
日付 種目

石堂　陽奈  12.30 (-3.6) 町井　愛海  12.61 (-3.6) 工藤　聖莉奈  12.69 (-3.6) 加藤　璃里香  12.73 (-3.6) 松田　奈夏  12.82 (-3.6) 稲垣　舞  13.10 (-3.6) 羽二生　玲奈

札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭北高 札幌・北海高 札幌・恵庭北高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌大谷高 道央・千歳高

石堂　陽奈  24.50 (+1.5) 町井　愛海  25.12 (+1.5) 加藤　璃里香  25.50 (+1.5) 稲垣　舞  25.89 (+1.5) 小林　愛莉  26.18 (+1.5) 小澤　菜月  26.51 (+1.5) 坂本　真穂

札幌・立命館慶祥高 GR 札幌・恵庭北高 札幌・恵庭北高 札幌・札幌大谷高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌西陵高

粒見　綾  1:00.09 鈴木　彩恵  1:00.84 戸井田　美空  1:01.01 元木　瑞歩  1:01.03 道関　未柚  1:01.87 西澤　汐梨  1:02.77 向江　綾夏

札幌・北海高 札幌・札幌旭丘高 札幌・札幌啓成高 札幌・北海高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌月寒高 札幌・札幌大谷高

戸井田　美空  2:17.89 西澤　汐梨  2:22.83 原田　百那  2:23.69 大西　世那  2:27.80 寺山　涼葉  2:28.37 永井　南美  2:28.83 長田　香理

札幌・札幌啓成高 札幌・札幌月寒高 札幌・札幌東高 札幌・札幌啓北商業高 札幌・札幌旭丘高 札幌・札幌南高 札幌・札幌手稲高

的場　椋子  4:50.10 野戸　愛織  4:53.08 寺嶋　璃々亜  4:56.80 寺山　涼葉  5:00.62 竹田　萌々花  5:02.65 大西　世那  5:07.49 阿部　凪沙

札幌・札幌東高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌静修高 札幌・札幌旭丘高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌啓北商業高 札幌・札幌創成高

寺嶋　璃々亜  10:29.71 的場　椋子  10:30.71 井出　宥菜  10:42.31 高橋　ななみ  10:45.29 阿部　凪沙  11:08.54 糀　莉緒奈  11:09.50 秋田　恭花

札幌・札幌静修高 札幌・札幌東高 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

中山　璃子  w14.37 (+4.0) 千葉　桃子  w14.38 (+4.0) 吉野　琉花  w14.97 (+4.0) 栃丸　桃花  w14.99 (+4.0) 工藤　聖莉奈  w15.11 (+4.0) 松田　玲果  w15.50 (+4.0) 髙橋　明音

札幌・恵庭北高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌大谷高 札幌・石狩南高 札幌・北海高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌西高

元木　瑞歩  1:07.47 鈴木　彩恵  1:07.73 田尻　真衣  1:08.91 岡村　みちる  1:10.09 中澤　綾乃  1:11.01 安和　千尋  1:11.27 北川　るる花

札幌・北海高 札幌・札幌旭丘高 札幌・北海高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌旭丘高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌西陵高

糀　怜依奈  28:42.77 平　彩季  33:38.57 米濱　心寧  36:46.31 出穂　萌  38:32.66

札幌・札幌東高 札幌・札幌東高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌西陵高

札幌・立命館慶祥高  48.00 札幌・札幌大谷高  48.88 札幌・恵庭北高  49.14 札幌・北海高  49.75 札幌・札幌国際情報高  51.19 道央・千歳高  51.33 札幌・市立札幌藻岩高

磯貝　史織 佐々木　葵 齊藤　陽向 武藤　春愛 砂子　真星 海老原　愛湖 岡村　みちる

千葉　桃子 吉野　琉花 加藤　璃里香 工藤　聖莉奈 髙橋　侑里 山口　陽菜 矢尾　夏菜恵

石堂　陽奈 小澤　菜月 町井　愛海 山口　ひより 壽原　あすか 羽二生　玲奈 小野寺　莉子

松田　奈夏 稲垣　舞 伊藤　夢未 越智　遥香 畠山　夏葵 高橋　みのり 若林　佑花

札幌・北海高  4:04.50 札幌・立命館慶祥高  4:09.17 札幌・札幌大谷高  4:09.25 札幌・札幌旭丘高  4:09.33 札幌・市立札幌藻岩高  4:13.83 札幌・恵庭南高  4:16.44 道央・北広島高

田尻　真衣 松田　奈夏 道関　未柚 中澤　綾乃 小野寺　莉子 小林　愛莉 峰田　眞鈴

粒見　綾 廣澤　未来 向江　綾夏 鈴木　彩恵 矢尾　夏菜恵 佐々木　なつ 渡邉　葉月

山口　ひより 千葉　桃子 大坂　なごみ 木村　凜々子 岡村　みちる 前地　亜弥菜 上野　莉子

元木　瑞歩 磯貝　史織 浜路　夏光 寺山　涼葉 若林　佑花 安和　千尋 米川　彩香

若林　きらら  1.60 笈口　萌優  1.51 加賀谷　遥  1.48 渡邉　優紀  1.45 松田　早紀  1.40 松田　玲果

札幌・恵庭南高 札幌・札幌静修高 札幌・札幌創成高 札幌・北海高 札幌・大麻高 札幌・立命館慶祥高

長谷川　莉乃  1.40

札幌・北海高

佐藤　絢音  3.00 廣瀬　智子  2.60 池知　優花  2.40 髙橋　侑里  2.30 栗田　弥依  2.20 花野　桜花

札幌・石狩南高 札幌・札幌南高 札幌・札幌東商業高 札幌・札幌国際情報高 札幌・北広島西高 札幌・札幌白石高

舘林　菜  2.40

札幌・石狩南高

松田　奈夏  5.60 (+0.5) 齊藤　陽向  5.23 (+0.3) 砂子　真星  5.21 (+1.2) 栃丸　桃花  5.12 (+1.2) 廣澤　未来  5.05 (+1.0) 浜路　夏光  5.00 (+0.8) 遠藤　志穂

札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭北高 札幌・札幌国際情報高 札幌・石狩南高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌大谷高 札幌・恵庭南高

遠藤　志穂  w10.45 (+2.4) 浅野　澪  10.35 (+1.5) 福村　梨心  w10.03 (+4.8) 稲場　可那子  w10.02 (+2.9) 久光　芙和  9.98 (+0.8) 及川　詩織  9.91 (+1.6) 山本　樹里

札幌・恵庭南高 札幌・石狩翔陽高 札幌・札幌英藍高 札幌・北星大附属高 札幌・大麻高 札幌・札幌新陽高 札幌・札幌光星高

鈴木　小絢  10.28 丹羽　千尋  9.82 佐々木　蒼  9.67 小野寺　莉子  9.39 桐山　凪沙  9.35 長谷川　乙葉  8.94 ヤング　絵里花サマンサ

札幌・恵庭南高 札幌・札幌第一高 札幌・札幌大谷高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌東高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌北高

桐山　凪沙  32.75 若林　佑花  32.37 鈴木　小絢  30.26 赤澤　静麗  28.52 阿蘇　ちひろ  28.16 藤田　結香  28.04 今野　楓子

札幌・札幌東高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌南陵高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌英藍高 札幌・札幌清田高

赤澤　静麗  29.06 中村　心春  25.39 渡邊　りか  24.84 今野　楓子  24.03 村上　碧  24.00 枝廣　花月  21.90 稲場　可那子

札幌・札幌南陵高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌清田高 札幌・江別高 札幌・札幌清田高 札幌・北星大附属高

田中　那奈子  36.16 小野寺　莉子  35.72 桐山　花音  34.44 山田　静枝  34.14 阿部　加鈴  32.61 田村　悠萌  32.06 藤田　結香

札幌・立命館慶祥高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌南高 札幌・札幌稲雲高 札幌・札幌英藍高 札幌・札幌英藍高
8月18日 やり投

w (wind assist) : 追風参考
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8月18日 円盤投

8月18日 ﾊﾝﾏｰ投

8月19日 三段跳
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8月19日 4x100mR
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8月19日 1500m

8月18日 3000m

8月19日 400m

8月18日 800m

女子 8月19日 100m

8月18日 200m
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主催団体名 一般財団法人札幌陸上競技協会・北海道高等学校体育連盟札幌支部 陸協名

競技会名 第５０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 2018/8/19 審判長

競技場名 札幌市厚別公園競技場 記録主任



 13.15 (-3.6) 坂本　真穂  13.39 (-3.6)

札幌・札幌西陵高

 26.65 (+1.5) 磯貝　史織  27.24 (+1.5)

札幌・立命館慶祥高

 1:03.20 原田　百那  1:04.46

札幌・札幌東高

 2:30.07 菊地　未来  3:00.75

札幌・札幌南高

 5:13.17 永井　南美  5:13.54

札幌・札幌南高

 11:24.06 川島　空  11:24.42

札幌・大麻高

 w15.89 (+4.0) 森下　まりん  w16.07 (+4.0)

札幌・石狩南高

 1:11.37 山本　優芽  1:11.57

札幌・札幌大谷高

 51.83 札幌・札幌旭丘高  59.26

木村　凜々子

中澤　綾乃

鈴木　彩恵

廣瀨　汐音

 4:18.38 札幌・札幌東高  4:18.79

小宮山　菜月

佐藤　亜衣

古賀　天音

原田　百那

 1.40 廣澤　未来  1.40

札幌・立命館慶祥高

 2.20 佐々木　遥  2.00

札幌・札幌国際情報高

 4.96 (+0.8) 中川　ももか  4.92 (+0.6)

札幌・札幌稲雲高

 w9.90 (+3.0) 平尾　くるみ  9.80 (+1.1)

札幌・札幌白石高

 8.49 石倉　萌香  8.35

札幌・東海大札幌高

 25.89 田中　那奈子  24.92

札幌・立命館慶祥高

 20.17 石橋　奈々  19.72

札幌・北星大附属高

 28.98 野口　瑠名  27.41

札幌・とわの森三愛高

w (wind assist) : 追風参考

#NAME?

7位 8位

審判長

記録主任 薄　昇


