
日付 種目
神田 琉杏(1)  w12.24 (+3.3) 鮫澤 聖香(2)  w12.27 (+3.3) 清水 奈々子(3)  w12.31 (+3.3) 由利 日菜(3)  w12.57 (+3.3) 北間 玲奈(2)  w12.72 (+3.3) 工藤 瑠奈(3)  w12.73 (+3.3) 尾形 朝光(3)  w12.93 (+3.3) 小林 美月(1)  12.99 (+1.7)
札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭北高 札幌・札幌南高 札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・札幌南高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌日大高
水口 爽(3)  25.33 (+1.1) 佐々木 菜緒(2)  25.63 (+1.1) 仙座 圭乃(2)  26.04 (+1.1) 朝倉 恭莉愛(3)  26.30 (+1.1) 鎌田 真由香(2)  26.81 (+1.1) 鈴木 花奈(2)  27.19 (+1.1) 山田 瑞稀(2)  27.27 (+1.1) 番平 理子(3)  27.69 (+1.1)
札幌・立命館慶祥高 GR 札幌・北海高 GR 札幌・北海高 GR 札幌・市立札幌旭丘高 GR 札幌・札幌南高 GR 札幌・札幌白石高 札幌・札幌光星高 札幌・札幌大谷高
千德 優羽(3)  1:00.59 工藤 夢珠奈(2)  1:00.82 伊藤 美羽(3)  1:01.27 吉田 紗都(2)  1:01.37 遠藤 聖女(1)  1:01.56 脇 楓夏(3)  1:02.41 吉田 美菜(3)  1:02.49 川又 友菜(2)  1:03.43
札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・札幌西高 札幌・札幌南高 札幌・札幌大谷高 札幌・北広島高 札幌・札幌南高 札幌・札幌国際情報高
上西 彩未(2)  2:17.71 坂本 奈穂(2)  2:24.47 林 怜奈(3)  2:28.03 佐藤 帆南(3)  2:30.90 棚橋 美奈(3)  2:31.74 深道 千里菜(3)  2:31.75 加藤 美涼(1)  2:32.62 古村 雪音(2)  2:32.69
札幌・立命館慶祥高 GR 札幌・札幌創成高 札幌・北海高 札幌・札幌月寒高 札幌・札幌東商業高 札幌・札幌東高 札幌・北海高 札幌・札幌西高
原田 椎菜(2)  5:15.56 小川 さくら(3)  5:19.40 後藤 栞乃(2)  5:19.54 小野塚 美鈴(3)  5:29.50 安達 侑子(2)  5:30.75 大森 彩楓(2)  5:30.84 高橋 杏季(1)  5:34.20 大高 菜々美(2)  5:34.92
札幌・北海高 札幌・市立札幌啓北商業高 札幌・北海高 札幌・札幌東商業高 札幌・札幌西高 札幌・札幌月寒高 札幌・札幌日大高 札幌・北海高
秋田谷 耶弥(2)  10:27.87 始関  千華(1)  10:40.06 温泉 さくら(3)  10:54.83 佐藤根 花奈(2)  10:55.70 松野 由芽(3)  11:24.90 岩渕 涼那(1)  11:33.08 河西 美智子(3)  11:38.75 伊藤 花楓(3)  11:41.71
札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌南高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌北高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌創成高 札幌・北星大附属高
鈴木 里沙(3)  15.15 (-1.9) 坂東 凜(2)  15.39 (-1.9) 中田 莉緒(2)  16.02 (-1.9) 諸澤 愛琉(2)  16.25 (-1.9) 南畑 万葉(2)  w16.60 (+3.6) 井澤 叶美(2)  16.64 (-1.9) 南田 柚萌(3)  16.64 (-1.9) 山本 明里(2)  16.91 (-1.9)
札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・札幌国際情報高 札幌・恵庭南高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌厚別高 札幌・札幌国際情報高
遠藤 柚希(3)  1:05.98 谷脇 愛珠(1)  1:08.99 井内 結叶(3)  1:10.58 鈴木 さくら(3)  1:10.91 石井 陽菜(3)  1:12.22 佐々木 優羽(3)  1:12.51 神保 妃里(1)  1:13.42 宮川 晶(3)  1:13.84
札幌・石狩翔陽高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌東高 札幌・北海高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌西高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌国際情報高
柴田 美咲(3)  28:05.20 田口 晴海(2)  29:56.77
札幌・札幌白石高 札幌・札幌北高
札幌・北海高A  48.16 札幌・立命館慶祥高  48.70 札幌・札幌南高  48.81 札幌・北海高B  50.04 札幌・北海高C  50.58 札幌・札幌大谷A  50.78 札幌・札幌白石高  50.95 札幌・札幌東高  51.66
鈴木 里沙(3) 谷脇 愛珠(1) 鎌田 真由香(2) 北間 玲奈(2) 才川 千陽(2) 南 明里沙(2) 雨宮 奈々子(2) 櫻井 詩織(3)

由利 日菜(3) 水口 爽(3) 工藤 瑠奈(3) 工藤 夢珠奈(2) 千德 優羽(3) 番平 理子(3) 井澤 叶美(2) 中山 琳(3)

佐々木 菜緒(2) 神田 琉杏(1) 見澤 萌栞(2) 大谷 胡桃(2) 鈴木 さくら(3) 島田 羽妃(3) 鈴木 花奈(2) 渡部 みさき(2)

仙座 圭乃(2) 千葉 紅美和(1) 清水 奈々子(3) 坂東 凜(2) 山口 虹羽(2) 工藤 希颯(3) 寺岡 蒼依(2) 山寺 柊(3)
札幌・北海高A  4:05.45 札幌・立命館慶祥高  4:11.89 札幌・札幌東高  4:12.78 札幌・北海高B  4:14.80 札幌・札幌南高  4:16.51 札幌・市立札幌藻岩高  4:17.08 札幌・札幌大谷  4:17.80 札幌・北海高C  4:20.12
千德 優羽(3) 千葉 紅美和(1) 江口 玲美(2) 仙座 圭乃(2) 工藤 瑠奈(3) 久保 胡桃(3) 島田 羽妃(3) 下地 杏佳(3)

佐々木 菜緒(2) 上西 彩未(2) 山寺 柊(3) 林 怜奈(3) 中村 栞(3) 中島 千晶(3) 番平 理子(3) 大谷 胡桃(2)

鈴木 里沙(3) 神田 琉杏(1) 中山 琳(3) 坂東 凜(2) 始関  千華(1) 石井 陽菜(3) 山口 彩羽(2) 清水 一花(3)

工藤 夢珠奈(2) 谷脇 愛珠(1) 井内 結叶(3) 鈴木 さくら(3) 清水 奈々子(3) 須摩 真奈美(3) 工藤 希颯(3) 原田 椎菜(2)
早田 百花子(3)  1.56 横山 麻友子(3)  1.50 竹内 美結(1)  1.50 櫻井 詩織(3)  1.45 浅野 碧(3)  1.45 山口 虹羽(2)  1.45 津川 奈那佳(3)  1.45 髙橋 郁乃(2)  1.40
札幌・札幌第一高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌稲雲高 札幌・札幌東高 札幌・札幌国際情報高 札幌・北海高 札幌・札幌南高 札幌・札幌国際情報高
上野 今日香(3)  2.50 阿部 唯花(2)  2.50 木元 あかね(3)  2.40 川口 凜凪(2)  2.20 平川 倖(3)  2.20
札幌・石狩南高 札幌・札幌手稲高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌東商業高 札幌・石狩南高
山寺 柊(3)  5.14 (-0.8) 小田 葉月(2)  5.14 (-0.7) 千葉 紅美和(1)  5.00 (-1.5) 橋本 彩(3)  4.89 (-0.4) 河野 美咲(3)  4.80 (-2.1) 渡部 みさき(2)  4.70 (-1.0) 壬生 知花(2)  4.65 (+0.9) 佐藤 真由香(1)  4.63 (-1.3)
札幌・札幌東高 札幌・札幌大谷高 札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭南高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌東高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌西陵高
小熊 七海(3)  10.83 (+1.1) 松田 果蓮(2)  w10.72 (+2.8) 安本 嶺杏(2)  w10.35 (+2.4) 西村 陽楠(2)  10.26 (+1.7) 瀬川 裕香子(3)  9.88 (+1.9) 本間 未来海(3)  w9.77 (+4.1) 井出 あおい(2)  w9.68 (+2.3) 齋藤 彩葉(2)  w9.64 (+2.3)
札幌・市立札幌藻岩高 GR 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌北高 札幌・恵庭南高 札幌・市立札幌啓北商業高 道央・千歳高 札幌・札幌啓成高 札幌・石狩南高
鳥山 紗衣(2)  9.78 池田 侑未(2)  9.75 岡 遥瀬(2)  9.58 木戸 すず(2)  8.98 東 侑亜(1)  8.81 小野田 愛香(2)  8.80 土田 舞(3)  7.89 内藤 和花(1)  7.59
札幌・北広島高 札幌・札幌大谷高 札幌・北星大附属高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌大谷高 札幌・石狩翔陽高 札幌・札幌大谷高 札幌・東海大札幌高
片桐 蘭(3)  29.77 瀬尾 愛佳(3)  27.38 藤谷 凛子(2)  26.27 広瀬 若菜(3)  26.22 久我 莉子(3)  26.13 簑島 茅来(3)  25.98 木戸 さくら(2)  25.94 江口 奈々夏(3)  25.76
札幌・札幌英藍高 札幌・札幌東商業高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌東商業高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌第一高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌東商業高
中田 生吹(3)  28.72 渡部 日香梨(3)  28.43 堺谷 奈月(3)  28.10 松井 梨里花(3)  25.64
札幌・石狩南高 札幌・北星大附属高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌東商業高
橋本 優那(3)  38.95 高橋 結衣(3)  35.54 石田 明佳(3)  35.23 田中 乃愛(3)  35.11 秋山 琴音(3)  33.27 須摩 真奈美(3)  31.05 山下 華那(3)  31.05 松本 萌加(2)  30.63
札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌光星高 札幌・北広島高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌厚別高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌東商業高 札幌・東海大札幌高
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