
日付 種目

石堂　陽奈  w11.67 (+3.7) 工藤　聖莉奈  w12.10 (+3.7) 松田　奈夏  w12.25 (+3.7) 石川　虹美  w12.38 (+3.7) 朝倉　恭莉愛  w12.44 (+3.7) 工藤　瑠奈  w12.46 (+3.7) 関井　　萌  w12.72 (+3.7) 清水　奈々子  w15.79 (+3.7)
札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭北高 札幌・市立札幌旭丘高 札幌・札幌南高 札幌・北海高 札幌・札幌南高

石堂　陽奈  24.43 (+0.5) 工藤　聖莉奈  25.02 (-2.0) 水口　爽  25.37 (-0.5) 稲垣　舞  25.88 (-2.4) 石川　虹美  26.14 (+0.4) 小澤　菜月  26.23 (+0.4) 朝倉　恭莉愛  26.29 (-0.4) 北野　莉世  26.41 (+0.5)
札幌・立命館慶祥高 GR 札幌・北海高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌大谷高 札幌・恵庭北高 札幌・札幌大谷高 札幌・市立札幌旭丘高 札幌・札幌南陵高

粒見　綾  59.20 山口　陽菜  1:00.12 北野　莉世  1:00.17 佐藤　羽音  1:00.37 原田　百那  1:02.46 松家　唯  1:03.05 菊地　未来  1:03.08 安藤　琴音  1:03.10
札幌・北海高 道央・千歳高 札幌・札幌南陵高 札幌・北海高 札幌・札幌東高 札幌・市立札幌啓北商業高 札幌・札幌南高 札幌・札幌北高

原田　百那  2:20.61 永井　南美  2:22.43 安藤　琴音  2:23.13 菊地　未来  2:24.24 一戸　咲里  2:27.38 浜田　綾乃  2:27.58 小川　さくら  2:28.20 藤江　悠乃  2:28.44
札幌・札幌東高 札幌・札幌南高 札幌・札幌北高 札幌・札幌南高 札幌・大麻高 札幌・北海高 札幌・市立札幌啓北商業高 札幌・札幌創成高

井出　宥菜  4:55.90 下山　未祐  5:03.52 永井　南美  5:07.64 細谷　真央  5:08.29 梅岡　あい  5:09.81 小川　さくら  5:11.28 藤江　悠乃  5:12.52 真鍋　千優  5:14.60
札幌・札幌日大高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌南高 札幌・札幌東高 札幌・札幌北高 札幌・市立札幌啓北商業高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌西高

井出　宥菜  10:38.36 佐々木　冴佳  10:48.18 下山　未祐  10:51.80 細谷　真央  11:19.83 梅岡　あい  11:28.12 兼吉　優希  11:38.40 西澤　穂美  11:39.80 平尾　結  11:46.22
札幌・札幌日大高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌東高 札幌・札幌北高 札幌・札幌西高 札幌・札幌北高 札幌・札幌北陵高

中山　璃子  w14.35 (+2.3) 鈴木　里沙  w14.55 (+2.4) 千葉　桃子  14.63 (-0.7) 吉野　琉花  w15.00 (+3.1) 髙橋　明音  w15.49 (+3.2) 橋本　優那  w15.65 (+3.2) 早田　百花子  w15.65 (+3.2) 秋山　咲希  w16.02 (+3.1)

札幌・恵庭北高 札幌・北海高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌西高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌第一高 札幌・札幌北陵高

山口　ひより  1:06.53 早坂　涼子  1:07.87 髙橋　明音  1:07.98 石寺　咲月  1:11.95 遠藤　柚希  1:12.51 山村　日菜子  1:12.60 島田　羽妃  1:12.95 高山　桜  1:13.45
札幌・北海高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌西高 札幌・札幌東高 札幌・石狩翔陽高 札幌・札幌月寒高 札幌・札幌大谷高 札幌・北星大附属高

松井　優希  30:01.56 米濱　心寧  33:32.83 柴田　美咲  34:44.24
札幌・札幌東高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌白石高

札幌・立命館慶祥高  47.51 札幌・北海高  48.56 札幌・札幌大谷高  49.46 札幌・恵庭北高  50.15 札幌・札幌東高  52.32 札幌・市立札幌藻岩高  52.93 札幌・札幌西高  53.04 札幌・札幌南高  53.21
橋本　優那 鈴木　里沙 佐々木　葵 伊藤　夢未 数馬田　史織 細岡　柚月 万丈　紗和 津川　奈那佳
水口　爽 工藤　聖莉奈 吉野　琉花 中山　璃子 小宮山　菜月 蝦名　莉子 二橋　華花 工藤　瑠奈
石堂　陽奈 髙奥　美妃 小澤　菜月 石川　虹美 中山　琳 石井　陽菜 赤祖父　ゆず香 吉田　美菜
松田　奈夏 由利　日菜 稲垣　舞 長田　裕香 山寺　柊 坂本　真愛 髙橋　明音 永井　南美
札幌・北海高  4:00.01 札幌・札幌東高  4:09.48 札幌・札幌南高  4:10.65 札幌・札幌大谷高  4:11.57 札幌・市立札幌啓北商業高  4:12.55 札幌・市立札幌藻岩高  4:14.35 道央・千歳高  4:16.09 札幌・市立札幌旭丘高  4:19.44
竹林　日和子 小宮山　菜月 清水　奈々子 番平　理子 松本　凜 久保　胡桃 木元　那緒 朝倉　恭莉愛
粒見　綾 山寺　柊 永井　南美 工藤　希颯 村上　彩香 蝦名　莉子 山口　陽菜 三瓶　栞奈
佐藤　羽音 中山　琳 中村　栞 本間　友梨 小川　さくら 細岡　柚月 大塲　茜璃 佐々木　亜美
山口　ひより 原田　百那 菊地　未来 小澤　菜月 松家　唯 坂本　真愛 中島　愛奈 花蔭　真由
水口　爽  1.62 若林　きらら  1.56 横山　麻友子  1.56 早田　百花子  1.56 加賀谷　遥  1.53 櫻井　詩織  1.53 長谷川　莉乃  1.50 長田　裕香  1.50
札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭南高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌第一高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌東高 札幌・北海高 札幌・恵庭北高

髙橋　侑里  3.00 栗田　弥依  2.80 池知　優花  2.40 長谷　桃子  2.30 平川　倖  2.20 佐藤　梨藍  2.20
札幌・札幌国際情報高 札幌・北広島西高 札幌・札幌東商業高 札幌・札幌月寒高 札幌・石狩南高 札幌・札幌丘珠高

松田　奈夏  w5.87 (+4.0) 橋本　優那  w5.14 (+2.4) 橋本　彩  5.08 (+1.4) 中川　ももか  w5.00 (+2.3) 山寺　柊  4.91 (+1.3) 吉岡　真央  w4.88 (+3.9) 河野　美咲  4.82 (+2.0) 坂本　真愛  4.80 (+0.9)
札幌・立命館慶祥高 札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌稲雲高 札幌・札幌東高 札幌・札幌北高 札幌・恵庭南高 札幌・市立札幌藻岩高

吉岡　真央  w10.74 (+2.3) 横山　麻友子  w10.29 (+2.1) 中川　ももか  w10.25 (+2.1) 伊藤　奈々  w10.19 (+3.0) 坂本　真愛  w10.02 (+2.3) 稲場　可那子  w9.93 (+2.1) 井出　あおい  9.76 (+0.7) 小熊　七海  9.68 (+1.9)
札幌・札幌北高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌稲雲高 札幌・札幌東商業高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・北星大附属高 札幌・札幌啓成高 札幌・市立札幌藻岩高

鈴木　小絢  10.85 阿蘇　ちひろ  10.37 佐々木　蒼  9.94 長谷川　乙葉  9.23 片桐　蘭  8.99 湯浅　宝  8.90 豊田　芽生  7.91 山内　優里  7.89
札幌・恵庭南高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌大谷高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌英藍高 札幌・札幌あすかぜ高 道央・北広島高 札幌・札幌東陵高

阿蘇　ちひろ  33.35 鈴木　小絢  29.49 大西　実咲  25.85 長谷川　乙葉  25.76 片桐　蘭  25.01 横山　由空  23.91 中村　心春  23.38 播摩谷　京香  22.79
札幌・市立札幌藻岩高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌東商業高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌英藍高 札幌・札幌国際情報高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌国際情報高

中村　心春  35.06 渡邊　りか  34.30 村上　碧  29.58 中田　生吹  23.33 石橋　奈々  19.46 笹木　麻絢  14.03 中西　茉衣  12.95 丹羽　涼  12.46
札幌・立命館慶祥高 GR 札幌・札幌創成高 札幌・江別高 札幌・石狩南高 札幌・北星大附属高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌南陵高

長田　裕香  40.51 桐山　花音  37.14 高嶋　優希  34.39 阿部　加鈴  34.11 小澤　菜月  33.03 荒屋　奈津  32.88 田中　乃愛  30.83 廣澤　未来  30.44
札幌・恵庭北高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌厚別高 札幌・札幌稲雲高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌日大高 札幌・恵庭南高 札幌・立命館慶祥高
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競技会名 第５１回北海道高等学校体育連盟札幌支部新人陸上競技大会
期日・時刻 2019/8/18 審判長 大町　和敏　赤松　幸広　平野　伸也

競技場名 札幌市厚別公園競技場 記録主任 薄　昇
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	女子決勝一覧

