 砂川高 北海道       13.34
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ
井出  みゆ 帯広南商業高 北海道       13.38
ｲﾃﾞ ﾐﾕ
鈴木    夢 市立札幌啓北商業高北海道       13.53
ｽｽﾞｷ ﾕﾒ
相内  美咲 北見緑陵高 北海道       13.55
ｱｲｳﾁ ﾐｻｷ
新居  真央 帯広柏葉高 北海道       13.72
ｱﾗｲ ﾏｵ
山内あずさ 苫小牧東高 北海道       13.85
ﾔﾏｳﾁ ｱｽﾞｻ

9 8    91

6 9   296

7 7   593

8 3   513

3 4   491

4 2   420

5 6   550

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   359

2 1   220

8 1    81

9 9   625

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

5 6   560

6 8    18

7 4   483

2 5   322

3 2   603

4 7   555

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   372

7 7   684

8 5   580

1   345

4 8   640

5 9   587

6 3    82

1 6    17

2 4   477

3 2   319

通過基準  6組  3着 + 6 2018/09/20 11:19

競技結果        女子            １００ｍ        予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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  6組  3着 + 6 2018/09/20 11:19

競技結果        女子            １００ｍ        予選      

 4組 風： -0.2

町井  愛海 恵庭北高 北海道       12.40
ﾏﾁｲ ｱﾐ
坂本  真穂 札幌西陵高 北海道       12.93
ｻｶﾓﾄ ﾏﾎ
松原    芽 市立函館高 北海道       13.07
ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾒｲ
小林  樹花 大谷室蘭高 北海道       13.17
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾉｶ
桐山  花音 札幌啓成高 北海道       13.29
ｷﾘﾔﾏ ｶﾉﾝ
安濃  茉由 白樺学園高 北海道       13.39
ｱﾝﾉｳ ﾏﾕ
大島  菜月 北見商業高 北海道       13.89
ｵｵｼﾏ ﾅﾂｷ
川上  莉奈 士別翔雲高 北海道       13.98
ｶﾜｶﾐ ﾘﾅ
檜垣  志帆 小樽潮陵高 北海道       14.16
ﾋｶﾞｷ ｼﾎ

 5組 風： +0.6

羽二生玲奈 千歳高 北海道       12.81
ﾊﾆｳ ﾚﾅ
松田  奈夏 立命館慶祥高 北海道       12.86
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ
國分  愛実 函館稜北高 北海道       13.19
ｺｸﾌﾞﾝ  ｱﾐ
垣副  美紅 旭川大学高 北海道       13.20
ｶｷｿﾞｴ ﾐｸ
小宮山菜月 札幌東高 北海道       13.34
ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂｷ
石田    楓 旭川北高 北海道       13.38
ｲｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
白田  菜織 釧路北陽高 北海道       13.61
ｼﾗﾀ ﾅｵﾘ
小松  瑞歩 倶知安高 北海道       14.12
ｺﾏﾂ ﾐｽﾞﾎ
相原    琳 稚内高 北海道       14.98
ｱｲﾊﾗ ﾘﾝ

 6組 風： -1.5

加藤璃里香 恵庭北高 北海道       12.76
ｶﾄｳ ﾘﾘｶ
山崎  未夢 旭川大学高 北海道       12.98
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ
小池  瑞希 札幌日本大学高 北海道       13.23
ｺｲｹ ﾐｽﾞｷ
林    未来 北海道栄高 北海道       13.24
ﾊﾔｼ ﾐｸ
鶴見  優花 小樽水産高 北海道       13.54
ﾂﾙﾐ ﾕｳｶ
小原  史琴 札幌稲雲高 北海道       13.97
ｵﾊﾞﾗ ﾐｺﾄ
島津  結衣 岩見沢東高 北海道 棄権
ｼﾏﾂﾞ ﾕｲ
仁木  望愛 岩見沢緑陵高 北海道 棄権
ﾆｷ ﾉｱ

6 7   209

2   383

6   405

3 3   337

4 4   120

5 9   133

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8   263

2 5   473

8 2   138

9 5   510

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

5 6   154

6 8   444

7 9   661

2 1   373

3 4     9

4 3   469

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   243

7 5   595

8 8   484

9 2   126

4 9   114

5 6   178

6 3   558

備考
1 1   260

2 4   195

3 7    25

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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 風： +5.1

町井  愛海 恵庭北高 北海道       12.11
ﾏﾁｲ ｱﾐ
鈴木くるみ 旭川龍谷高 北海道       12.18
ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ
羽二生玲奈 千歳高 北海道       12.56
ﾊﾆｳ ﾚﾅ
山崎  未夢 旭川大学高 北海道       12.67
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ
根田りりん 網走南ｹ丘高 北海道       12.85
ﾈﾀﾞ ﾘﾘﾝ
垣副  美紅 旭川大学高 北海道       13.01
ｶｷｿﾞｴ ﾐｸ
小池  瑞希 札幌日本大学高 北海道       13.16
ｺｲｹ ﾐｽﾞｷ
堀    沙衣 帯広北高 北海道       13.21
ﾎﾘ ｻｴ

 2組 風： -1.1

加藤璃里香 恵庭北高 北海道       12.60
ｶﾄｳ ﾘﾘｶ
秋山  桜花 函館工業高 北海道       12.69
ｱｷﾔﾏ  ﾊﾙｶ
坂本  真穂 札幌西陵高 北海道       12.94
ｻｶﾓﾄ ﾏﾎ
松原    芽 市立函館高 北海道       13.12
ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾒｲ
林    未来 北海道栄高 北海道       13.26
ﾊﾔｼ ﾐｸ
國分  愛実 函館稜北高 北海道       13.28
ｺｸﾌﾞﾝ  ｱﾐ
白神  荷潤 釧路江南高 北海道       13.35
ｼﾗｶﾐ ﾊﾕﾝ
松田  奈夏 立命館慶祥高 北海道 棄権
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ

 3組 風： +0.5

石堂  陽奈 立命館慶祥高 北海道       12.09
ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ
工藤聖莉奈 北海高 北海道       12.26
ｸﾄﾞｳ ｾﾘﾅ
稲垣  舞 札幌大谷高 北海道       12.90
ｲﾅｶﾞｷ ﾏｲ
佐々木  葵 札幌大谷高 北海道       13.01
ｻｻｷ ｱｵｲ
畠山  夏葵 札幌国際情報高 北海道       13.18
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅﾂｷ
小林  樹花 大谷室蘭高 北海道       13.25
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾉｶ
藤澤  光代 白樺学園高 北海道       13.31
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾖ
風間  優希 士別翔雲高 北海道       13.41
ｶｻﾞﾏ ﾕｷ

8 9   491

6 2   114

7 3   560

4 8   319

5 5   220

2 7   359

3 4   322

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   372

4   373

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 9     9

7 3   640

4 8    25

5 2   120

2 5    17

3 6   195

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   263

8 3   555

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 2   469

7 8   337

4 4   473

5 9   603

2 7   477

3 6   243

記録 備考
1 5   260

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/20 13:09

競技結果        女子            １００ｍ        準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

風： +1.8

石堂  陽奈 立命館慶祥高 北海道       12.00
ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ
鈴木くるみ 旭川龍谷高 北海道       12.11
ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ
工藤聖莉奈 北海高 北海道       12.19
ｸﾄﾞｳ ｾﾘﾅ
町井  愛海 恵庭北高 北海道       12.19
ﾏﾁｲ ｱﾐ
加藤璃里香 恵庭北高 北海道       12.49
ｶﾄｳ ﾘﾘｶ
秋山  桜花 函館工業高 北海道       12.55
ｱｷﾔﾏ  ﾊﾙｶ
羽二生玲奈 千歳高 北海道       12.69
ﾊﾆｳ ﾚﾅ
山崎  未夢 旭川大学高 北海道       12.81
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ

8 3   473

6 8    17

7 2   243

4 5   260

5 7   263

2 6   477

3 9   359

記録 備考
1 4   372

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/20 14:30

競技結果        女子            １００ｍ        決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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 風： -0.4

東海林  夢 遺愛女子高 北海道       26.35
ｼｮｳｼﾞ  ﾏﾄﾞｶ
武藤  春愛 北海高 北海道       26.88
ﾑﾄｳ ﾊﾙｱ
渡辺  愛佳 砂川高 北海道       26.94
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ
松原    芽 市立函館高 北海道       26.98
ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾒｲ
渡邊  侑花 大谷室蘭高 北海道       27.13
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ
北野  莉世 札幌南陵高 北海道       27.33
ｷﾀﾉ ﾘｾ
横山  明加 北見緑陵高 北海道       27.77
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ
岩本  伊織 小樽桜陽高 北海道 棄権
ｲﾜﾓﾄ ｲｵﾘ

 2組 風： -0.9

山崎  未夢 旭川大学高 北海道       26.60
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ
小林  愛莉 恵庭南高 北海道       26.76
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ
瀬川陽菜美 函館中部高 北海道       26.95
ｾｶﾞﾜ  ﾋﾅﾐ
藤澤  光代 白樺学園高 北海道       27.39
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾖ
畠山  夏葵 札幌国際情報高 北海道       27.41
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅﾂｷ
後藤  梨那 室蘭栄高 北海道       27.82
ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ
大島  菜月 北見商業高 北海道       28.70
ｵｵｼﾏ ﾅﾂｷ
谷川  莉子 美深高 北海道       31.37
ﾔｶﾞﾜ ﾘｺ

 3組 風： -0.7

ｱｼｨしおり 北海道栄高 北海道       25.88
ｱｼｨ ｼｵﾘ
稲垣  舞 札幌大谷高 北海道       26.78
ｲﾅｶﾞｷ ﾏｲ
那佐  瑞希 札幌東豊高 北海道       27.51
ﾅｻ ﾐｽﾞｷ
工藤  望乃 市立函館高 北海道       27.79
ｸﾄﾞｳ  ﾉﾉ
黒川  菜月 士別翔雲高 北海道       28.10
ｸﾛｶﾜ ﾅﾂｷ
根本  麗葉 旭川龍谷高 北海道       28.26
ﾈﾓﾄ ｳﾙﾊ
奥野  結愛 岩見沢東高 北海道       29.66
ｵｸﾉ ﾕﾒ

 4組 風： -0.3

木戸あおい 旭川大学高 北海道       26.95
ｷﾄﾞ ｱｵｲ
小宮山菜月 札幌東高 北海道       27.23
ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂｷ
高橋みのり 千歳高 北海道       27.55
ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ
白田  菜織 釧路北陽高 北海道       27.77
ｼﾗﾀ ﾅｵﾘ
浅川  愛菜 北見北斗高 北海道       28.66
ｱｻｶﾜ ﾏﾅ
小松  瑞歩 倶知安高 北海道       29.41
ｺﾏﾂ ﾐｽﾞﾎ
加藤璃里香 恵庭北高 北海道 棄権
ｶﾄｳ ﾘﾘｶ

5 2   561

6 3   138

5   263

2 6   154

3 4   242

4 8   661

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   466

5 3   485

6 5   483

7 8   382

2 6   322

3 2   207

4 4    27

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   121

6 3    60

7 1   595

8 6   504

3 7     3

4 8   560

5 2   220

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   473

2 4   252

7 6   591

2   129

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 1    25

5 3   117

6 5   203

1 7    45

2 4   351

3 8   420

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/21 10:19

競技結果        女子            ２００ｍ        予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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  7組  3着 + 3 2018/09/21 10:19

競技結果        女子            ２００ｍ        予選      

 5組 風： +0.3

越智  遥香 北海高 北海道       26.94
ｵﾁ ﾊﾙｶ
坂本  真穂 札幌西陵高 北海道       27.00
ｻｶﾓﾄ ﾏﾎ
林    未来 北海道栄高 北海道       27.28
ﾊﾔｼ ﾐｸ
磯貝  史織 立命館慶祥高 北海道       27.35
ｲｿｶﾞｲ ｼｵﾘ
鈴木くるみ 旭川龍谷高 北海道       28.31
ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ
後藤  結菜 網走桂陽高 北海道       28.92
ｺﾞﾄｳ ﾕﾅ
檜垣  志帆 小樽潮陵高 北海道       29.68
ﾋｶﾞｷ ｼﾎ

 6組 風： -0.9

町井  愛海 恵庭北高 北海道       25.92
ﾏﾁｲ ｱﾐ
渡邊  夏鈴 帯広三条高 北海道       26.56
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ
紙谷祐里菜 帯広農業高 北海道       26.96
ｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ
安濃  茉由 白樺学園高 北海道       27.81
ｱﾝﾉｳ ﾏﾕ
白神  荷潤 釧路江南高 北海道       27.98
ｼﾗｶﾐ ﾊﾕﾝ
風間  優希 士別翔雲高 北海道       28.39
ｶｻﾞﾏ ﾕｷ
山田  桃音 釧路湖陵高 北海道       28.62
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓﾈ

 7組 風： -0.4

小澤  菜月 札幌大谷高 北海道       27.02
ｵｻﾞﾜ ﾅﾂｷ
羽二生玲奈 千歳高 北海道       27.03
ﾊﾆｳ ﾚﾅ
石堂  陽奈 立命館慶祥高 北海道       27.07
ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ
高橋  日菜 伊達緑丘高 北海道       27.59
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ
伊藤  美緒 帯広南商業高 北海道       27.76
ｲﾄｳ ﾐｵ
遠田  陽菜 釧路江南高 北海道       28.47
ﾄｵﾀﾞ ﾊﾙﾅ
道言  天音 旭川実業高 北海道       28.99
ﾄﾞｳｺﾞﾝ ｱﾏﾈ

5 4   548

6 5   649

7 7   463

2 8   243

3 3   372

4 2    83

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   321

5 5   640

6 3   491

7 2   638

2 6   518

3 7   524

4 4   558

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8   260

5 2   477

6 5   613

7 8   126

2 6   195

3 3   120

4 4   376

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   352

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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 風： -0.6

山崎  未夢 旭川大学高 北海道       26.28
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ
東海林  夢 遺愛女子高 北海道       26.29
ｼｮｳｼﾞ  ﾏﾄﾞｶ
小林  愛莉 恵庭南高 北海道       26.71
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ
瀬川陽菜美 函館中部高 北海道       27.08
ｾｶﾞﾜ  ﾋﾅﾐ
渡辺  愛佳 砂川高 北海道       27.19
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ
松原    芽 市立函館高 北海道       27.20
ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾒｲ
高橋みのり 千歳高 北海道       27.47
ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ
稲垣  舞 札幌大谷高 北海道 棄権
ｲﾅｶﾞｷ ﾏｲ

 2組 風： -0.3

町井  愛海 恵庭北高 北海道       25.33
ﾏﾁｲ ｱﾐ
渡邊  夏鈴 帯広三条高 北海道       26.14
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ
越智  遥香 北海高 北海道       26.53
ｵﾁ ﾊﾙｶ
武藤  春愛 北海高 北海道       27.06
ﾑﾄｳ ﾊﾙｱ
渡邊  侑花 大谷室蘭高 北海道       27.23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ
小宮山菜月 札幌東高 北海道       27.28
ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂｷ
那佐  瑞希 札幌東豊高 北海道       27.37
ﾅｻ ﾐｽﾞｷ
紙谷祐里菜 帯広農業高 北海道 棄権
ｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ

 3組 風： +0.3

ｱｼｨしおり 北海道栄高 北海道       26.15
ｱｼｨ ｼｵﾘ
木戸あおい 旭川大学高 北海道       26.64
ｷﾄﾞ ｱｵｲ
坂本  真穂 札幌西陵高 北海道       26.66
ｻｶﾓﾄ ﾏﾎ
羽二生玲奈 千歳高 北海道       26.68
ﾊﾆｳ ﾚﾅ
小澤  菜月 札幌大谷高 北海道       26.94
ｵｻﾞﾜ ﾅﾂｷ
北野  莉世 札幌南陵高 北海道       27.20
ｷﾀﾉ ﾘｾ
林    未来 北海道栄高 北海道       27.27
ﾊﾔｼ ﾐｸ
石堂  陽奈 立命館慶祥高 北海道 棄権
ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ

7   372

6 1   203

7 2   120

4 8   243

5 5   321

2 6   466

3 3   195

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   121

8   524

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 7   154

7 2   207

4 4   351

5 1   117

2 3   518

3 6   352

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   260

6   322

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 1    25

7 2   242

4 8     3

5 7   420

2 4    45

3 5   252

記録 備考
1 3   473

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/21 11:00

競技結果        女子            ２００ｍ        準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

風： -1.2

町井  愛海 恵庭北高 北海道       25.45
ﾏﾁｲ ｱﾐ
ｱｼｨしおり 北海道栄高 北海道       25.77
ｱｼｨ ｼｵﾘ
渡邊  夏鈴 帯広三条高 北海道       26.01
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ
山崎  未夢 旭川大学高 北海道       26.03
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ
東海林  夢 遺愛女子高 北海道       26.36
ｼｮｳｼﾞ  ﾏﾄﾞｶ
木戸あおい 旭川大学高 北海道       26.49
ｷﾄﾞ ｱｵｲ
坂本  真穂 札幌西陵高 北海道       26.58
ｻｶﾓﾄ ﾏﾎ
越智  遥香 北海高 北海道       26.84
ｵﾁ ﾊﾙｶ

8 2   352

6 7   466

7 1   195

4 6   473

5 8    45

2 5   121

3 3   518

記録 備考
1 4   260

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/21 12:18

競技結果        女子            ２００ｍ        決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

 1組

紙谷祐里菜 帯広農業高 北海道     1:01.59
ｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ
谷    依吹 旭川北高 北海道     1:02.00
ﾀﾆ ｲﾌﾞｷ
原田  百那 札幌東高 北海道     1:03.18
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾅ
小関  桃果 苫小牧総合経済高 北海道     1:04.55
ｺｾｷ ﾓﾓｶ
野村  桃花 釧路江南高 北海道     1:05.22
ﾉﾑﾗ ﾓｶ
石垣  七海 稚内高 北海道     1:13.27
ｲｼｶﾞｷ ﾅﾅﾐ
横道    葵 小樽桜陽高 北海道     1:14.03
ﾖｺﾐﾁ ｱｵｲ
元木  瑞歩 北海高 北海道 棄権
ﾓﾄｷ ﾐｽﾞﾎ

 2組

渡邊  夏鈴 帯広三条高 北海道       59.49
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ
室谷  有美 室蘭東翔高 北海道     1:01.36
ﾑﾛﾔ ﾕﾐ
吉本  香乃 札幌日本大学高 北海道     1:02.31
ﾖｼﾓﾄ ｶﾉ
北野  莉世 札幌南陵高 北海道     1:02.44
ｷﾀﾉ ﾘｾ
高田穂乃花 函館大妻高 北海道     1:03.41
ﾀｶﾀﾞ  ﾎﾉｶ
海上  琳香 札幌国際情報高 北海道     1:05.11
ｳﾅｶﾞﾐ ﾘﾝｶ
清水  咲枝 岩見沢農業高 北海道     1:10.94
ｼﾐｽﾞ ｻｴ
川村  真生 小樽桜陽高 北海道     1:17.96
ｶﾜﾑﾗ ﾏｲ

 3組

粒見    綾 北海高 北海道     1:00.34
ﾂﾌﾞﾐ ｱﾔ
黒川  菜月 士別翔雲高 北海道     1:00.93
ｸﾛｶﾜ ﾅﾂｷ
小林  愛莉 恵庭南高 北海道     1:03.36
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ
図子  雛乃 札幌北陵高 北海道     1:03.47
ｽﾞｼ ﾋﾅﾉ
伊東梨々花 北見緑陵高 北海道     1:04.16
ｲﾄｳ ﾘﾘｶ
錦川    彩 旭川南高 北海道     1:08.10
ﾆｼｷｶﾞﾜ ｱﾔ
有本  百花 滝川高 北海道     1:08.81
ｱﾘﾓﾄ ﾓﾓｶ

 4組

麓  こより 釧路江南高 北海道     1:01.66
ﾌﾓﾄ ｺﾖﾘ
鈴木  彩恵 市立札幌旭丘高 北海道     1:01.81
ｽｽﾞｷ ｻｴ
磯貝  史織 立命館慶祥高 北海道     1:03.73
ｲｿｶﾞｲ ｼｵﾘ
横山  明加 北見緑陵高 北海道     1:03.79
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ
那佐  瑞希 札幌東豊高 北海道     1:05.12
ﾅｻ ﾐｽﾞｷ
岩城  李佳 倶知安高 北海道     1:05.82
ｲﾜｷ ﾓﾓｶ
西村  若葉 北見柏陽高 北海道     1:08.41
ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾊﾞ

5 7   207

6 2   137

7 3   572

2 8   284

3 6   376

4 5   591

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   642

5 8   586

6 3   448

7 2   411

2 5   485

3 6   252

4 7   179

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   363

6 8   222

7 2   392

8 6   131

3 4   338

4 3   203

5 7    52

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   518

2 1    77

7 5   130

3   353

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 7   105

5 1   641

6 8   508

1 6   524

2 4   445

3 2   155

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/19 10:39

競技結果        女子            ４００ｍ        予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/19 10:39

競技結果        女子            ４００ｍ        予選      

 5組

木戸あおい 旭川大学高 北海道     1:02.16
ｷﾄﾞ ｱｵｲ
戸井田美空 札幌啓成高 北海道     1:02.53
ﾄｲﾀﾞ ﾐｸ
向江  綾夏 札幌大谷高 北海道     1:03.33
ﾑｶｴ ｱﾔｶ
瀬川陽菜美 函館中部高 北海道     1:03.99
ｾｶﾞﾜ  ﾋﾅﾐ
浅川  愛菜 北見北斗高 北海道     1:05.94
ｱｻｶﾜ ﾏﾅ
佐々木稀月 滝川高 北海道     1:07.09
ｻｻｷ ｷﾗﾗ
清水  海緒 紋別高 北海道     1:07.33
ｼﾐｽﾞ ﾐｵ

 6組

ｱｼｨしおり 北海道栄高 北海道       57.31
ｱｼｨ ｼｵﾘ
西澤  汐梨 札幌月寒高 北海道     1:00.85
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｵﾘ
道関  未柚 札幌大谷高 北海道     1:01.60
ﾄﾞｳｾｷ ﾐﾕ
高橋  日菜 伊達緑丘高 北海道     1:03.20
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ
工藤  望乃 市立函館高 北海道     1:04.27
ｸﾄﾞｳ  ﾉﾉ
木全  恵莉 旭川東高 北海道     1:05.69
ｷﾏﾀ ｴﾘ
鎌田  梨花 帯広柏葉高 北海道     1:08.72
ｶﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ

 7組

池田  朱桜 旭川大学高 北海道       59.80
ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾗ
山田美沙希 江差高 北海道     1:01.09
ﾔﾏﾀﾞ  ﾐｻｷ
佐藤  未空 大谷室蘭高 北海道     1:01.71
ｻﾄｳ ﾐｸ
馬場  夏音 武修館高 北海道     1:03.79
ﾊﾞﾊﾞ ｶﾉﾝ
安藤  結花 函館商業高 北海道     1:04.27
ｱﾝﾄﾞｳ  ﾕｳｶ
高橋みのり 千歳高 北海道     1:04.60
ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ
佐伯美南海 帯広大谷高 北海道     1:08.30
ｻｴｷ ﾐﾅﾐ

5 6    12

6 3   242

7 4   554

2 5    33

3 7   118

4 8   686

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   464

5 3    27

6 6   424

7 8   514

2 5   171

3 4   315

4 7    83

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   121

5 6   561

6 8   409

7 7   629

2 5   177

3 3   311

4 4     3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   466

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

 1組

池田  朱桜 旭川大学高 北海道       59.12
ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾗ
粒見    綾 北海高 北海道       59.72
ﾂﾌﾞﾐ ｱﾔ
黒川  菜月 士別翔雲高 北海道     1:00.97
ｸﾛｶﾜ ﾅﾂｷ
山田美沙希 江差高 北海道     1:01.38
ﾔﾏﾀﾞ  ﾐｻｷ
道関  未柚 札幌大谷高 北海道     1:02.34
ﾄﾞｳｾｷ ﾐﾕ
北野  莉世 札幌南陵高 北海道     1:03.03
ｷﾀﾉ ﾘｾ
佐藤  未空 大谷室蘭高 北海道     1:03.12
ｻﾄｳ ﾐｸ
磯貝  史織 立命館慶祥高 北海道     1:04.72
ｲｿｶﾞｲ ｼｵﾘ

 2組

ｱｼｨしおり 北海道栄高 北海道       58.20
ｱｼｨ ｼｵﾘ
木戸あおい 旭川大学高 北海道       59.73
ｷﾄﾞ ｱｵｲ
麓  こより 釧路江南高 北海道     1:00.65
ﾌﾓﾄ ｺﾖﾘ
谷    依吹 旭川北高 北海道     1:00.77
ﾀﾆ ｲﾌﾞｷ
鈴木  彩恵 市立札幌旭丘高 北海道     1:00.89
ｽｽﾞｷ ｻｴ
向江  綾夏 札幌大谷高 北海道     1:03.77
ﾑｶｴ ｱﾔｶ
高田穂乃花 函館大妻高 北海道     1:04.51
ﾀｶﾀﾞ  ﾎﾉｶ
原田  百那 札幌東高 北海道 棄権
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾅ

 3組

渡邊  夏鈴 帯広三条高 北海道       58.98
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ
西澤  汐梨 札幌月寒高 北海道       59.07
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｵﾘ
室谷  有美 室蘭東翔高 北海道       59.59
ﾑﾛﾔ ﾕﾐ
戸井田美空 札幌啓成高 北海道     1:00.13
ﾄｲﾀﾞ ﾐｸ
紙谷祐里菜 帯広農業高 北海道     1:00.99
ｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ
小林  愛莉 恵庭南高 北海道     1:02.41
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ
高橋  日菜 伊達緑丘高 北海道     1:02.57
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ
吉本  香乃 札幌日本大学高 北海道     1:03.02
ﾖｼﾓﾄ ｶﾉ

8 7   338

6 2   252

7 1    83

4 8   177

5 5   524

2 3   171

3 4    77

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   518

7   155

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 1   311

7 2    52

4 8   445

5 4   284

2 5   466

3 6   642

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   121

8 2   376

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 1   203

7 7   118

4 4    33

5 8   315

2 6   363

3 3   485

記録 備考
1 5   464

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/19 12:09

競技結果        女子            ４００ｍ        準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

ｱｼｨしおり 北海道栄高 北海道       56.47
ｱｼｨ ｼｵﾘ
池田  朱桜 旭川大学高 北海道       57.71
ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾗ
渡邊  夏鈴 帯広三条高 北海道       58.20
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ
木戸あおい 旭川大学高 北海道       58.87
ｷﾄﾞ ｱｵｲ
西澤  汐梨 札幌月寒高 北海道       59.53
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｵﾘ
室谷  有美 室蘭東翔高 北海道       59.84
ﾑﾛﾔ ﾕﾐ
粒見    綾 北海高 北海道       59.95
ﾂﾌﾞﾐ ｱﾔ
戸井田美空 札幌啓成高 北海道     1:01.53
ﾄｲﾀﾞ ﾐｸ

8 1   177

6 2    77

7 7   363

4 8   466

5 3   171

2 4   464

3 6   518

記録 備考
1 5   121

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/19 14:15

競技結果        女子            ４００ｍ        決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

松井  一葉 帯広農業高 北海道     2:30.74
ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾊ
原田  百那 札幌東高 北海道     2:32.78
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾅ
岩田  華奈 北海高 北海道     2:34.19
ｲﾜﾀ ﾊﾅ
仲    紅美 北見緑陵高 北海道     2:35.94
ﾅｶ ｸﾐ
有本  百花 滝川高 北海道     2:37.14
ｱﾘﾓﾄ ﾓﾓｶ
山田  凜香 苫小牧東高 北海道     2:37.43
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ
岩城  李佳 倶知安高 北海道     2:40.15
ｲﾜｷ ﾓﾓｶ
吉田梨々花 美唄聖華高 北海道     2:47.50
ﾖｼﾀﾞ ﾘﾘｶ

 2組

山田美沙希 江差高 北海道     2:26.51
ﾔﾏﾀﾞ  ﾐｻｷ
室谷  有美 室蘭東翔高 北海道     2:29.25
ﾑﾛﾔ ﾕﾐ
水戸部結衣 滝川高 北海道     2:30.85
ﾐﾄﾍﾞ ﾕｲ
三浦  涼葉 室蘭栄高 北海道     2:35.40
ﾐｳﾗ ｽｽﾞﾊ
渡辺  百香 室蘭清水丘高 北海道     2:42.34
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｶ
野呂祐月菜 厚岸翔洋高 北海道     2:45.56
ﾉﾛ ﾕｷﾅ
田中  夕貴 士別翔雲高 北海道     3:09.28
ﾀﾅｶ ﾕｷ
佐々木玲緒 北見北斗高 北海道 棄権
ｻｻｷ ﾚﾅ

 3組

寺山  涼葉 市立札幌旭丘高 北海道     2:28.04
ﾃﾗﾔﾏ ｽｽﾞﾊ
榊    莉音 旭川大学高 北海道     2:29.09
ｻｶｷ ﾘｵ
門脇くるみ 伊達緑丘高 北海道     2:29.86
ｶﾄﾞﾜｷ ｸﾙﾐ
能登  晴子 帯広農業高 北海道     2:32.25
ﾉﾄ ﾊﾙｺ
西村  若葉 北見柏陽高 北海道     2:36.06
ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾊﾞ
筒渕    栞 釧路北陽高 北海道     2:45.75
ﾂﾂﾌﾞﾁ ｼｵﾘ
石垣  七海 稚内高 北海道     3:01.61
ｲｼｶﾞｷ ﾅﾅﾐ
中村  綾花 旭川龍谷高 北海道 棄権
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ

 4組

黒川  葉月 士別翔雲高 北海道     2:30.71
ｸﾛｶﾜ ﾊﾂﾞｷ
大西  世那 市立札幌啓北商業高北海道     2:31.19
ｵｵﾆｼ ｾﾅ
海上  琳香 札幌国際情報高 北海道     2:31.72
ｳﾅｶﾞﾐ ﾘﾝｶ
北守  愛望 網走南ｹ丘高 北海道     2:32.11
ｷﾀﾓﾘ ﾏﾅﾐ
野村  桃花 双葉高 北海道     2:32.32
ﾉﾑﾗ ﾓﾓｶ
真鍋  千優 札幌西高 北海道     2:36.16
ﾏﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ
岡    美都 市立函館高 北海道     2:40.89
ｵｶ  ﾐｻﾄ

7 8    24

4 5   611

5 3   141

6 2   159

備考
1 4   486

2 7   297

3 6   222

2   480

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

5 6   572

6 1   664

7 7   508

2 4   471

3 3    86

4 5   531

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8   286

6 8   656

7 5   492

3   562

3 1   410

4 4    59

5 7    75

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2    33

2 6    77

7 3   137

8 2   398

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 6   588

5 5   411

6 8    93

1 1   523

2 4   155

3 7   360

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/20 10:27

競技結果        女子            ８００ｍ        予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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  7組  3着 + 3 2018/09/20 10:27

競技結果        女子            ８００ｍ        予選      

 5組

西澤  汐梨 札幌月寒高 北海道     2:31.17
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｵﾘ
村上  彩香 市立札幌啓北商業高北海道     2:31.84
ﾑﾗｶﾐ ｱﾔｶ
錦川    彩 旭川南高 北海道     2:32.25
ﾆｼｷｶﾞﾜ ｱﾔ
野村  桃花 釧路江南高 北海道     2:32.64
ﾉﾑﾗ ﾓｶ
東    初季 遠軽高 北海道     2:32.75
ｱｽﾞﾏ ﾊﾂﾞｷ
櫻井菜々美 北広島西高 北海道     2:34.78
ｻｸﾗｲ ﾅﾅﾐ
菊地  未来 札幌南高 北海道 棄権
ｷｸﾁ ﾐｸ

 6組

池田  朱桜 旭川大学高 北海道     2:29.23
ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾗ
長田  香理 札幌手稲高 北海道     2:30.13
ｵｻﾀﾞ ｶｵﾘ
田村    萌 帯広三条高 北海道     2:33.15
ﾀﾑﾗ ﾓｴ
柴田  望加 石狩翔陽高 北海道     2:33.99
ｼﾊﾞﾀ ﾓｶ
坂本  真理 北星大附属高 北海道     2:36.27
ｻｶﾓﾄ ﾏﾘ
赤浜  香織 函館中部高 北海道     2:38.12
ｱｶﾊﾏ  ｶｵﾘ
上田    愛 旭川東高 北海道 棄権
ｳｴﾀﾞ ｱｲ

 7組

戸井田美空 札幌啓成高 北海道     2:24.23
ﾄｲﾀﾞ ﾐｸ
浜田  綾乃 北海高 北海道     2:29.38
ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ
永井  南美 札幌南高 北海道     2:29.85
ﾅｶﾞｲ ﾐﾅﾐ
野田  楓華 岩見沢東高 北海道     2:31.68
ﾉﾀﾞ ﾌｳｶ
吉田満梨菜 知内高 北海道     2:33.12
ﾖｼﾀﾞ  ﾏﾘﾅ
岩田  澄香 小樽潮陵高 北海道     2:35.07
ｲﾜﾀ ｽﾐｶ
加持里吏佳 函館工業高 北海道     2:48.61
ｶｼﾞ  ﾘﾘｶ

7 8    15

4 6   384

5 4    32

6 3   125

備考
1 7   177

2 2   361

3 5   166

4   426

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

4 6   273

5 5   348

6 7     8

備考
1 2   464

2 8   187

3 3   519

3   165

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

4 8   641

5 5   617

6 2   270

備考
1 7   171

2 4   298

3 6   448

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

戸井田美空 札幌啓成高 北海道     2:18.45
ﾄｲﾀﾞ ﾐｸ
西澤  汐梨 札幌月寒高 北海道     2:24.43
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｵﾘ
大西  世那 市立札幌啓北商業高北海道     2:25.62
ｵｵﾆｼ ｾﾅ
松井  一葉 帯広農業高 北海道     2:29.82
ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾊ
海上  琳香 札幌国際情報高 北海道     2:31.48
ｳﾅｶﾞﾐ ﾘﾝｶ
能登  晴子 帯広農業高 北海道     2:31.71
ﾉﾄ ﾊﾙｺ
錦川    彩 旭川南高 北海道     2:33.09
ﾆｼｷｶﾞﾜ ｱﾔ
村上  彩香 市立札幌啓北商業高北海道     2:36.33
ﾑﾗｶﾐ ｱﾔｶ

 2組

池田  朱桜 旭川大学高 北海道     2:24.79
ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾗ
室谷  有美 室蘭東翔高 北海道     2:25.26
ﾑﾛﾔ ﾕﾐ
寺山  涼葉 市立札幌旭丘高 北海道     2:25.55
ﾃﾗﾔﾏ ｽｽﾞﾊ
永井  南美 札幌南高 北海道     2:26.79
ﾅｶﾞｲ ﾐﾅﾐ
浜田  綾乃 北海高 北海道     2:27.31
ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ
門脇くるみ 伊達緑丘高 北海道     2:34.59
ｶﾄﾞﾜｷ ｸﾙﾐ
岩田  華奈 北海高 北海道     2:34.77
ｲﾜﾀ ﾊﾅ
野田  楓華 岩見沢東高 北海道     2:36.30
ﾉﾀﾞ ﾌｳｶ

 3組

原田  百那 札幌東高 北海道     2:24.72
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾅ
黒川  葉月 士別翔雲高 北海道     2:25.06
ｸﾛｶﾜ ﾊﾂﾞｷ
山田美沙希 江差高 北海道     2:26.14
ﾔﾏﾀﾞ  ﾐｻｷ
長田  香理 札幌手稲高 北海道     2:28.67
ｵｻﾀﾞ ｶｵﾘ
榊    莉音 旭川大学高 北海道     2:30.29
ｻｶｷ ﾘｵ
田村    萌 帯広三条高 北海道     2:34.58
ﾀﾑﾗ ﾓｴ
北守  愛望 網走南ｹ丘高 北海道     2:38.21
ｷﾀﾓﾘ ﾏﾅﾐ
水戸部結衣 滝川高 北海道     2:40.77
ﾐﾄﾍﾞ ﾕｲ

8 7   410

6 2   519

7 1   611

4 4   187

5 6   471

2 3   486

3 5    33

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8   155

8 1   384

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 7    86

7 2   360

4 8   166

5 4   361

2 6    77

3 3   286

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   464

8 7   298

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 1   531

7 2   448

4 3   523

5 8   222

2 6   171

3 5   297

記録 備考
1 4   177

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/20 15:49

競技結果        女子            ８００ｍ        準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

戸井田美空 札幌啓成高 北海道     2:15.86
ﾄｲﾀﾞ ﾐｸ
池田  朱桜 旭川大学高 北海道     2:17.34
ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾗ
室谷  有美 室蘭東翔高 北海道     2:20.09
ﾑﾛﾔ ﾕﾐ
原田  百那 札幌東高 北海道     2:22.17
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾅ
寺山  涼葉 市立札幌旭丘高 北海道     2:23.60
ﾃﾗﾔﾏ ｽｽﾞﾊ
黒川  葉月 士別翔雲高 北海道     2:24.30
ｸﾛｶﾜ ﾊﾂﾞｷ
西澤  汐梨 札幌月寒高 北海道     2:25.09
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｵﾘ
大西  世那 市立札幌啓北商業高北海道     2:26.92
ｵｵﾆｼ ｾﾅ

8 2   297

6 8   486

7 6   171

4 4   155

5 1   286

2 5   464

3 7    77

記録 備考
1 3   177

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/21 10:19

競技結果        女子            ８００ｍ        決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

 1組

寺嶋璃々亜 札幌静修高 北海道     4:59.04
ﾃﾗｼﾏ ﾘﾘｱ
黒川  葉月 士別翔雲高 北海道     4:59.45
ｸﾛｶﾜ ﾊﾂﾞｷ
上田    愛 旭川東高 北海道     5:10.40
ｳｴﾀﾞ ｱｲ
水戸部結衣 滝川高 北海道     5:12.13
ﾐﾄﾍﾞ ﾕｲ
右代  優月 別海高 北海道     5:12.15
ｳｼﾛ ﾕﾂﾞｷ
佐藤    杏 北見柏陽高 北海道     5:14.31
ｻﾄｳ ｱﾝ
土井  愛由 帯広三条高 北海道     5:17.59
ﾄﾞｲ ｱﾕ
三浦  涼葉 室蘭栄高 北海道     5:24.74
ﾐｳﾗ ｽｽﾞﾊ
真鍋  千優 札幌西高 北海道     5:26.70
ﾏﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ
上杉  梨実 釧路江南高 北海道     5:32.50
ｳｴｽｷﾞ ﾘﾐ
筒渕    栞 釧路北陽高 北海道     5:39.24
ﾂﾂﾌﾞﾁ ｼｵﾘ
村元梨花子 岩見沢緑陵高 北海道     5:52.90
ﾑﾗﾓﾄ ﾘｶｺ
河原  真由 旭川農業高 北海道     6:01.83
ｶﾜﾊﾗ ﾏﾕ
渡邉えりか 双葉高 北海道     6:24.53
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘｶ

 2組

野戸  愛織 札幌日本大学高 北海道     4:57.87
ﾉﾄ ｲｵﾘ
寺山  涼葉 市立札幌旭丘高 北海道     5:02.33
ﾃﾗﾔﾏ ｽｽﾞﾊ
大西  世那 市立札幌啓北商業高北海道     5:04.61
ｵｵﾆｼ ｾﾅ
阿部  凪沙 札幌創成高 北海道     5:06.79
ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ
野村  桃花 双葉高 北海道     5:18.56
ﾉﾑﾗ ﾓﾓｶ
菊池  風花 稚内高 北海道     5:21.46
ｷｸﾁ ﾌｳｶ
高橋  紅愛 釧路江南高 北海道     5:21.55
ﾀｶﾊｼ ｸﾚｱ
野田  楓華 岩見沢東高 北海道     5:27.22
ﾉﾀﾞ ﾌｳｶ
大森    花 東海大札幌高 北海道     5:27.25
ｵｵﾓﾘ ﾊﾅ
赤浜  香織 函館中部高 北海道     5:35.70
ｱｶﾊﾏ  ｶｵﾘ
嶋    唯菜 岩見沢農業高 北海道     5:52.45
ｼﾏ ﾕｲﾅ
石原  那奈 旭川大学高 北海道     6:05.88
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ
佐久間凪沙 名寄高 北海道 棄権
ｻｸﾏ ﾅｷﾞｻ
奥野  七菜 旭川東高 北海道 棄権
ｵｸﾉ ﾅﾅ

12 1   474

4   497

6   427

9 8   344

10 9     8

11 5   391

6 12   507

7 13   648

8 14   384

3 3   297

4 10   328

5 11   141

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   334

2 2   286

13 12   457

14 4   142

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

10 13   645

11 1   664

12 8   401

7 11   517

8 5    59

9 7   159

4 14   410

5 9   676

6 3   579

1 6   325

2 2   486

3 10   426

通過基準  4組  3着 + 4 2018/09/19 14:56

競技結果        女子            １５００ｍ      予選      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

通過基準  4組  3着 + 4 2018/09/19 14:56

競技結果        女子            １５００ｍ      予選      

 3組

中村  綾花 旭川龍谷高 北海道     4:59.18
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ
永井  南美 札幌南高 北海道     4:59.25
ﾅｶﾞｲ ﾐﾅﾐ
池長  穂香 北見緑陵高 北海道     4:59.41
ｲｹﾅｶﾞ ﾎﾉｶ
松井  一葉 帯広農業高 北海道     5:02.33
ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾊ
秋田  恭花 札幌北高 北海道     5:15.17
ｱｷﾀ ｷｮｳｶ
中井  綾香 室蘭栄高 北海道     5:21.59
ﾅｶｲ  ｱﾔｶ
北守  愛望 網走南ｹ丘高 北海道     5:23.35
ｷﾀﾓﾘ ﾏﾅﾐ
細谷  真央 札幌東高 北海道     5:24.92
ﾎｿﾔ ﾏｵ
北川莉里愛 遠軽高 北海道     5:32.99
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾘｱ
渡辺  百香 室蘭清水丘高 北海道     5:40.87
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｶ
田中  結愛 旭川商業高 北海道     5:43.15
ﾀﾅｶ ﾕｱ
渡邊  夕映 北見北斗高 北海道     5:43.37
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｴ
山元  千紘 岩見沢東高 北海道     5:44.09
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ

 4組

的場  椋子 札幌東高 北海道     4:55.76
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｺ
古舘  桃奈 旭川龍谷高 北海道     4:57.70
ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾓﾅ
竹田萌々花 札幌日本大学高 北海道     4:59.50
ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓｶ
梅岡  あい 札幌北高 北海道     5:14.74
ｳﾒｵｶ ｱｲ
花蔭  真由 市立札幌旭丘高 北海道     5:18.95
ﾊﾅｶｹﾞ ﾏﾕ
兼吉  優希 札幌西高 北海道     5:21.44
ｶﾈﾖｼ ﾕｷ
岩田  華奈 北海高 北海道     5:22.84
ｲﾜﾀ ﾊﾅ
木村    楓 福島商業高 北海道     5:25.02
ｷﾑﾗ  ｶｴﾃﾞ
仲    紅美 北見緑陵高 北海道     5:27.91
ﾅｶ ｸﾐ
田村    萌 帯広三条高 北海道     5:30.60
ﾀﾑﾗ ﾓｴ
塚越    萌 室蘭清水丘高 北海道     5:46.22
ﾂｶｺｼ ﾓｴ
鈴木    萌 函館商業高 北海道     6:00.29
ｽｽﾞｷ  ﾒﾐ
田原  樹里 函館大妻高 北海道 棄権
ﾀﾊﾗ  ｼﾞｭﾘ

11 9    72

12 4    11

11    50

8 2    20

9 8   588

10 3   519

5 10   288

6 7   161

7 1   360

2 13   481

3 6   335

4 5   170

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 12   148

11 12   455

12 2   566

13 11   385

8 6   156

9 13   623

10 7    75

5 4   168

6 5    58

7 1   611

2 10   166

3 8   585

4 3   523

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 9   480

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

的場  椋子 札幌東高 北海道     4:41.81
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｺ
黒川  葉月 士別翔雲高 北海道     4:42.01
ｸﾛｶﾜ ﾊﾂﾞｷ
野戸  愛織 札幌日本大学高 北海道     4:43.70
ﾉﾄ ｲｵﾘ
寺嶋璃々亜 札幌静修高 北海道     4:48.62
ﾃﾗｼﾏ ﾘﾘｱ
中村  綾花 旭川龍谷高 北海道     4:53.64
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ
竹田萌々花 札幌日本大学高 北海道     4:55.24
ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓｶ
池長  穂香 北見緑陵高 北海道     4:57.67
ｲｹﾅｶﾞ ﾎﾉｶ
古舘  桃奈 旭川龍谷高 北海道     4:58.97
ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾓﾅ
寺山  涼葉 市立札幌旭丘高 北海道     5:00.59
ﾃﾗﾔﾏ ｽｽﾞﾊ
永井  南美 札幌南高 北海道     5:05.82
ﾅｶﾞｲ ﾐﾅﾐ
松井  一葉 帯広農業高 北海道     5:07.78
ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾊ
右代  優月 別海高 北海道     5:10.95
ｳｼﾛ ﾕﾂﾞｷ
上田    愛 旭川東高 北海道     5:13.26
ｳｴﾀﾞ ｱｲ
阿部  凪沙 札幌創成高 北海道     5:19.22
ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ
水戸部結衣 滝川高 北海道     5:34.29
ﾐﾄﾍﾞ ﾕｲ
大西  世那 市立札幌啓北商業高北海道 棄権
ｵｵﾆｼ ｾﾅ

12   297

14 9   328

15 13   410

12 15   676

13 14   426

10 6   166

11 16   523

8 10   481

9 7   286

6 11   335

7 1   585

4 8   325

5 5   480

2 2   486

3 4   334

記録 備考
1 3   148

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/20 13:39

競技結果        女子            １５００ｍ      決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

菊池  風花 稚内高 北海道    11:31.43
ｷｸﾁ ﾌｳｶ
能登  晴子 帯広農業高 北海道    11:31.99
ﾉﾄ ﾊﾙｺ
齋藤  さよ 別海高 北海道    11:40.40
ｻｲﾄｳ ｻﾖ
大林    光 網走南ｹ丘高 北海道    11:45.83
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ
中井  綾香 室蘭栄高 北海道    11:47.63
ﾅｶｲ  ｱﾔｶ
井上  璃子 函館商業高 北海道    11:47.64
ｲﾉｳｴ  ﾘｺ
齋藤  千紘 網走南ｹ丘高 北海道    11:48.71
ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ
嶋    唯菜 岩見沢農業高 北海道    12:17.50
ｼﾏ ﾕｲﾅ
川村  琉花 網走桂陽高 北海道    12:19.37
ｶﾜﾑﾗ ﾙｶ
村上  未奈 釧路北陽高 北海道    12:19.41
ﾑﾗｶﾐ ﾐﾅ
平塚    結 岩見沢緑陵高 北海道    12:20.61
ﾋﾗﾂｶ ﾕｲ
田村はるひ 帯広緑陽高 北海道    12:32.67
ﾀﾑﾗ ﾊﾙﾋ
安彦  琳伽 苫小牧総合経済高 北海道    12:41.55
ｱﾋﾞｺ ﾘﾝｶ
村元梨花子 岩見沢緑陵高 北海道    12:47.09
ﾑﾗﾓﾄ ﾘｶｺ
石原  那奈 旭川大学高 北海道    12:55.78
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ
佐藤  彩花 帯広南商業高 北海道    12:59.87
ｻﾄｳ ｱﾔｶ
臺丸谷愛依 富良野高 北海道    13:00.80
ﾀﾞｲﾏﾙﾔ ｱｲ
土田  あい 苫小牧西高 北海道    13:05.39
ﾂﾁﾀﾞ ｱｲ
氏家  颯花 室蘭栄高 北海道    13:08.32
ｳｼﾞｲｴ ｿﾖｶ
三浦  萌楓 旭川明成高 北海道    14:46.50
ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ
田原  樹里 函館大妻高 北海道 棄権
ﾀﾊﾗ  ｼﾞｭﾘ
橋本  未来 岩見沢東高 北海道 棄権
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗｲ
内山  美礼 名寄高 北海道 棄権
ｳﾁﾔﾏ ﾐﾗｲ

17   380

22   495

19 16    63

20 10   462

3    50

16 19   549

17 23   460

18 8   101

13 21   106

14 18   401

15 20   474

10 12   659

11 2   408

12 4   522

7 11   609

8 15   391

9 1   614

4 14   605

5 13    58

6 7    14

1 6   507

2 5   531

3 9   677

2018/09/21 13:10

競技結果        女子            ３０００ｍ      決勝      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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
2018/09/21 13:10

競技結果        女子            ３０００ｍ      決勝      

 2組

的場  椋子 札幌東高 北海道    10:11.54
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｺ
寺嶋璃々亜 札幌静修高 北海道    10:21.13
ﾃﾗｼﾏ ﾘﾘｱ
菊地  結香 旭川龍谷高 北海道    10:28.22
ｷｸﾁ ﾕｲｶ
井出  宥菜 札幌日本大学高 北海道    10:31.87
ｲﾃﾞ ﾕﾅ
高橋ななみ 札幌日本大学高 北海道    10:40.84
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ
池長  穂香 北見緑陵高 北海道    10:48.84
ｲｹﾅｶﾞ ﾎﾉｶ
武田  遥 旭川東高 北海道    10:49.70
ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ
右代  優月 別海高 北海道    10:50.70
ｳｼﾛ ﾕﾂﾞｷ
古舘  桃奈 旭川龍谷高 北海道    10:51.66
ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾓﾅ
阿部  凪沙 札幌創成高 北海道    11:10.62
ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ
錦      寧 函館大妻高 北海道    11:14.64
ﾆｼｷ  ﾈｲ
大森    花 東海大札幌高 北海道    11:19.51
ｵｵﾓﾘ ﾊﾅ
花蔭  真由 市立札幌旭丘高 北海道    11:20.92
ﾊﾅｶｹﾞ ﾏﾕ
佐藤    杏 北見柏陽高 北海道    11:22.76
ｻﾄｳ ｱﾝ
秋田  恭花 札幌北高 北海道    11:25.85
ｱｷﾀ ｷｮｳｶ
川島    空 大麻高 北海道    11:32.69
ｶﾜｼﾏ ｿﾗ
金子  杏香 北見北斗高 北海道    11:37.55
ｶﾈｺ ｷｮｳｶ
福島  愛楽 札幌大谷高 北海道    11:44.25
ﾌｸｼﾏ ｱｲﾗ
上杉  梨実 釧路江南高 北海道    11:47.73
ｳｴｽｷﾞ ﾘﾐ
梅岡  あい 札幌北高 北海道    11:51.94
ｳﾒｵｶ ｱｲ
小泉穂乃花 札幌白石高 北海道    11:53.39
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ
糀  莉緒奈 札幌東高 北海道    12:05.78
ｺｳｼﾞ ﾘｵﾅ
高橋  紅愛 釧路江南高 北海道    12:14.14
ﾀｶﾊｼ ｸﾚｱ

21 3   199

22 16   144

23 13   648

18 22   312

19 19   645

20 6   170

15 18   168

16 23   235

17 20   565

12 9   344

13 15   288

14 21   579

9 10   481

10 5   328

11 12    55

6 8   585

7 17   429

8 14   676

3 1   479

4 2   339

5 11   333

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   148

2 4   325

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

 1組 風： +1.8

青木萌々花 足寄高 北海道       15.49
ｱｵｷ ﾓﾓｶ
竹内茉由美 旭川大学高 北海道       16.71
ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ
矢尾夏菜恵 市立札幌藻岩高 北海道       16.91
ﾔｵ ｶﾅｴ
伊東  唯菜 白樺学園高 北海道       16.96
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ
片口  春菜 札幌英藍高 北海道       16.98
ｶﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ
古川  琴海 八雲高 北海道       17.53
ﾌﾙｶﾜ  ｺﾄﾐ
長田  綾乃 旭川東高 北海道       18.13
ｵｻﾀﾞ ｱﾔﾉ
古田  姫花 岩見沢農業高 北海道       19.24
ﾌﾙﾀ ﾋﾒｶ
阿部  玖音 旭川永嶺高 北海道       19.27
ｱﾍﾞ ｸｵﾝ

 2組 風： -2.4

佐藤陽菜乃 旭川大学高 北海道       16.18
ｻﾄｳ ﾋﾅﾉ
米川  彩香 北広島高 北海道       16.95
ﾖﾈｶﾜ ｱﾔｶ
岡村  侑芽 苫小牧南高 北海道       17.20
ｵｶﾑﾗ ﾕﾒ
長濱  志保 函館中部高 北海道       17.69
ﾅｶﾞﾊﾏ  ｼﾎ
吉谷  祐香 大麻高 北海道       17.85
ﾖｼﾀﾆ ﾕｳｶ
塚本  千尋 旭川北高 北海道       17.93
ﾂｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ
小林  芽菜 武修館高 北海道       18.90
ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲﾅ
堀    心音 小樽潮陵高 北海道       19.73
ﾎﾘ ｺｺﾈ
田辺谷綾夏 枝幸高 北海道       20.11
ﾀﾍﾞﾔ ｱﾔｶ

 3組 風： -0.6

松田  玲果 立命館慶祥高 北海道       16.66
ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｶ
髙橋  明音 札幌西高 北海道       16.73
ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ
島田  楓月 小樽潮陵高 北海道       16.77
ｼﾏﾀﾞ ｶﾂｷ
樋浦  凜乃 岩見沢緑陵高 北海道       17.10
ﾋｳﾗ ﾘﾉ
秋山  咲希 札幌北陵高 北海道       17.48
ｱｷﾔﾏ ｻｷ
杉本  晴香 北見柏陽高 北海道       17.51
ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
三國  愛梨 釧路江南高 北海道       17.87
ﾐｸﾆ ｱｲﾘ
古髙  日菜 旭川永嶺高 北海道       19.92
ﾌﾙﾀｶ ﾋﾅ
藤原千菜美 滝川高 北海道       21.05
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁﾅﾐ

9 6   412

6 7   571

7 4   643

8 8   453

3 9   124

4 5   407

5 3   182

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   370

2 1   160

8 8   122

9 2   512

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

5 7   238

6 3   440

7 9   685

2 1   265

3 5   103

4 6     2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   472

7 3   425

8 9   389

9 7   452

4 2   556

5 4   217

6 1    21

1 5   543

2 8   467

3 6   303

通過基準  6組  3着 + 6 2018/09/19 10:44

競技結果        女子            １００ｍＨ      予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

通過基準  6組  3着 + 6 2018/09/19 10:44

競技結果        女子            １００ｍＨ      予選      

 4組 風： -0.2

栃丸  桃花 石狩南高 北海道       15.80
ﾄﾁﾏﾙ ﾓﾓｶ
本田  桃子 遠軽高 北海道       16.16
ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓｺ
水白  菜摘 大谷室蘭高 北海道       17.07
ﾐｽﾞｼﾛ ﾅﾂﾐ YC
石寺  咲月 札幌東高 北海道       17.18
ｲｼﾃﾞﾗ ｻﾂｷ
鈴木  桜子 帯広三条高 北海道       17.53
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗｺ YC
小島  京華 浦河高 北海道       17.62
ｺｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
西川  夢夏 函館大妻高 北海道       18.14
ﾆｼｶﾜ  ﾕﾒｶ
氏家麻由花 士別翔雲高 北海道       18.28
ｳｼﾞｲｴ ﾏﾕｶ
今江    愛 稚内高 北海道       22.12
ｲﾏｴ ﾏﾅﾐ

 5組 風： +2.2

中山  璃子 恵庭北高 北海道       14.34
ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ
相内  美咲 北見緑陵高 北海道       16.49
ｱｲｳﾁ ﾐｻｷ
森下まりん 石狩南高 北海道       16.68
ﾓﾘｼﾀ ﾏﾘﾝ
塩田  悦子 網走南ｹ丘高 北海道       16.91
ｼｵﾀ ｴﾂｺ
瀬越  妃菜 札幌日本大学高 北海道       17.48
ｾｺﾞｼ ﾋﾅ
永谷  理子 伊達緑丘高 北海道       18.14
ﾅｶﾞﾔ ﾘｺ
春木  天悠 大谷室蘭高 北海道       18.23
ﾊﾙｷ ｱﾕｳ
福士  恋奈 武修館高 北海道       18.43
ﾌｸｼ ﾚﾅ
工藤聖莉奈 北海高 北海道 棄権
ｸﾄﾞｳ ｾﾘﾅ

 6組 風： +2.3

千葉  桃子 立命館慶祥高 北海道       14.92
ﾁﾊﾞ ﾓﾓｺ
吉野  琉花 札幌大谷高 北海道       15.43
ﾖｼﾉ ﾙｶ
市川  奈穂 室蘭清水丘高 北海道       16.54
ｲﾁｶﾜ ﾅｵ
兜森  美佑 遠軽高 北海道       16.57
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾐﾕ
三船  莉子 遺愛女子高 北海道       17.36
ﾐﾌﾈ  ﾘｺ
中澤  綾乃 市立札幌旭丘高 北海道       17.36
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ
阿部  桃和 函館稜北高 北海道       17.45
ｱﾍﾞ  ﾓﾓﾜ
佐藤  理乃 釧路湖陵高 北海道       18.20
ｻﾄｳ ﾘﾉ
鈴木  麻衣 釧路北陽高 北海道       18.26
ｽｽﾞｷ ﾏｲ

9 9   662

6 4   285

7 7    10

8 1   635

3 6    65

4 3   616

5 2    41

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   374

2 8   323

8 3   687

4   359

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

5 7   340

6 6    84

7 1   113

2 9   593

3 8   275

4 5   610

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   264

7 1    51

8 8   489

9 3   509

4 9   153

5 7   516

6 2   110

備考
1 4   274

2 5   615

3 6   116

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

 1組 風： +2.2

千葉  桃子 立命館慶祥高 北海道       14.76
ﾁﾊﾞ ﾓﾓｺ
佐藤陽菜乃 旭川大学高 北海道       15.45
ｻﾄｳ ﾋﾅﾉ
本田  桃子 遠軽高 北海道       16.16
ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓｺ
水白  菜摘 大谷室蘭高 北海道       16.63
ﾐｽﾞｼﾛ ﾅﾂﾐ
髙橋  明音 札幌西高 北海道       16.68
ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ
森下まりん 石狩南高 北海道       16.73
ﾓﾘｼﾀ ﾏﾘﾝ
樋浦  凜乃 岩見沢緑陵高 北海道       16.82
ﾋｳﾗ ﾘﾉ
塩田  悦子 網走南ｹ丘高 北海道       17.08
ｼｵﾀ ｴﾂｺ

 2組 風： -2.6

中山  璃子 恵庭北高 北海道       14.51
ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ
吉野  琉花 札幌大谷高 北海道       15.20
ﾖｼﾉ ﾙｶ
兜森  美佑 遠軽高 北海道       16.25
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾐﾕ
市川  奈穂 室蘭清水丘高 北海道       16.43
ｲﾁｶﾜ ﾅｵ YC
米川  彩香 北広島高 北海道       16.77
ﾖﾈｶﾜ ｱﾔｶ
松田  玲果 立命館慶祥高 北海道       16.79
ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｶ
石寺  咲月 札幌東高 北海道       17.14
ｲｼﾃﾞﾗ ｻﾂｷ
岡村  侑芽 苫小牧南高 北海道       17.16
ｵｶﾑﾗ ﾕﾒ

 3組 風： +0.8

青木萌々花 足寄高 北海道       15.18
ｱｵｷ ﾓﾓｶ
栃丸  桃花 石狩南高 北海道       15.65
ﾄﾁﾏﾙ ﾓﾓｶ
竹内茉由美 旭川大学高 北海道       16.36
ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ
相内  美咲 北見緑陵高 北海道       16.39
ｱｲｳﾁ ﾐｻｷ
矢尾夏菜恵 市立札幌藻岩高 北海道       17.10
ﾔｵ ｶﾅｴ
伊東  唯菜 白樺学園高 北海道       17.16
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ
島田  楓月 小樽潮陵高 北海道 途中棄権
ｼﾏﾀﾞ ｶﾂｷ
片口  春菜 札幌英藍高 北海道 棄権
ｶﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ

2   217

6 3   556

9   124

4 4   593

5 8   303

2 7   274

3 5   467

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   543

8 8   103

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 6   370

7 2   153

4 9    65

5 7   265

2 5   323

3 3   616

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   264

8 3   610

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 8   275

7 2   407

4 9   116

5 6   160

2 7   472

3 5   615

記録 備考
1 4   374

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/19 13:42

競技結果        女子            １００ｍＨ      準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

風： +1.3

中山  璃子 恵庭北高 北海道       14.33
ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ
千葉  桃子 立命館慶祥高 北海道       14.58
ﾁﾊﾞ ﾓﾓｺ
吉野  琉花 札幌大谷高 北海道       15.17
ﾖｼﾉ ﾙｶ
青木萌々花 足寄高 北海道       15.18
ｱｵｷ ﾓﾓｶ
佐藤陽菜乃 旭川大学高 北海道       15.33
ｻﾄｳ ﾋﾅﾉ
栃丸  桃花 石狩南高 北海道       15.77
ﾄﾁﾏﾙ ﾓﾓｶ
本田  桃子 遠軽高 北海道       16.20
ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓｺ
兜森  美佑 遠軽高 北海道       16.88
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾐﾕ

8 2   616

6 9   274

7 3   615

4 6   543

5 8   472

2 5   374

3 7   323

記録 備考
1 4   264

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/19 14:15

競技結果        女子            １００ｍＨ      決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

佐藤  彩夏 室蘭清水丘高 北海道     1:08.83
ｻﾄｳ ｻｲｶ
田尻  真衣 北海高 北海道     1:09.37
ﾀｼﾞﾘ ﾏｲ
大下  美咲 旭川大学高 北海道     1:13.47
ｵｵｼﾀ ﾐｻｷ
市川ひばり 函館大妻高 北海道     1:13.63
ｲﾁｶﾜ  ﾋﾊﾞﾘ
高山    桜 北星大附属高 北海道     1:13.88
ﾀｶﾔﾏ ｻｸﾗ
牧野  菜奈 清水高 北海道     1:24.07
ﾏｷﾉ ﾅﾅ
氏家麻由花 士別翔雲高 北海道     1:29.20
ｳｼﾞｲｴ ﾏﾕｶ
青山    楓 旭川西高 北海道 棄権
ｱｵﾔﾏ ｶｴﾃﾞ

 2組

兜森  美佑 遠軽高 北海道     1:10.39
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾐﾕ
岡本  亜弓 市立札幌清田高 北海道     1:10.73
ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾐ
青木萌々花 足寄高 北海道     1:10.88
ｱｵｷ ﾓﾓｶ
山本  優芽 札幌大谷高 北海道     1:13.48
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ
吉田  晴香 札幌日本大学高 北海道     1:14.12
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ
塚本  千尋 旭川北高 北海道     1:15.14
ﾂｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ
今江    愛 稚内高 北海道     1:29.48
ｲﾏｴ ﾏﾅﾐ
妹尾  莉奈 名寄高 北海道 棄権
ｾﾉｵ ﾘﾅ

 3組

三國  愛梨 釧路江南高 北海道     1:08.76
ﾐｸﾆ ｱｲﾘ
岡村  侑芽 苫小牧南高 北海道     1:12.18
ｵｶﾑﾗ ﾕﾒ
北川るる花 札幌西陵高 北海道     1:12.38
ｷﾀｶﾞﾜ ﾙﾙｶ
三船  莉子 遺愛女子高 北海道     1:12.69
ﾐﾌﾈ  ﾘｺ
早坂  涼子 札幌国際情報高 北海道     1:13.20
ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳｺ
渡辺  百華 旭川永嶺高 北海道     1:21.27
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ
平澤  夢子 滝川高 北海道     1:31.42
ﾋﾗｻﾜ ﾕﾒｺ
千葉  桃子 立命館慶祥高 北海道 棄権
ﾁﾊﾞ ﾓﾓｺ

 4組

鈴木  彩恵 市立札幌旭丘高 北海道     1:07.11
ｽｽﾞｷ ｻｴ
安和  千尋 恵庭南高 北海道     1:09.54
ｱﾜ ﾁﾋﾛ
竹内茉由美 旭川大学高 北海道     1:10.58
ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ
萬屋  佐愛 武修館高 北海道     1:10.86
ﾖﾛｽﾞﾔ ｻﾁｶ
市川  奈穂 室蘭清水丘高 北海道     1:14.37
ｲﾁｶﾜ ﾅｵ
長田  綾乃 旭川東高 北海道     1:16.67
ｵｻﾀﾞ ｱﾔﾉ
藤原千菜美 滝川高 北海道     1:20.68
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁﾅﾐ

7 4   412

4 7   683

5 8    65

6 5   425

備考
1 3   284

2 6   250

3 2   467

5   374

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

5 3   228

6 6   454

7 2   413

2 4   103

3 1   189

4 7    41

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8   643

6 7   440

7 1   509

8   498

3 6   543

4 4   316

5 5   336

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   616

2 3   293

7 5   489

8   435

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 4    48

5 1   349

6 2   539

1 7    68

2 6   355

3 3   465

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/20 12:10

競技結果        女子            ４００ｍＨ      予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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  7組  3着 + 3 2018/09/20 12:10

競技結果        女子            ４００ｍＨ      予選      

 5組

元木  瑞歩 北海高 北海道     1:08.37
ﾓﾄｷ ﾐｽﾞﾎ
矢尾夏菜恵 市立札幌藻岩高 北海道     1:10.30
ﾔｵ ｶﾅｴ
古川  琴海 八雲高 北海道     1:10.62
ﾌﾙｶﾜ  ｺﾄﾐ
馬場  夏音 武修館高 北海道     1:11.23
ﾊﾞﾊﾞ ｶﾉﾝ
織田  恋乃 石狩南高 北海道     1:12.04
ｵﾘﾀ ﾚﾉ
樋浦  凜乃 岩見沢緑陵高 北海道     1:15.15
ﾋｳﾗ ﾘﾉ
太田  紗椰 帯広農業高 北海道     1:18.00
ｵｵﾀ ｻﾔ

 6組

ﾔﾝｸﾞ絵里花ｻﾏﾝｻ 札幌北高 北海道     1:08.07
ﾔﾝｸﾞ ｴﾘｶｻﾏﾝｻ
岩本  伊織 小樽桜陽高 北海道     1:08.22
ｲﾜﾓﾄ ｲｵﾘ
本田  桃子 遠軽高 北海道     1:08.36
ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓｺ
岡村みちる 市立札幌藻岩高 北海道     1:08.94
ｵｶﾑﾗ ﾐﾁﾙ
長濱  志保 函館中部高 北海道     1:13.41
ﾅｶﾞﾊﾏ  ｼﾎ
松村  美緒 旭川永嶺高 北海道     1:16.85
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｵ
春木  天悠 大谷室蘭高 北海道 棄権
ﾊﾙｷ ｱﾕｳ

 7組

麓  こより 釧路江南高 北海道     1:07.00
ﾌﾓﾄ ｺﾖﾘ
中澤  綾乃 市立札幌旭丘高 北海道     1:10.84
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ
若林  千夏 旭川東高 北海道     1:11.26
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ
杉本  晴香 北見柏陽高 北海道     1:12.39
ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
伊東梨々花 北見緑陵高 北海道     1:12.57
ｲﾄｳ ﾘﾘｶ
古田  姫花 岩見沢農業高 北海道     1:20.39
ﾌﾙﾀ ﾋﾒｶ
伊東  唯菜 白樺学園高 北海道 棄権
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ

8   556

4 3   571

5 4   586

6 2   389

備考
1 6   642

2 5   285

3 7   430

5   113

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

4 4   304

5 3     2

6 8   450

備考
1 6   169

2 7   129

3 2   615

7 2   534

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

4 5   686

5 7   278

6 8   407

備考
1 4   353

2 6   303

3 3    21

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

元木  瑞歩 北海高 北海道     1:04.91
ﾓﾄｷ ﾐｽﾞﾎ
本田  桃子 遠軽高 北海道     1:06.12
ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓｺ
田尻  真衣 北海高 北海道     1:07.00
ﾀｼﾞﾘ ﾏｲ
ﾔﾝｸﾞ絵里花ｻﾏﾝｻ 札幌北高 北海道     1:07.10
ﾔﾝｸﾞ ｴﾘｶｻﾏﾝｻ
安和  千尋 恵庭南高 北海道     1:07.72
ｱﾜ ﾁﾋﾛ
岡村みちる 市立札幌藻岩高 北海道     1:08.88
ｵｶﾑﾗ ﾐﾁﾙ
大下  美咲 旭川大学高 北海道     1:13.26
ｵｵｼﾀ ﾐｻｷ
竹内茉由美 旭川大学高 北海道     1:18.29
ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ

 2組

麓  こより 釧路江南高 北海道     1:05.73
ﾌﾓﾄ ｺﾖﾘ
青木萌々花 足寄高 北海道     1:07.02
ｱｵｷ ﾓﾓｶ
佐藤  彩夏 室蘭清水丘高 北海道     1:07.36
ｻﾄｳ ｻｲｶ
兜森  美佑 遠軽高 北海道     1:08.31
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾐﾕ
中澤  綾乃 市立札幌旭丘高 北海道     1:09.43
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ
岡本  亜弓 市立札幌清田高 北海道     1:10.42
ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾐ
馬場  夏音 武修館高 北海道     1:10.56
ﾊﾞﾊﾞ ｶﾉﾝ
若林  千夏 旭川東高 北海道     1:15.13
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ

 3組

鈴木  彩恵 市立札幌旭丘高 北海道     1:06.35
ｽｽﾞｷ ｻｴ
岩本  伊織 小樽桜陽高 北海道     1:08.65
ｲﾜﾓﾄ ｲｵﾘ
古川  琴海 八雲高 北海道     1:09.46
ﾌﾙｶﾜ  ｺﾄﾐ
矢尾夏菜恵 市立札幌藻岩高 北海道     1:09.51
ﾔｵ ｶﾅｴ
三國  愛梨 釧路江南高 北海道     1:09.88
ﾐｸﾆ ｱｲﾘ
岡村  侑芽 苫小牧南高 北海道     1:11.38
ｵｶﾑﾗ ﾕﾒ
萬屋  佐愛 武修館高 北海道     1:12.85
ﾖﾛｽﾞﾔ ｻﾁｶ
北川るる花 札幌西陵高 北海道     1:13.71
ｷﾀｶﾞﾜ ﾙﾙｶ

8 1   189

6 7   103

7 2   683

4 5   303

5 4   643

2 3   129

3 8    21

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   284

8 2   430

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 6   293

7 1   686

4 5   616

5 8   285

2 7   543

3 3    68

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   642

8 8   467

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 2   304

7 1   465

4 3   169

5 5   250

2 7   615

3 4   355

記録 備考
1 6   353

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/20 15:03

競技結果        女子            ４００ｍＨ      準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

元木  瑞歩 北海高 北海道     1:03.57
ﾓﾄｷ ﾐｽﾞﾎ
麓  こより 釧路江南高 北海道     1:04.71
ﾌﾓﾄ ｺﾖﾘ
鈴木  彩恵 市立札幌旭丘高 北海道     1:05.46
ｽｽﾞｷ ｻｴ
田尻  真衣 北海高 北海道     1:06.57
ﾀｼﾞﾘ ﾏｲ
ﾔﾝｸﾞ絵里花ｻﾏﾝｻ 札幌北高 北海道     1:06.87
ﾔﾝｸﾞ ｴﾘｶｻﾏﾝｻ
青木萌々花 足寄高 北海道     1:07.01
ｱｵｷ ﾓﾓｶ
本田  桃子 遠軽高 北海道     1:07.25
ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓｺ
岩本  伊織 小樽桜陽高 北海道     1:08.75
ｲﾜﾓﾄ ｲｵﾘ

8 7   129

6 8   543

7 4   615

4 1   355

5 2   169

2 6   642

3 5   284

記録 備考
1 3   353

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/21 10:34

競技結果        女子            ４００ｍＨ      決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

伍楼  もえ 函館大妻高 北海道    26:39.78
ｺﾞﾛｳ  ﾓｴ
谷口  愛実 旭川北高 北海道    29:14.86
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ
糀  怜依奈 札幌東高 北海道    29:39.96
ｺｳｼﾞ ﾚｲﾅ
朝長  留妃 遠軽高 北海道    29:56.66
ﾄﾓﾅｶﾞ ﾙｷ
谷口  果林 標茶高 北海道    31:33.74
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾘﾝ
平塚    結 岩見沢緑陵高 北海道    31:49.66
ﾋﾗﾂｶ ﾕｲ
平    彩季 札幌東高 北海道    32:10.43
ﾀｲﾗ ｻｷ
二川    愛 函館商業高 北海道    34:40.73
ﾌﾀｶﾞﾜ  ｱｲ
佐藤  奈美 遠軽高 北海道    34:55.17
ｻﾄｳ ﾅﾐ
橋本  未来 岩見沢東高 北海道    38:51.01
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗｲ
小野  愛弥 中標津農業高 北海道    39:54.47
ｵﾉ ｱﾐ
米濱  心寧 札幌白石高 北海道 失格
ﾖﾈﾊﾏ ｺｺﾈ
奥野  七菜 旭川東高 北海道 失格
ｵｸﾉ ﾅﾅ
吉澤  妃織 旭川北高 北海道 棄権
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｵﾘ
出穂    萌 札幌西陵高 北海道 棄権
ｲｽﾞﾎ ﾓｴ

8   438

12   188

7   200

15   427

10 6   380

11 14   680

8 1    13

9 11   624

6 9   408

7 5   151

4 4   619

5 3   655

2 2   439

3 13   145

記録 備考
1 10    46

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/19 13:52

競技結果        女子            ５０００ｍ競歩  決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

旭川北高 石田    楓 ｲｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 旭川北高 北海道       51.23
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

釧路江南高 三國  愛梨 ﾐｸﾆ ｱｲﾘ 釧路江南高 北海道       51.80
近藤  みく ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 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

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       52.19
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

札幌南陵高 澤田さくら ｻﾜﾀﾞ  ｻｸﾗ 札幌南陵高 北海道       53.90
赤澤  静麗 ｱｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ 札幌南陵高 北海道

北海道 大友ひかり ｵｵﾄﾓ  ﾋｶﾘ 札幌南陵高 北海道
北野  莉世 ｷﾀﾉ ﾘｾ 札幌南陵高 北海道

遺愛女子高 小笠原るん ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾙﾝ 遺愛女子高 北海道       54.05
谷口  史夏 ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾌﾐｶ 遺愛女子高 北海道

北海道 小玉梨々子 ｺﾀﾞﾏ  ﾘﾘｺ 遺愛女子高 北海道
三船  莉子 ﾐﾌﾈ  ﾘｺ 遺愛女子高 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       55.69
佐々木稀月 ｻｻｷ ｷﾗﾗ 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
有本  百花 ｱﾘﾓﾄ ﾓﾓｶ 滝川高 北海道

倶知安高 岩城  李佳 ｲﾜｷ ﾓﾓｶ 倶知安高 北海道       55.99
小松  瑞歩 ｺﾏﾂ ﾐｽﾞﾎ 倶知安高 北海道

北海道 中嶌ゆうき ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｳｷ 倶知安高 北海道
嶋  美菜穂 ｼﾏ ﾐﾅﾎ 倶知安高 北海道

旭川西高 矢田悠季乃 ﾔﾀﾞ  ﾕｷﾉ 旭川西高 北海道       56.28
塩泡わかな ｼﾜｸ  ﾜｶﾅ 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
髙橋  政伽 ﾀｶﾊｼ  ｾｲｶ 旭川西高 北海道

 2組

北見緑陵高 浦田    葵 ｳﾗﾀ ｱｵｲ 北見緑陵高 北海道       50.68
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

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
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

函館工業高 谷藤  りな ﾀﾆﾌｼﾞ  ﾘﾅ 函館工業高 北海道       52.13
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

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

北海道 小林  芽菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲﾅ 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

小樽潮陵高 檜垣  志帆 ﾋｶﾞｷ ｼﾎ 小樽潮陵高 北海道       54.36
岩田  澄香 ｲﾜﾀ ｽﾐｶ 小樽潮陵高 北海道

北海道 逸見  京花 ﾍﾝﾐ ｷｮｳｶ 小樽潮陵高 北海道
島田  楓月 ｼﾏﾀﾞ ｶﾂｷ 小樽潮陵高 北海道

岩見沢東高 大泉    涼 ｵｵｲｽﾞﾐ ｽｽﾞ 岩見沢東高 北海道       54.44
奥野  結愛 ｵｸﾉ ﾕﾒ 岩見沢東高 北海道

北海道 野田  楓華 ﾉﾀﾞ ﾌｳｶ 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

北見商業高 稲部  優月 ｲﾅﾍﾞ  ﾕﾂﾞｷ 北見商業高 北海道       55.21
橋本  朔良 ﾊｼﾓﾄ  ｻｸﾗ 北見商業高 北海道

北海道 下田  玲菜 ｼﾓﾀﾞ  ﾚﾅ 北見商業高 北海道
大島  菜月 ｵｵｼﾏ ﾅﾂｷ 北見商業高 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       57.88
岩本  伊織 ｲﾜﾓﾄ ｲｵﾘ 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
横道    葵 ﾖｺﾐﾁ ｱｵｲ 小樽桜陽高 北海道

機械トラブル
のため公認記
録なし

機械トラブル
のため公認記
録なし

  129
  131
  130

7 5   597
  598
  599
  595

8 6   128

  125
  127
  124

6 4   381
  382
  384
  383

4 3   684
  686
  685
  683

5 1   126

  227
  224
  220

3 7    19
   17
   15
   18

記録 備考
1 2   587

  586
  593
  592

2 8   219

  431
  434
  433

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名

7 3   137
  138
  135
  136

8 8   437

   39
   44
   41

6 2   412
  409
  410
  411

4 1   202
  201
  204
  203

5 5    40

  647
  649
  640

3 7    48
   51
   52
   49

1 6   444
  445
  441
  443

2 4   643

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/20 08:45

競技結果        女子            ４×１００ｍ    予選      

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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  7組  3着 + 3 2018/09/20 08:45

競技結果        女子            ４×１００ｍ    予選      

 3組

北海高 武藤  春愛 ﾑﾄｳ ﾊﾙｱ 北海高 北海道       49.69
工藤聖莉奈 ｸﾄﾞｳ ｾﾘﾅ 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
山口ひより ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾋﾖﾘ 北海高 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       51.55
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

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       51.78
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

札幌東高 古賀  天音 ｺｶﾞ  ｱﾏﾈ 札幌東高 北海道       52.02
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

砂川高 高玉  彩華 ﾀｶﾀﾞﾏ  ｱﾔｶ 砂川高 北海道       54.05
真下  菜智 ﾏｼﾀ ﾅﾁ 砂川高 北海道

北海道 松原  琴音 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺﾄﾈ 砂川高 北海道
渡辺  愛佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ 砂川高 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       54.69
山内あずさ ﾔﾏｳﾁ ｱｽﾞｻ 苫小牧東高 北海道

北海道 石山  綾華 ｲｼﾔﾏ  ｱﾔｶ 苫小牧東高 北海道
山本  実奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ 苫小牧東高 北海道

稚内高 今江    愛 ｲﾏｴ ﾏﾅﾐ 稚内高 北海道       59.66
相原    琳 ｱｲﾊﾗ ﾘﾝ 稚内高 北海道

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

網走南ｹ丘高 棄権

北海道

 4組

恵庭北高 中山  璃子 ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 恵庭北高 北海道       47.29 大会新
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

市立函館高 馬塀  真由 ﾊﾞﾍｲ  ﾏﾕ 市立函館高 北海道       51.31
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       51.79
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

北見柏陽高 髙橋  菜摘 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ 北見柏陽高 北海道       53.84
大谷  真央 ｵｵﾀﾆ  ﾏｵ 北見柏陽高 北海道

北海道 沼田那奈未 ﾇﾏﾀ  ﾅﾅﾐ 北見柏陽高 北海道
杉本  晴香 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 北見柏陽高 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       54.03
高橋  日菜 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 伊達緑丘高 北海道

北海道 堀江  李桜 ﾎﾘｴ  ﾘｵﾝ 伊達緑丘高 北海道
田中  歩果 ﾀﾅｶ  ｱﾕｶ 伊達緑丘高 北海道

旭川龍谷高 佐藤由梨亜 ｻﾄｳ  ﾕﾘｱ 旭川龍谷高 北海道       54.17
鈴木くるみ ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ 旭川龍谷高 北海道

北海道 根本  麗葉 ﾈﾓﾄ ｳﾙﾊ 旭川龍谷高 北海道
榎本ひかる ｴﾉﾓﾄ  ﾋｶﾙ 旭川龍谷高 北海道

名寄高 妹尾  莉奈 ｾﾉｵ ﾘﾅ 名寄高 北海道 失格
及川    凜 ｵｲｶﾜ ﾘﾝ 名寄高 北海道 R1

北海道 風間    凜 ｶｻﾞﾏ  ﾘﾝ 名寄高 北海道
佐久間凪沙 ｻｸﾏ ﾅｷﾞｻ 名寄高 北海道

札幌西陵高 棄権

北海道

1   498
  500
  501
  497

4

   83
   88
   85

6 2   482
  477
  483
  478

4 3   580
  573
  577
  571

5 7    84

   25
   27
   24

3 8   278
  274
  279
  276

記録 備考
1 6   264

  261
  260
  263

2 5    23

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名

7 8   509
  510
  511
  508

3

  418
  419
  420

6 1    93
   91
   95
   89

4 6   146
  154
  149
  147

5 7   417

  245
  243
  242

3 2   340
  337
  338
  336

記録 備考
1 5   351

  359
  357
  368

2 4   244

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 3

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  7組  3着 + 3 2018/09/20 08:45

競技結果        女子            ４×１００ｍ    予選      

 5組

札幌大谷高 佐々木  葵 ｻｻｷ ｱｵｲ 札幌大谷高 北海道       50.16
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

白樺学園高 伊東  唯菜 ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 白樺学園高 北海道       51.49
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

函館中部高 長濱  志保 ﾅｶﾞﾊﾏ  ｼﾎ 函館中部高 北海道       52.02
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

帯広農業高 大槻  美悠 ｵｵﾂｷ ﾐﾕ 帯広農業高 北海道       53.28
紙谷祐里菜 ｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ 帯広農業高 北海道

北海道 太田  紗椰 ｵｵﾀ ｻﾔ 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

旭川東高 木全  恵莉 ｷﾏﾀ ｴﾘ 旭川東高 北海道       54.87
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
鈴木  結来 ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 旭川東高 北海道

札幌稲雲高 遠藤  礼乃 ｴﾝﾄﾞｳ  ｱﾔﾉ 札幌稲雲高 北海道       55.11
中川ももか ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 札幌稲雲高 北海道

北海道 石岡  菜月 ｲｼｵｶ  ﾅﾂｷ 札幌稲雲高 北海道
小原  史琴 ｵﾊﾞﾗ ﾐｺﾄ 札幌稲雲高 北海道

恵庭南高 前地亜弥菜 ﾏｴﾁ  ｱﾔﾅ 恵庭南高 北海道 失格
小林  愛莉 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 恵庭南高 北海道 R1

北海道 安和  千尋 ｱﾜ ﾁﾋﾛ 恵庭南高 北海道
佐々木なつ ｻｻｷ  ﾅﾂ 恵庭南高 北海道

 6組

旭川大学高 松村  紗希 ﾏﾂﾑﾗ ｻｷ 旭川大学高 北海道
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
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

士別翔雲高 川上  莉奈 ｶﾜｶﾐ ﾘﾅ 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

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

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
伊藤  美緒 ｲﾄｳ ﾐｵ 帯広南商業高 北海道

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

釧路北陽高 宮舘  芽衣 ﾐﾔﾀﾞﾃ  ﾒｲ 釧路北陽高 北海道
白田  菜織 ｼﾗﾀ ﾅｵﾘ 釧路北陽高 北海道

北海道 廣保  莉緒 ﾋﾛﾔｽ  ﾘｵ 釧路北陽高 北海道
掘込乃々花 ﾎﾘｺﾐ  ﾉﾉｶ 釧路北陽高 北海道

大麻高 藤井かんな ﾌｼﾞｲ  ｶﾝﾅ 大麻高 北海道
久光  芙和 ﾋｻﾐﾂ ﾊﾅ 大麻高 北海道

北海道 吉谷  祐香 ﾖｼﾀﾆ ﾕｳｶ 大麻高 北海道
田畑  百葉 ﾀﾊﾞﾀ ﾓﾓﾊ 大麻高 北海道

室蘭栄高 西條  琴音 ｻｲｼﾞｮｳ  ｺﾄﾈ 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

北海道 遊佐美羽夏 ﾕｻ  ﾐｳｶ 室蘭栄高 北海道
後藤  梨那 ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 室蘭栄高 北海道

機械トラブル
のため公認記
録なし

機械トラブル
のため公認記
録なし

機械トラブル
のため公認記
録なし

機械トラブル
のため公認記
録なし

機械トラブル
のため公認記
録なし

機械トラブル
のため公認記
録なし

機械トラブル
のため公認記
録なし

  237
  238
  239

7 3    61
   57
   62
   60

5 4   669
  661
  667
  668

6 8   240

  491
  485
  487

4 2   551
  548
  547
  550

  466
2 7   114

  117
  118
  116

3 6   484

競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 5   468

  473
  467

7   251
  252
  250
  256

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ

  430
  425
  428

6 6   211
  213
  214
  209

4 4   526
  524
  534
  525

5 5   424

  558
  557
  560

3 2     2
    3
    6
    1

記録 備考
1 8   319

  323
  321
  322

2 3   556

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 4

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  7組  3着 + 3 2018/09/20 08:45

競技結果        女子            ４×１００ｍ    予選      

 7組

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       50.85
天野  夏月 ｱﾏﾉ  ｶﾂﾞｷ 立命館慶祥高 北海道 YC

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

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       52.03
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

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       52.15
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

室蘭清水丘高 前    小夏 ﾏｴ ｺﾅﾂ 室蘭清水丘高 北海道       52.55
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

釧路湖陵高 和    歩奈 ﾆｷﾞ  ｱﾕﾅ 釧路湖陵高 北海道       54.65
山田  桃音 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓﾈ 釧路湖陵高 北海道

北海道 佐藤  理乃 ｻﾄｳ ﾘﾉ 釧路湖陵高 北海道
三上  葉月 ﾐｶﾐ  ﾊﾂﾞｷ 釧路湖陵高 北海道

足寄高 川崎    純 ｶﾜｻｷ  ｼﾞｭﾝ 足寄高 北海道       55.82
青木萌々花 ｱｵｷ ﾓﾓｶ 足寄高 北海道

北海道 青木  美樹 ｱｵｷ  ﾐｷ 足寄高 北海道
斉藤にいな ｻｲﾄｳ  ﾆｲﾅ 足寄高 北海道

遠軽高 棄権

北海道

6 3   545
  543
  544
  546

6

   68
   65
   71

5 8   636
  638
  635
  637

3 4   289
  285
  284
  287

4 7    69

  379
  372
  373

2 2   308
  303
  304
  301

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 5   376
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P. 1

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

   68
   65
   71

7 1    19
   17
   15
   18

8 2    69

  445
  441
  443

6 7   484
  491
  485
  487

4 5   244
  245
  243
  242

5 3   444

  379
  372
  373

3 8   643
  642
  649
  640

記録 備考
1 4   264

  261
  260
  263

2 6   376

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

恵庭北高 中山  璃子 ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 恵庭北高 北海道       46.84
御家瀬  緑 ﾐｶｾ  ﾐﾄﾞﾘ 恵庭北高 北海道 大会新

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

札幌大谷高 佐々木  葵 ｻｻｷ ｱｵｲ 札幌大谷高 北海道       48.84
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

旭川大学高 松村  紗希 ﾏﾂﾑﾗ ｻｷ 旭川大学高 北海道       48.90
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

北海高 武藤  春愛 ﾑﾄｳ ﾊﾙｱ 北海高 北海道       49.01
工藤聖莉奈 ｸﾄﾞｳ ｾﾘﾅ 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
山口ひより ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾋﾖﾘ 北海高 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       50.41
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

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       50.47
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

釧路江南高 三國  愛梨 ﾐｸﾆ ｱｲﾘ 釧路江南高 北海道       51.05
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

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 失格
天野  夏月 ｱﾏﾉ  ｶﾂﾞｷ 立命館慶祥高 北海道 R1

北海道 廣澤  未来 ﾋﾛｻﾜ ﾐｸ 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
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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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 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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   83
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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
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  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

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 4

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
2018/09/21 14:45

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

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

 1組
1m42 1m45

伊藤  美緒 帯広南商業高 o o   1.45
ｲﾄｳ ﾐｵ

北海道
加賀谷  遥 札幌創成高 o o   1.45
ｶｶﾞﾔ ﾊﾙｶ

北海道
渡邉  優紀 北海高 o o   1.45
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

北海道
中村  詠美 帯広南商業高 - o   1.45
ﾅｶﾑﾗ ｴﾐ

北海道
長谷川莉乃 北海高 o o   1.45
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾉ

北海道
若林きらら 恵庭南高 - xo   1.45
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ

北海道
松田  早紀 大麻高 o xo   1.45
ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ

北海道
佐藤れいら 札幌東商業高 o xxo   1.45
ｻﾄｳ ﾚｲﾗ

北海道
金子梨々香 釧路高等専門 xo xxo   1.45
ｶﾈｺ ﾘﾘｶ

北海道
吉田  遥南 岩見沢緑陵高 xxo xxo   1.45
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ

北海道
松田  玲果 立命館慶祥高 xxo xxo   1.45
ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｶ

北海道
柴田    碧 美唄聖華高 xxx    記録なし
ｼﾊﾞﾀ ﾐﾄﾞﾘ

北海道
永澤  華乃 室蘭東翔高 xxx    記録なし
ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾅﾉ

北海道
酒井  雛子 登別明日中等 xxx    記録なし
ｻｶｲ ﾋﾅｺ

北海道
佐野美由紀 札幌第一高 xxx    記録なし
ｻﾉ ﾐﾕｷ

北海道
榊    莉音 旭川大学高 xxx    記録なし
ｻｶｷ ﾘｵ

北海道
有田  琴音 苫小牧東高 xxx    記録なし
ｱﾘﾀ ｺﾄﾈ

北海道
米川  彩香 北広島高 xxx    記録なし
ﾖﾈｶﾜ ｱﾔｶ

北海道
石山  真衣 湧別高 xxx    記録なし
ｲｼﾔﾏ ﾏｲ

北海道
前    小夏 室蘭清水丘高 xxx    記録なし
ﾏｴ ｺﾅﾂ

北海道
山口ゆから 岩見沢農業高 xxx    記録なし
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶﾗ

北海道
阿部    遥 中標津高    棄権
ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ

北海道

6  679

18  631

19   69

20  390

12  471

14   90

15  265

5   79

9   80

10  331

10 11  402

10 22  370

2  399

6 13  236

8 3  232

9 4  688

1 17  547

1 21  362

6 7  254

1 1  548

1 8  329

1 16  354

標準記録    1.45m 2018/09/21 11:03

競技結果        女子            走高跳          予選      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

標準記録    1.45m 2018/09/21 11:03

競技結果        女子            走高跳          予選      

 2組
1m42 1m45

笈口  萌優 札幌静修高 - o   1.45
ｵｲｸﾞﾁ ﾓﾕ

北海道
東海林  夢 遺愛女子高 - o   1.45
ｼｮｳｼﾞ  ﾏﾄﾞｶ

北海道
髙田  悠可 知内高 o o   1.45
ﾀｶﾀﾞ  ﾕｳｶ

北海道
髙橋  涼菜 苫小牧総合経済高 o xo   1.45
ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞﾅ

北海道
若松  亜美 北見緑陵高 o xo   1.45
ﾜｶﾏﾂ ｱﾐ

北海道
貝瀬  茉佑 本別高 o xxx   1.42
ｶｲｾ ﾏﾕｳ

北海道
廣澤  未来 立命館慶祥高 xo xxx   1.42
ﾋﾛｻﾜ ﾐｸ

北海道
大泉    涼 岩見沢東高 xxo xxx   1.42
ｵｵｲｽﾞﾐ ｽｽﾞ

北海道
中島  愛奈 千歳高 xxx    記録なし
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾅ

北海道
舩橋  るな 苫小牧東高 xxx    記録なし
ﾌﾅﾊﾞｼ ﾙﾅ

北海道
藤原  音々 旭川北高 xxx    記録なし
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾈﾈ

北海道
松原  琴音 砂川高 xxx    記録なし
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺﾄﾈ

北海道
池田  美梨 紋別高 xxx    記録なし
ｲｹﾀﾞ ﾐﾗｲ

北海道
鹿内いぶき 霧多布高 xxx    記録なし
ｼｶｳﾁ ｲﾌﾞｷ

北海道
小守林  蘭 檜山北高 xxx    記録なし
ｺﾓﾘﾊﾞﾔｼ  ﾗﾝ

北海道
上田  萌奈 帯広大谷高 xxx    記録なし
ｳｴﾀﾞ ﾓｴﾅ

北海道
安崎明日香 小樽桜陽高 xxx    記録なし
ﾔｽｻﾞｷ ｱｽｶ

北海道
堀    心音 小樽潮陵高 xxx    記録なし
ﾎﾘ ｺｺﾈ

北海道
山田  愛海 北見藤女子高    棄権
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾐ

北海道
鈴木  結来 旭川東高    棄権
ｽｽﾞｷ ﾕﾗ

北海道
木村  愛嘉 北見藤女子高    棄権
ｷﾑﾗ ｱｲｶ

北海道
佐久間凪沙 名寄高    棄権
ｻｸﾏ ﾅｷﾞｻ

北海道

12  497

4  634

8  428

9  633

19  553

20  132

22  122

16  630

17  670

18   38

3   96

6  446

11  419

7 7  375

8 5  381

1  246

4 2  107

4 13  592

6 10  542

備考

1 14  326

1 15   45

1 21   31

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

1m45 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60 1m63 1m66 1m68 1m70

東海林  夢 遺愛女子高 - - o - - xo o xo xo xxx   1.68 大会新
ｼｮｳｼﾞ  ﾏﾄﾞｶ

北海道
中村  詠美 帯広南商業高 - - - o o o o xxx   1.63
ﾅｶﾑﾗ ｴﾐ

北海道
若林きらら 恵庭南高 - o o o o xo xxx   1.60
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ

北海道
髙田  悠可 知内高 o o xxo o xo xxx   1.57
ﾀｶﾀﾞ  ﾕｳｶ

北海道
長谷川莉乃 北海高 xo o o xo xo xxx   1.57
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾉ

北海道
笈口  萌優 札幌静修高 o o o o xxx   1.54
ｵｲｸﾞﾁ ﾓﾕ

北海道
渡邉  優紀 北海高 o o o xxo xxx   1.54
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

北海道
髙橋  涼菜 苫小牧総合経済高 o o xo xxx   1.51
ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞﾅ

北海道
松田  玲果 立命館慶祥高 o o xxx   1.48
ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｶ

北海道
金子梨々香 釧路高等専門 o xxo xxx   1.48
ｶﾈｺ ﾘﾘｶ

北海道
加賀谷  遥 札幌創成高 o xxx   1.45
ｶｶﾞﾔ ﾊﾙｶ

北海道
伊藤  美緒 帯広南商業高 o xxx   1.45
ｲﾄｳ ﾐｵ

北海道
松田  早紀 大麻高 xo xxx   1.45
ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ

北海道
若松  亜美 北見緑陵高 xxx    記録なし
ﾜｶﾏﾂ ｱﾐ

北海道
吉田  遥南 岩見沢緑陵高 xxx    記録なし
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ

北海道
佐藤れいら 札幌東商業高 xxx    記録なし
ｻﾄｳ ﾚｲﾗ

北海道

8  232

1  592

4  402

11 16  548

13 13  236

10 7  688

11 10  329

8 9  107

9 6  370

6 14  326

7 11  354

4 3   31

4 15  362

2 5  547

3 2  254

記録 備考

1 12   45

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/21 15:01

競技結果        女子            走高跳          決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
跳躍審判長
記録主任

2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00
3m10 3m20 3m30

若松  亜美 北見緑陵高 - - - - - o - o o o   3.00
ﾜｶﾏﾂ ｱﾐ xxx

北海道
佐藤  絢音 石狩南高 - - - - o - o - o xxo   3.00
ｻﾄｳ ｱﾔﾈ xxx

北海道
廣瀨  智子 札幌南高 - - - xxo o o xxx   2.60
ﾋﾛｾ ｻﾄｺ

北海道
花野  桜花 札幌白石高 xo xo o xo o xxx   2.50
ﾊﾅﾉ ｵｳｶ

北海道
山室みやび 中標津高 o o o o xxo xxx   2.50
ﾔﾏﾑﾛ ﾐﾔﾋﾞ

北海道
髙橋  侑里 札幌国際情報高 xxo o o o xxx   2.40
ﾀｶﾊｼ ﾕﾘ

北海道
舘林    菜 石狩南高 o o o xxo xxx   2.40
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾅﾉﾊ

北海道
平川  真衣 釧路明輝高 xxo o o xxo xxx   2.40
ﾋﾗｶﾜ ﾏｲ

北海道
池知  優花 札幌東商業高 xo o o xxx   2.30
ｲｹﾁ ﾕｳｶ

北海道
栗田  弥依 北広島西高 xxo o xxx   2.20
ｸﾘﾀ ﾔﾖｲ

北海道
佐々木  遥 札幌国際情報高 o xxx   2.10
ｻｻｷ ﾊﾙｶ

北海道
奥野  結愛 岩見沢東高 xxo xxx   2.10
ｵｸﾉ ﾕﾒ

北海道
大泉    涼 岩見沢東高 xxx    記録なし
ｵｵｲｽﾞﾐ ｽｽﾞ

北海道
遠田  陽菜 釧路江南高 xxx    記録なし
ﾄｵﾀﾞ ﾊﾙﾅ

北海道
近藤  みく 釧路江南高 xxx    記録なし
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｸ

北海道
加藤  あみ 遠軽高    棄権
ｶﾄｳ ｱﾐ

北海道

2  621

6  649

8  647

12 12  382

5  381

10 15  271

11 7  221

8 14  654

9 3  233

6 10  227

7 4  277

4 11  197

5 13  678

2 1  276

3 9  163

記録 備考

1 16  592

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/19 11:30

競技結果        女子            棒高跳          決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

 1組

松田  奈夏 立命館慶祥高 北海道   5.49
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ   +0.7
本間  美吹 士別翔雲高 北海道   4.99
ﾎﾝﾏ ﾐﾌﾞｷ   -0.6
堀    沙衣 帯広北高 北海道   4.99
ﾎﾘ ｻｴ    0.0
齋藤  陽向 恵庭北高 北海道   4.98
ｻｲﾄｳ ﾋﾅ   +2.0
浜路  夏光 札幌大谷高 北海道   4.96
ﾊﾏｼﾞ ﾅﾂﾐ   -1.0
島津  結衣 岩見沢東高 北海道   4.91
ｼﾏﾂﾞ ﾕｲ   -1.1
矢萩  雪奈 遠軽高 北海道   4.83
ﾔﾊｷﾞ ﾕｷﾅ   -0.8
栃丸  桃花 石狩南高 北海道   4.74
ﾄﾁﾏﾙ ﾓﾓｶ   -0.8
馬塀  真由 市立函館高 北海道   4.72
ﾊﾞﾍｲ  ﾏﾕ   +1.4
真下  菜智 砂川高 北海道   4.70
ﾏｼﾀ ﾅﾁ   -1.4
中田  里桜 白樺学園高 北海道   4.69
ﾅｶﾀ ﾘｵ   +0.5
仁木  望愛 岩見沢緑陵高 北海道   4.69
ﾆｷ ﾉｱ   +0.4
田畑  百葉 大麻高 北海道   4.66
ﾀﾊﾞﾀ ﾓﾓﾊ   +1.5
久光  芙和 大麻高 北海道   4.61
ﾋｻﾐﾂ ﾊﾅ   -1.4
鶴見  優花 小樽水産高 北海道   4.57
ﾂﾙﾐ ﾕｳｶ   +0.2
中川ももか 札幌稲雲高 北海道   4.57
ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾓｶ   +0.3
髙橋  菜摘 北見柏陽高 北海道   4.50
ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ   +0.2
石山  真衣 湧別高 北海道   4.40
ｲｼﾔﾏ ﾏｲ   -2.4
新田  みゆ 北海高 北海道   4.34
ﾆｯﾀ ﾐﾕ   -2.2
渡辺  純名 苫小牧西高 北海道   4.21
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾅ   -1.3
中村  咲 士別翔雲高 北海道   4.11
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ   +0.8
柴田  結梨 富良野高 北海道   4.07
ｼﾊﾞﾀ ﾕｲﾘ   +0.4
佐藤陽菜乃 旭川大学高 北海道    棄権
ｻﾄｳ ﾋﾅﾉ       

9  472          
                  

22 23  459   4.05   4.07   3.83
  -1.1   +0.4   -1.1

21 17  493   4.03   4.11   3.81
  +1.8   +0.8   +1.2

20 14  100    x   4.19   4.21
        -1.0   -1.3

19 4  356   4.20   4.34   4.25
  +0.3   -2.2   -1.2

18 22  631   4.06    x   4.40
  -2.2         -2.4

17 20  580   4.48    -   4.50
  -0.1         +0.2

16 1  213   4.57   4.03   3.94
  +0.3   -0.5   -0.2

15 16  133   4.11   4.57   4.45
  -0.8   +0.2   +1.1

14 21  237   4.55   4.57   4.61
  -0.1   -0.2   -1.4

13 10  239   4.66   4.57   4.60
  +1.5   -1.1   -1.6

12 18  405   4.58   4.69   4.59
  +1.5   +0.4    0.0

11 19  557   4.65   4.69   4.50
  +0.2   +0.5   -0.6

10 2  418   4.70   4.70   4.68
  +1.8   -1.4   -0.6

9 15   23   4.44   4.72   4.54
  -2.5   +1.4   -0.7

8 5  274    x   4.65   4.74
        -1.1   -0.8

7 13  620   4.80   4.68   4.83
  +0.3   -1.3   -0.8

6 7  383   4.91   4.51   4.91
  +0.8   -0.1   -1.1

5 6  310   4.91   4.96   4.58
  +1.2   -1.0   -1.4

4 11  259   4.98   4.88   4.55
  +2.0   -1.3   -1.0

3 3  555   4.99   4.72   4.77
   0.0   -1.3   -0.4

2 8  487   4.95   4.99   4.85
  +0.3   -0.6   -1.1

1 12  373   5.49       
  +0.7             

標準記録    5.00m 2018/09/20 12:17

競技結果        女子            走幅跳          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

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

標準記録    5.00m 2018/09/20 12:17

競技結果        女子            走幅跳          予選      

 2組

秋山  桜花 函館工業高 北海道   5.11
ｱｷﾔﾏ  ﾊﾙｶ   +1.0
松村  紗希 旭川大学高 北海道   5.08
ﾏﾂﾑﾗ ｻｷ   -0.7
辻本しおん 白樺学園高 北海道   5.08
ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｵﾝ   -0.2
廣澤  未来 立命館慶祥高 北海道   5.06
ﾋﾛｻﾜ ﾐｸ   -0.3
砂子  真星 札幌国際情報高 北海道   5.06
ｽﾅｺ ﾏﾎ   +0.8
遠藤  志穂 恵庭南高 北海道   4.79
ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾎ   +0.1
中田  麻鈴 八雲高 北海道   4.79
ﾅｶﾀ  ﾏﾘﾝ   -0.2
阿部はるか 釧路江南高 北海道   4.75
ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ   +0.6
水白  菜摘 大谷室蘭高 北海道   4.74
ﾐｽﾞｼﾛ ﾅﾂﾐ   +0.3
島田  楓月 小樽潮陵高 北海道   4.70
ｼﾏﾀﾞ ｶﾂｷ   -0.8
広瀬    蘭 本別高 北海道   4.69
ﾋﾛｾ ﾗﾝ   -1.2
小池  美紅 釧路明輝高 北海道   4.67
ｺｲｹ ﾐｸ   +0.2
坂川  妃菜 札幌西高 北海道   4.65
ｻｶｶﾞﾜ ﾋﾅ   -1.0
太田  愛菜 武修館高 北海道   4.60
ｵｵﾀ ﾏﾅ   +0.6
細見  彩智 旭川北高 北海道   4.49
ﾎｿﾐ ｻﾁ   +1.9
中村有里絵 伊達高 北海道   4.49
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｴ   -0.2
仙波  未優 室蘭東翔高 北海道   4.44
ｾﾝﾊﾞ ﾐﾕ   -1.7
伊藤  果蓮 網走南ｹ丘高 北海道   4.36
ｲﾄｳ ｶﾚﾝ   +1.0
杉本  瑞希 稚内高 北海道   4.34
ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ   -0.2
松原    麗 遠軽高 北海道   4.26
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲ   -0.1
岩田  澄香 小樽潮陵高 北海道   4.14
ｲﾜﾀ ｽﾐｶ   -1.2
星野  夢華 江差高 北海道    記録なし
ﾎｼﾉ  ﾕﾒｶ       
若林  千夏 旭川東高 北海道    棄権
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ       

14  430          
                  

22   34    x    x    x
                  

21 23  125   3.73   3.77   4.14
  -0.8   -0.1   -1.2

20 12  625   4.26    x   3.86
  -0.1         -1.5

19 1  511   4.34   4.29    x
  -0.2   -0.6       

18 8  607   4.36    x   4.27
  +1.0         -0.7

17 10   78    x    x   4.44
              -1.7

16 20   82    x    -   4.49
              -0.2

15 17  443   4.49    x   4.16
  +1.9         -0.4

14 9  684   4.35   4.60   4.43
  +1.0   +0.6   -0.9

13 15  158   4.65   4.60   4.54
  -1.0   +0.4   +0.8

12 18  652   4.67   4.53   4.46
  +0.2   +0.5    0.0

11 6  541    x   4.68   4.69
        -0.8   -1.2

10 11  124   4.58    x   4.70
  +0.5         -0.8

9 13  116   4.32   4.30   4.74
  -0.3   -0.7   +0.3

8 2  644   4.75   4.67   4.59
  +0.6   -1.8   +0.1

7 3   22   4.72   4.58   4.79
  +0.1   -0.8   -0.2

6 7  249   4.79   4.76   4.73
  +0.1   -1.1   -0.5

5 16  219   5.06       
  +0.8             

4 21  375   4.85   4.87   5.06
  -0.6   +0.7   -0.3

3 19  559   5.08       
  -0.2             

2 4  468    x   4.94   5.08
        -0.8   -0.7

備考

1 5   17   5.11       
  +1.0             

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録
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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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

松田  奈夏 立命館慶祥高 北海道   5.29    x   5.55   5.55
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ   +1.2         +0.9   +0.9
秋山  桜花 函館工業高 北海道    x   3.77   5.40   5.40
ｱｷﾔﾏ  ﾊﾙｶ          0.0   +0.5   +0.5
松村  紗希 旭川大学高 北海道   5.24   5.35    x   5.35
ﾏﾂﾑﾗ ｻｷ   +1.1   +0.7         +0.7
堀    沙衣 帯広北高 北海道   4.91    x   4.93   5.28
ﾎﾘ ｻｴ   +1.9         -0.5    0.0
辻本しおん 白樺学園高 北海道   5.14   5.04    x   5.14
ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｵﾝ   +1.2   +0.1         +1.2
砂子  真星 札幌国際情報高 北海道   4.87    x   4.90   5.06
ｽﾅｺ ﾏﾎ   -0.7         -0.1   +1.4
本間  美吹 士別翔雲高 北海道   4.87   4.94   4.91   5.04
ﾎﾝﾏ ﾐﾌﾞｷ   -1.6   +0.2   +0.1   +0.1
矢萩  雪奈 遠軽高 北海道   4.61   4.91   4.62   4.99
ﾔﾊｷﾞ ﾕｷﾅ   -0.3   -0.3   -0.9   +1.3
齋藤  陽向 恵庭北高 北海道            4.93
ｻｲﾄｳ ﾋﾅ                     +0.4
島津  結衣 岩見沢東高 北海道            4.78
ｼﾏﾂﾞ ﾕｲ                     +0.3
廣澤  未来 立命館慶祥高 北海道            4.72
ﾋﾛｻﾜ ﾐｸ                     +0.7
浜路  夏光 札幌大谷高 北海道             棄権
ﾊﾏｼﾞ ﾅﾂﾐ                         

11  310          
                  

11 6  375    x    x   4.72
              +0.7

10 4  383   4.68   4.78    x
  +1.3   +0.3       

9 1  259    x   4.93   4.77
        +0.4   +0.2

8 2  620   4.87   4.99   4.82
  +2.2   +1.3   -0.4

7 10  487   4.93   5.04   4.95
   0.0   +0.1   +0.9

6 12  219   4.89   4.90   5.06
  +0.2   -1.0   +1.4

5 3  559    x   5.11   5.02
        -0.8   -0.1

4 9  555   5.07   5.28   4.82
   0.0    0.0   -0.3

3 5  468    x    x   4.94
              -0.2

2 8   17   5.28   5.33   5.31
  +2.5   +0.4   +0.5

1 7  373    x    x   5.38
              +0.6

2018/09/20 14:57

競技結果        女子            走幅跳          決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考
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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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

松村  紗希 旭川大学高 北海道  11.30  11.28  11.40  11.40
ﾏﾂﾑﾗ ｻｷ   -0.3   +0.4   +0.1   +0.1
根田りりん 網走南ｹ丘高 北海道    x  11.21  11.11  11.21
ﾈﾀﾞ ﾘﾘﾝ         -0.2   -0.3   -0.2
中田  里桜 白樺学園高 北海道  10.67   9.93    x  10.67
ﾅｶﾀ ﾘｵ   +1.8   +1.2         +1.3
佐藤  桃花 室蘭清水丘高 北海道  10.26  10.32  10.25  10.60
ｻﾄｳ ﾓﾓｶ   +2.0   +0.5   +1.0   +1.6
辻本しおん 白樺学園高 北海道  10.38    x  10.32  10.50
ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｵﾝ   +1.7         -0.2   +0.4
本間  美吹 士別翔雲高 北海道  10.08  10.37  10.46  10.46
ﾎﾝﾏ ﾐﾌﾞｷ   +0.3   +1.1   -0.1   -0.1
真下  菜智 砂川高 北海道   9.61   9.75  10.03  10.37
ﾏｼﾀ ﾅﾁ   -1.2   +0.7   -0.3   +2.2
阿部はるか 釧路江南高 北海道    x    x    x  10.34
ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                     +0.5
塩田  悦子 網走南ｹ丘高 北海道           10.31
ｼｵﾀ ｴﾂｺ                     +0.2
柴田    萌 帯広三条高 北海道           10.26
ｼﾊﾞﾀ ﾓｴ                     +1.4
大下  美咲 旭川大学高 北海道           10.23
ｵｵｼﾀ ﾐｻｷ                     +0.2
中村  愛海 函館工業高 北海道           10.10
ﾅｶﾑﾗ  ｱﾆｶ                     +1.0
福村  梨心 札幌英藍高 北海道           10.08
ﾌｸﾑﾗ ﾘｺ                     +1.4
浅野    澪 石狩翔陽高 北海道           10.07
ｱｻﾉ ﾚｲ                     +1.0
久光  芙和 大麻高 北海道            9.98
ﾋｻﾐﾂ ﾊﾅ                     +0.5
遠藤  志穂 恵庭南高 北海道            9.90
ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾎ                     +1.2
佐藤  理乃 釧路湖陵高 北海道            9.89
ｻﾄｳ ﾘﾉ                     +1.3
西川  希海 岩見沢緑陵高 北海道            9.85
ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ                     +0.6
平尾くるみ 札幌白石高 北海道            9.77
ﾋﾗｵ ｸﾙﾐ                     +1.6
及川  詩織 札幌新陽高 北海道            9.64
ｵｲｶﾜ ｼｵﾘ                     +0.8
山越  萌加 市立函館高 北海道            9.63
ﾔﾏｺｼ  ﾓｴｶ                     +0.2
山本  樹里 札幌光星高 北海道            9.58
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ                     +0.3
山本  実奈 苫小牧東高 北海道             記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ                         
稲場可那子 北星大附属高 北海道             記録なし
ｲﾅﾊﾞ ｶﾅｺ                         

11  350    x    x    x
                  

5   89    x    x    x
                  

22 4  343    x   9.31   9.58
        +1.0   +0.3

21 10   28   9.55   9.63   9.42
  +1.3   +0.2   +2.0

20 22  327   9.37    x   9.64
  +1.1         +0.8

19 24  198   9.77    x    x
  +1.6             

18 17  404   9.85   9.53    x
  +0.6   -0.5       

17 12  635   9.89    x    x
  +1.3             

16 14  249   9.36   9.90    x
  -0.3   +1.2       

15 18  237   9.85   9.78   9.98
  -0.5   -1.0   +0.5

14 21  272   9.90   9.94  10.07
  +0.2   -0.4   +1.0

13 19  218  10.04   9.48  10.08
   0.0   -0.6   +1.4

12 1   18   9.96  10.10   9.97
  +1.0   +1.0   -1.5

11 16  465  10.04   9.92  10.23
  +1.2   -0.2   +0.2

10 20  515    x  10.09  10.26
        -0.2   +1.4

9 9  610  10.31   9.98  10.00
  +0.2   -0.1   +0.6

8 3  644   9.58  10.34    x
  +0.6   +0.5       

7 6  418   9.39  10.37    x
  +0.8   +2.2       

6 8  487  10.31  10.27  10.36
   0.0    0.0   +0.8

5 15  559  10.31  10.50    x
  +1.6   +0.4       

4 23   64  10.27  10.60    x
  +0.4   +1.6       

3 13  557  10.23  10.26  10.67
  +0.3   +0.3   +1.3

2 7  603  10.98    x  10.83
  +0.8         +1.3

1 2  468  11.29  11.07    x
  +0.9   +0.8       

2018/09/21 13:28

競技結果        女子            三段跳          決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考
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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

久保田亜由 帯広農業高 北海道
ｸﾎﾞﾀ ｱﾕ
山田  幸奈 網走桂陽高 北海道
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ
鈴木  小絢 恵庭南高 北海道
ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ
加納  弥生 旭川大学高 北海道
ｶﾉｳ ﾔﾖｲ
菅家由梨香 旭川北高 北海道
ｶﾝｹ ﾕﾘｶ
桐山  凪沙 札幌東高 北海道
ｷﾘﾔﾏ ﾅｷﾞｻ
佐々木  蒼 札幌大谷高 北海道
ｻｻｷ ｱｵｲ
小原  愛未 常呂高 北海道
ｵﾊﾗ ﾏﾅﾐ
池田佳紗音 武修館高 北海道
ｲｹﾀﾞ ｶｻﾞﾈ
小熊  香凜 苫小牧南高 北海道
ｺｸﾞﾏ ｶﾘﾝ
渡邊  りか 札幌創成高 北海道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ
永山  莉子 岩見沢西高 北海道
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｺ
今井  瑠南 美唄尚栄高 北海道
ｲﾏｲ ﾙﾅ
嶋  美菜穂 倶知安高 北海道
ｼﾏ ﾐﾅﾎ
北川  瑞希 苫小牧西高 北海道
ｷﾀｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
安達  七海 名寄産業高 北海道
ｱﾀﾞﾁ ﾅﾐ
豊田  芽生 北広島高 北海道
ﾄﾖﾀﾞ ﾒｲ
中川莉里花 苫小牧東高 北海道
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾘｶ
猪股  美里 旭川農業高 北海道
ｲﾉﾏﾀ ﾐｻﾄ
橋場  夢叶 名寄高 北海道
ﾊｼﾊﾞ ﾕﾒｶ
川村  真生 小樽桜陽高 北海道
ｶﾜﾑﾗ ﾏｲ
川上  莉奈 士別翔雲高 北海道
ｶﾜｶﾐ ﾘﾅ
ﾔﾝｸﾞ絵里花ｻﾏﾝｻ 札幌北高 北海道
ﾔﾝｸﾞ ｴﾘｶｻﾏﾝｻ

19  169
            棄権

21 8  131
  3.23   4.06   4.50   4.50

3  484
            棄権

19 18  456
  6.14   6.11   5.94   6.14

20 6  499
  4.82   4.56   5.07   5.07

17 1  266
  6.53   6.58   6.57   6.58

18 16   92
  6.38   6.50   5.74   6.50

15 17   99
  6.57   6.07   6.65   6.65

16 14  503
  6.61   5.74   6.16   6.61

13 20  393
  6.72   6.56   6.83   6.83

14 11  136
  5.81   6.71   6.62   6.71

11 23  330
  6.69   7.24   7.07   7.24

12 10  387
  6.61   7.13   6.79   7.13

9 22  682
   x   7.86   7.94   7.94

10 7  104
  7.16   7.62    x   7.62

7 5  318
  8.46   8.86   7.63   8.86

8 13  602
  7.17   8.59   8.60   8.60

5 4  442
  9.15   9.43      9.43

6 2  143
  8.81   9.04   9.27   9.27

3 12  253
  9.58         9.58

4 15  470
  9.51         9.51

1 21  530
 12.01        12.01

2 9  612
  9.62         9.62

標準記録    9.30m 2018/09/21 10:25

競技結果        女子            砲丸投          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
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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

標準記録    9.30m 2018/09/21 10:25

競技結果        女子            砲丸投          予選      

 2組

西山  藍那 帯広農業高 北海道
ﾆｼﾔﾏ ﾗﾝﾅ
木幡  遥香 網走南ｹ丘高 北海道
ｺﾊﾀ ﾊﾙｶ
泊澤まりか 函館大妻高 北海道
ﾄﾏﾘｻﾞﾜ  ﾏﾘｶ
竹村  実優 函館大妻高 北海道
ﾀｹﾑﾗ  ﾐﾕ
丹羽  千尋 札幌第一高 北海道
ﾆﾜ ﾁﾋﾛ
中村  優花 えりも高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ
長谷川乙葉 恵庭南高 北海道
ﾊｾｶﾞﾜ ｵﾄﾊ
小野寺莉子 市立札幌藻岩高 北海道
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｺ
金子  麻夢 厚岸翔洋高 北海道
ｶﾈｺ ﾏﾑ
沖崎  優衣 檜山北高 北海道
ｵｷｻﾞｷ  ﾕｲ
逸見  京花 小樽潮陵高 北海道
ﾍﾝﾐ ｷｮｳｶ
石倉  萌香 東海大札幌高 北海道
ｲｼｸﾗ ﾓｴｶ
加藤  琴絵 音更高 北海道
ｶﾄｳ ｺﾄｴ
磯嶋  夢叶 室蘭清水丘高 北海道
ｲｿｼﾞﾏ ﾕｶﾅ
西村  優葉 札幌稲雲高 北海道
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾊ
海老原愛湖 千歳高 北海道
ｴﾋﾞﾊﾗ ｱｲｺ
佐藤  日菜 中標津農業高 北海道
ｻﾄｳ ﾋﾅ
菅原  美羽 室蘭清水丘高 北海道
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｳ
藤井くる美 美唄尚栄高 北海道
ﾌｼﾞｲ ｸﾙﾐ
廣瀨  彩乃 美唄聖華高 北海道
ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ
大町  碧惟 下川商業高 北海道
ｵｵﾏﾁ ｱｵｲ
福原  詩苑 帯広三条高 北海道
ﾌｸﾊﾗ ｼｵﾝ
奈良    雅 北見柏陽高 北海道
ﾅﾗ ﾐﾔﾋﾞ

5  574
            棄権

21 8  494
  4.89   5.16   4.72   5.16

3  521
            棄権

19 7  395
  5.61   5.42   5.89   5.89

20 22  396
  5.61   5.51   5.59   5.61

17 9  681
  6.51   6.63   6.32   6.63

18 1   74
  5.78   6.55   6.05   6.55

15 16  210
  6.62   6.76   6.68   6.76

16 18  244
  6.69   6.44   5.91   6.69

13 11  536
  5.89   7.25   7.35   7.35

14 21   67
  6.98   6.50    x   6.98

11 13  127
  8.22   7.64   7.92   8.22

12 20  346
  7.67   8.01   7.59   8.01

9 14  657
  8.54   8.27   8.32   8.54

10 4   35
  8.25   7.71   8.39   8.39

7 23  255
  9.10   9.04   9.38   9.38

8 6  302
  8.40   8.72   8.87   8.87

5 17  332
  8.58   9.79      9.79

6 10  111
  9.28   8.64   9.75   9.75

3 2   53
 10.08        10.08

4 12   47
  9.99         9.99

1 19  528
 12.29        12.29

2 15  608
 10.80        10.80

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

久保田亜由 帯広農業高 北海道 大会新
ｸﾎﾞﾀ ｱﾕ
西山  藍那 帯広農業高 北海道 大会新
ﾆｼﾔﾏ ﾗﾝﾅ
加納  弥生 旭川大学高 北海道
ｶﾉｳ ﾔﾖｲ
木幡  遥香 網走南ｹ丘高 北海道
ｺﾊﾀ ﾊﾙｶ
泊澤まりか 函館大妻高 北海道
ﾄﾏﾘｻﾞﾜ  ﾏﾘｶ
丹羽  千尋 札幌第一高 北海道
ﾆﾜ ﾁﾋﾛ
鈴木  小絢 恵庭南高 北海道
ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ
中村  優花 えりも高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ
山田  幸奈 網走桂陽高 北海道
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ
竹村  実優 函館大妻高 北海道
ﾀｹﾑﾗ  ﾐﾕ
長谷川乙葉 恵庭南高 北海道
ﾊｾｶﾞﾜ ｵﾄﾊ
菅家由梨香 旭川北高 北海道
ｶﾝｹ ﾕﾘｶ

  9.42

12 10  442
  8.24   8.83   8.84            8.84

11 5  255
  8.91   9.42   9.17          

  9.72

10 1   47
  9.56   9.01   9.64            9.64

9 6  612
  9.54   9.48   9.72          

 10.33

8 3  111
  9.89   9.29  10.11   9.34   9.93   9.50  10.11

7 9  253
  9.68   9.79   9.83  10.05  10.33  10.22

 10.83

6 7  332
  9.37   9.55  10.41   9.60   9.25  10.43  10.43

5 12   53
  9.43  10.83  10.14  10.71  10.76   9.11

 11.20

4 8  608
 10.74  10.76  10.49  10.76  10.67  10.94  10.94

3 11  470
  8.92  10.57  10.67  11.20    x  10.90

 13.70

2 4  528
 13.24  13.62  12.98  13.13  13.42  13.65  13.65

1 2  530
 13.32  13.70  13.43  13.40    x  13.39

2018/09/21 14:26

競技結果        女子            砲丸投          決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考
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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

1  369
            棄権

23 8   36
   x    o  15.56  15.56

18  604
            棄権

21 3   74
 18.06    o    o  18.06

22 5  139
 16.18    o    o  16.18

19 13  231
   o  19.29    o  19.29

20 11  506
   o  19.09    o  19.09

17 19  618
   x    x  19.44  19.44

18 22   66
 19.31    o    o  19.31

15 24  651
 20.40    o    x  20.40

16 2  423
   x  19.66    o  19.66

13 15  102
   o  20.97    o  20.97

14 10  537
   o    x  20.62  20.62

11 4  646
   x    x  21.51  21.51

12 25  248
   o  21.47    o  21.47

9 14   98
 22.60    x    o  22.60

10 16  540
   o    o  22.43  22.43

7 20  449
   x    x  26.07  26.07

8 21   47
 25.42    o    x  25.42

5 12  201
   x  28.30     28.30

6 23  294
   x  28.24     28.24

3 17  143
   o    x  28.84  28.84

4 6  574
   x    o  28.35  28.35

1 9  528
 36.67        36.67

2 7   53
 30.04        30.04

標準記録    27.00m 2018/09/20 10:27

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
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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

19  403
            棄権

23 23  503
 14.55    o    x  14.55

24 3  136
 12.99    o    x  12.99

21 15  535
   o    x  17.97  17.97

22 7  421
   x  17.07    o  17.07

19 11  505
   o  18.95    x  18.95

20 21  387
 18.41    o    o  18.41

17 24  397
   x    x  19.76  19.76

18 16  432
   o  19.36    o  19.36

15 10  108
   o    x  20.25  20.25

16 12  674
   x  19.79    o  19.79

13 22  349
 22.38    o    o  22.38

14 6   92
   o  21.43    o  21.43

11 14  386
   o    x  22.73  22.73

11 20  377
   x    x  22.73  22.73

9 8  458
   x    x  24.94  24.94

10 9  622
   o  24.69    x  24.69

7 1  632
   o    x  26.96  26.96

8 17  216
   o  26.34    o  26.34

5 4  422
 28.32        28.32

6 25  672
   o    o  27.06  27.06

3 2  307
 29.95        29.95

4 5  301
 28.86        28.86

1 18  470
 31.02        31.02

2 13  253
 30.39        30.39

標準記録    27.00m 2018/09/20 12:17

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
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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

西山  藍那 帯広農業高 北海道
ﾆｼﾔﾏ ﾗﾝﾅ
加納  弥生 旭川大学高 北海道
ｶﾉｳ ﾔﾖｲ
泊澤まりか 函館大妻高 北海道
ﾄﾏﾘｻﾞﾜ  ﾏﾘｶ
鈴木  小絢 恵庭南高 北海道
ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ
若林  佑花 市立札幌藻岩高 北海道
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ
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
福岡こころ 深川西高 北海道
ﾌｸｵｶ ｺｺﾛ
阿蘇ちひろ 市立札幌藻岩高 北海道
ｱｿ ﾁﾋﾛ
奈良    雅 北見柏陽高 北海道
ﾅﾗ ﾐﾔﾋﾞ
桐山  凪沙 札幌東高 北海道
ｷﾘﾔﾏ ﾅｷﾞｻ
池本    蛍 根室高 北海道
ｲｹﾓﾄ ｹｲ

 26.58

12 8  672
   x  24.94  23.99           24.94

11 7  143
   x  26.58    x          

 28.16

10 4  574
 24.89  23.14  26.81           26.81

9 9  307
   x  27.44  28.16          

 28.54

8 12  422
 27.40  28.52    x  26.24    x  24.54  28.52

7 6  294
 25.80  28.42  28.54  26.71    x  27.95

 29.83

6 2  201
 23.93  28.85  29.46  28.58  22.01    x  29.46

5 10  301
 29.05  29.28    x  25.74  28.76  29.83

 33.81

4 11  253
 29.74  29.06  28.98  27.46    x  30.29  30.29

3 5   53
 33.81    x  29.91    x  28.56  31.25

 37.87

2 3  470
 25.31  34.43  34.79  30.72  33.25  29.81  34.79

1 1  528
 36.63  30.84  34.71  37.87    x  35.15

2018/09/20 14:57

競技結果        女子            円盤投          決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考
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P. 1

招集所審判長
投てき審判長
記録主任

加藤  理華 帯広農業高 北海道
ｶﾄｳ ﾘｶ
植村  菜々 遠軽高 北海道
ｳｴﾑﾗ ﾅﾅ
樋爪ｱﾘｼｱ 静内高 北海道
ﾋﾂﾞﾒ ｱﾘｼｱ
藤田  彩花 帯広農業高 北海道
ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ
赤澤  静麗 札幌南陵高 北海道
ｱｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ
渡邊  りか 札幌創成高 北海道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ
金澤茉梨亜 遠軽高 北海道
ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾘｱ
中村  心春 立命館慶祥高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾊ
余野  梨生 岩見沢西高 北海道
ﾖﾉ ﾘｵ
菅家由梨香 旭川北高 北海道
ｶﾝｹ ﾕﾘｶ
今野  楓子 市立札幌清田高 北海道
ｺﾝﾉ ﾌｳｺ
村上    碧 江別高 北海道
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ
伊勢  捺希 檜山北高 北海道
ｲｾ  ﾅﾂｷ
中村  未歩 檜山北高 北海道
ﾅｶﾑﾗ  ﾐﾎ
岡田  春奈 釧路江南高 北海道
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ
作田    栞 根室高 北海道
ｻｸﾀ ｼｵﾘ
西    美咲 釧路明輝高 北海道
ﾆｼ ﾐｻｷ
金内  悠希 小樽水産高 北海道 棄権
ｶﾅｳﾁ ﾕｳｷ
及川    凜 名寄高 北海道 棄権
ｵｲｶﾜ ﾘﾝ
橋場  夢叶 名寄高 北海道 棄権
ﾊｼﾊﾞ ﾕﾒｶ
山元    萌 岩見沢西高 北海道 棄権
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴ
長川  純華 富良野緑峰高 北海道 棄権
ﾅｶﾞｶﾜ ｽﾐｶ

   

15  461
                     

6  388
                  

   

4  499
                     

2  500
                  

 15.01

1  134
                     

17 3  653
 13.88    x  15.01          

 19.86

16 5  673
 17.74  17.33  17.42           17.74

15 7  646
 14.07  19.86  12.51          

 20.63

14 8   36
 20.44    x  20.26           20.44

13 9   37
 20.63  19.72    x          

 24.66

12 10  234
   x  22.98  23.21           23.21

11 11  294
 24.66    x  17.75          

 27.74

10 12  442
 24.90  26.98  27.46           27.46

9 16  386
   x    x  27.74          

 30.11

8 14  377
 25.17    x  28.27  25.88    x  22.42  28.27

7 18  622
   x  27.40  30.11  28.35    x  28.87

 35.13

6 13  330
 27.33    x  30.02  29.40  28.54  31.50  31.50

5 17  201
 32.96  32.97  35.13    x    x    x

 38.31

4 20  529
 34.08    x    x  36.25    x  36.83  36.83

3 19  109
 36.62  38.31  36.42  36.82  35.21  35.03

 40.54

2 21  618
 33.96    x    x  39.31    x    x  39.31

1 22  527
 40.35    x  40.45  40.54  39.87  38.96

2018/09/19 15:03

競技結果        女子            ハンマー投      決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考
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P. 1

招集所審判長
投てき審判長
記録主任

 1組

桐山  花音 札幌啓成高 北海道
ｷﾘﾔﾏ ｶﾉﾝ
沖崎  優衣 檜山北高 北海道
ｵｷｻﾞｷ  ﾕｲ
矢萩  雪奈 遠軽高 北海道
ﾔﾊｷﾞ ﾕｷﾅ
小野寺莉子 市立札幌藻岩高 北海道
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｺ
阿部  加鈴 札幌稲雲高 北海道
ｱﾍﾞ ｶﾘﾝ
砂越  瑠李 別海高 北海道
ｽﾅｺｼ ﾙﾘ
高嶋  優希 札幌厚別高 北海道
ﾀｶｼﾏ ﾕｷ
栗林  結衣 美唄尚栄高 北海道
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
貝瀬  茉佑 本別高 北海道
ｶｲｾ ﾏﾕｳ
小守林  蘭 檜山北高 北海道
ｺﾓﾘﾊﾞﾔｼ  ﾗﾝ
工藤  雛妃 芽室高 北海道
ｸﾄﾞｳ ﾋﾅｷ
都築  詩音 双葉高 北海道
ﾂﾂﾞｷ ｺﾄﾈ
逸見  京花 小樽潮陵高 北海道
ﾍﾝﾐ ｷｮｳｶ
山本  実奈 苫小牧東高 北海道
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ
牧田  あみ 網走南ｹ丘高 北海道
ﾏｷﾀ ｱﾐ
枝廣  花月 市立札幌清田高 北海道
ｴﾀﾞﾋﾛ ｶﾂﾞｷ
小島  京華 浦河高 北海道
ｺｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
福岡こころ 深川西高 北海道
ﾌｸｵｶ ｺｺﾛ
猪股  美里 旭川農業高 北海道
ｲﾉﾏﾀ ﾐｻﾄ
佐藤  麗蘭 霧多布高 北海道
ｻﾄｳ ﾚｲﾗ
尾崎  梨杏 北見柏陽高 北海道
ｵｻﾞｷ ﾘｱﾝ
柴沼  玲実 双葉高 北海道
ｼﾊﾞﾇﾏ ﾚﾐ
西川  彩音 名寄高 北海道
ﾆｼｶﾜ ｱﾔﾈ
田中那奈子 立命館慶祥高 北海道
ﾀﾅｶ ﾅﾅｺ
木幡  遥香 網走南ｹ丘高 北海道
ｺﾊﾀ ﾊﾙｶ

13  608
            棄権

23 2  502
 15.62    x    o  15.62

3  369
            棄権

21 14  570
   o  19.07    o  19.07

22 20  139
 18.86    o    o  18.86

19 11  456
   o  24.26    o  24.26

20 17  671
   o  22.99    o  22.99

17 18  110
 24.91    o    o  24.91

18 23  422
 24.45    o    o  24.45

15 24  604
   x  26.21    o  26.21

16 10  295
 25.93    o    o  25.93

13 21  127
   o    o  26.42  26.42

14 4   89
 26.23    x    o  26.23

11 1  538
 27.17    o    o  27.17

12 7  140
   o  26.66    o  26.66

9 25  542
   o  27.45    o  27.45

10 12   38
   o  27.23    o  27.23

7 22  208
   o  28.22    x  28.22

8 6  394
 27.58    x    x  27.58

5 8  212
 32.64    o    o  32.64

6 19  675
 30.59    o    o  30.59

3 9  620
 35.78    =    =  35.78

4 16  302
 35.03    =    =  35.03

1 5  178
   x    x  37.90  37.90

2 15   35
   o  35.97    =  35.97

標準記録    33.00m 2018/09/19 10:56

競技結果        女子            やり投          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
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P. 1

招集所審判長
投てき審判長
記録主任

 2組

渡邊  梨香 岩見沢緑陵高 北海道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ
池本    蛍 根室高 北海道
ｲｹﾓﾄ ｹｲ
中村  優花 えりも高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ
山元    萌 岩見沢西高 北海道
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴ
中村  詠美 帯広南商業高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ｴﾐ
山田  静枝 札幌南高 北海道
ﾔﾏﾀﾞ ｼｽﾞｴ
中西  麻実 旭川北高 北海道
ﾅｶﾆｼ ｱｻﾐ
田中ひより 苫小牧西高 北海道
ﾀﾅｶ ﾋﾖﾘ
中村  梨乃 静内高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾉ
高田穂乃花 函館大妻高 北海道
ﾀｶﾀﾞ  ﾎﾉｶ
田村  悠萌 札幌英藍高 北海道
ﾀﾑﾗ ﾕﾒ
東峰  梨夢 根室高 北海道
ﾄｳﾐﾈ ﾘﾑ
池谷菜摘子 北見北斗高 北海道
ｲｹﾀﾆ ﾅﾂｺ
袴田  千鈴 帯広農業高 北海道
ﾊｶﾏﾀﾞ ﾁﾘﾝ
大西  理瑚 札幌東高 北海道
ｵｵﾆｼ ﾘｺ
小原  愛未 常呂高 北海道
ｵﾊﾗ ﾏﾅﾐ
野口  瑠名 とわの森三愛高 北海道
ﾉｸﾞﾁ ﾙﾅ
東海林果凜 旭川農業高 北海道
ｼｮｳｼﾞ ｶﾘﾝ
中村  咲 士別翔雲高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ
鈴木  結来 旭川東高 北海道
ｽｽﾞｷ ﾕﾗ
星見  楓香 札幌西陵高 北海道
ﾎｼﾐ ﾌｳｶ
櫻井  愛来 美唄聖華高 北海道
ｻｸﾗｲ ｱｲﾗ
大槻  美悠 帯広農業高 北海道
ｵｵﾂｷ ﾐﾕ
藤田  結香 札幌英藍高 北海道
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｶ
内山  美礼 名寄高 北海道
ｳﾁﾔﾏ ﾐﾗｲ

21  495
            棄権

17  526
            棄権

20  216
            棄権

21 22  194
   x    x  21.60  21.60

22 14  397
   x     17.72  17.72

19 15  493
       23.04  23.04

20 16  428
   x     22.66  22.66

17 9  347
 26.55        26.55

18 18  458
 25.97       x  25.97

15 10  150
    27.80     27.80

16 24  602
 27.33        27.33

13 12  569
       29.71  29.71

14 7  525
    28.07     28.07

11 1  215
 31.22        31.22

12 8  674
       30.43  30.43

9 23  108
 31.47        31.47

10 6   52
   x  31.29     31.29

7 11  441
       32.64  32.64

8 3   98
       32.02  32.02

5 19  547
 32.99        32.99

6 13  162
    32.73     32.73

3 4  111
 35.87        35.87

4 25  388
       34.36  34.36

1 2  403
   x  37.96     37.96

2 5  672
    37.19     37.19

標準記録    33.00m 2018/09/19 13:42

競技結果        女子            やり投          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
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P. 1

招集所審判長
投てき審判長
記録主任

矢萩  雪奈 遠軽高 北海道
ﾔﾊｷﾞ ﾕｷﾅ
池本    蛍 根室高 北海道
ｲｹﾓﾄ ｹｲ
渡邊  梨香 岩見沢緑陵高 北海道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ
小野寺莉子 市立札幌藻岩高 北海道
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｺ
中村  優花 えりも高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ
沖崎  優衣 檜山北高 北海道
ｵｷｻﾞｷ  ﾕｲ
山元    萌 岩見沢西高 北海道
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴ
阿部  加鈴 札幌稲雲高 北海道
ｱﾍﾞ ｶﾘﾝ
桐山  花音 札幌啓成高 北海道
ｷﾘﾔﾏ ｶﾉﾝ
中村  詠美 帯広南商業高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ｴﾐ
中西  麻実 旭川北高 北海道 棄権
ﾅｶﾆｼ ｱｻﾐ
山田  静枝 札幌南高 北海道 棄権
ﾔﾏﾀﾞ ｼｽﾞｴ

   

8  162
                     

6  441
                  

 32.30

10 4  547
 32.05  30.44  25.82           32.05

9 5  178
 24.05  32.30  20.92          

 33.19

8 9  212
   x  32.37  27.80  31.47  24.41  32.41  32.41

7 3  388
 31.66  33.19  31.67  28.43  32.68  32.89

 35.54

6 11   35
 34.47  34.97  31.68  32.09  29.47  31.92  34.97

5 10  111
 29.33  30.41  35.54  34.64  33.16  34.00

 38.55

4 2  302
 36.58  35.00  33.27  31.72  34.87  32.99  36.58

3 7  403
 34.19  34.11  34.42  35.46  38.55  35.89

 42.11

2 12  672
 35.56  37.79  37.02  37.77  39.20  30.23  39.20

1 1  620
 39.02  36.55  39.30  42.11  39.64  34.92

2018/09/19 15:15

競技結果        女子            やり投          決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________


	2018全道新人女子トラック結果
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 １００ｍ 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 １００ｍ 準決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 １００ｍ 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ２００ｍ 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ２００ｍ 準決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ２００ｍ 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ４００ｍ 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ４００ｍ 準決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ４００ｍ 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ８００ｍ 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ８００ｍ 準決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ８００ｍ 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 １５００ｍ 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 １５００ｍ 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ３０００ｍ 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 １００ｍＨ 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 １００ｍＨ 準決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 １００ｍＨ 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ４００ｍＨ 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ４００ｍＨ 準決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ４００ｍＨ 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ５０００ｍ競歩 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ４×１００ｍ 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ４×１００ｍ 準決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ４×１００ｍ 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ４×４００ｍ 決勝

	2018全道新人女子フィールド結果
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 走高跳 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 走高跳 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 棒高跳 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 走幅跳 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 走幅跳 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 三段跳 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 砲丸投 予選
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 砲丸投 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 円盤投 予選 1 組
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 円盤投 予選 2 組
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 円盤投 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 ハンマー投 決勝
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 やり投 予選 1 組
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 やり投 予選 2 組
	ﾘｻﾞﾙﾄ- 女子 やり投 決勝


