
日付 種目
小林 美月  12.37 (+1.7) 杉山 晏菜  12.44 (+1.7) 髙橋 夏翠  12.76 (+1.7) 工藤 凛  12.78 (+1.7) 土谷 花織  12.85 (+1.7) 石川 葵  12.89 (+1.7) 杉浦 セリナ  12.94 (+1.7) 武田 唯  13.11 (+1.7)
札幌・札幌日大高 札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・恵庭北高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌南高 札幌・北海高 札幌・札幌丘珠高
神田 琉杏  26.87 (-3.2) 小林 ゆづき  27.26 (-3.2) 遠藤 聖女  27.31 (-3.2) 志田 美月  27.34 (-3.2) 工藤 凛  27.70 (-3.2) 安井 遥彩  27.83 (-3.2) 工藤 優夏  28.30 (-3.2) 石川 葵  28.69 (-3.2)
札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・札幌大谷高 札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭北高 札幌・北海高 札幌・札幌西高 札幌・札幌南高
立野 夢咲  59.21 加藤 美涼  59.23 遠藤 聖女  1:01.48 鳰 侑夏  1:03.13 福丸 真央  1:03.17 青柳 眞子  1:04.13 内藤 愛梨  1:04.83 大野 花恵  1:05.66
札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・札幌大谷高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌西高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌光星高 札幌・札幌月寒高
井内 千尋  2:21.41 加藤 美涼  2:22.60 伊藤 里音  2:25.65 内藤 愛梨  2:27.00 吉薗 日和  2:32.20 安藤 優花  2:35.03 吉田 妃那  2:40.82 南 美羽  2:46.04
札幌・札幌日大高 札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・札幌光星高 札幌・札幌北陵高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌清田高 札幌・札幌開成
始関 千華  4:43.77 伊藤 里音  5:00.71 瀬尾 捺美  5:04.52 松坂 在里  5:07.44 小林 澪歩  5:11.13 竹内 璃奈  5:12.20 森 咲夏  5:23.95 永谷 楓  5:28.04
札幌・札幌南高 札幌・北海高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌藻岩高 札幌・札幌手稲高
始関 千華  10:24.38 湯田 夏妃  10:49.78 松坂 在里  11:24.60 北村 美紅  11:33.60 高橋 杏季  11:43.24 梅岡 礼  12:08.63 黒田 陽菜乃  12:09.41 関澤 唯  12:19.21
札幌・札幌南高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌光星高 札幌・札幌国際情報高 札幌・東海大札幌高
畠山 このみ  15.56 (-1.5) 中村 百伽  15.71 (-1.5) 橋本 飛香  16.10 (-1.5) 佐藤 真由香  16.21 (-1.5) 津川 歩乃梨  16.26 (-1.5) 神保 妃里  16.70 (-1.5) 山下 凛子  17.23 (-1.5) 濵名 杏果  17.29 (-1.5)
札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌西高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌西陵高 札幌・札幌西高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌大谷高
青柳 眞子  1:07.20 中村 百伽  1:07.31 谷脇 愛珠  1:07.78 神保 妃里  1:08.09 山下 凛子  1:08.45 関口 怜奈  1:08.67 佐々木 遙  1:08.93 工藤 優夏  1:09.55
札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌西高 札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌大谷高 札幌・北広島西高 札幌・札幌西高
芳賀 天音  28:29.64 大泉 柊  28:56.85 田中 爽  31:36.97 人見 麻友  32:43.54 平館 知采  33:09.80 土合 優  34:19.95 朝倉 実結  34:38.83 大川 ひとみ  36:38.58
札幌・札幌北高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌西高 札幌・札幌東高 札幌・札幌北高 札幌・札幌西高 札幌・札幌東高 札幌・立命館慶祥高
札幌・立命館慶祥高  48.14 札幌・北海高  49.56 札幌・札幌西高  50.93 札幌・恵庭北高  51.44 札幌・札幌国際情報高  51.55 札幌・札幌日大高  52.29 札幌・札幌藻岩高  53.83
土谷 花織 小林 ゆづき 下田 ゆめ 盛田 侑鈴 坂下 琉菜 松下 さえら 野村 梨乃

山崎 桜 笠原 葵璃 中村 百伽 工藤 凛 古内 佑奈 小林 美月 林 葵衣

神田 琉杏 髙橋 夏翠 津川 歩乃梨 富田 心咲 吉田 一葉 岸上 絢音 関 佳純

杉山 晏菜 杉浦 セリナ 福丸 真央 齋藤 愛蘭 荒 嘉恋 夛聞 笑虹 田野 花恋
札幌・立命館慶祥高  4:09.15 札幌・札幌西高  4:10.35 札幌・北海高  4:11.27 札幌・札幌大谷高  4:19.86 札幌・札幌国際情報高  4:28.91 札幌・札幌藻岩高  4:29.88 札幌・札幌旭丘高  4:30.37 札幌・札幌日大高  4:30.94
土谷 花織 下田 ゆめ 小林 ゆづき 澤田 葵 山中 彩永 佐藤 琴乃 美馬 楓 松下 さえら

鳰 侑夏 中村 百伽 立野 夢咲 関口 怜奈 岩木 友香 國澤 詩 萬屋 天音 岸上 絢音

畠山 このみ 津川 歩乃梨 山村 莉々果 仲條 紗菜 古内 佑奈 森 咲夏 日光 穂乃花 猪子 夏芽

杉山 晏菜 福丸 真央 加藤 美涼 遠藤 聖女 安藤 優花 田野 花恋 土田 晴菜 小林 美月
本間 渚彩  1.56 山崎 桜  1.56 林 葵衣  1.50 竹内 美結  1.50 津川 歩乃梨  1.45 濵名 杏果  1.45 ⾧谷部 光香  1.35
札幌・札幌北高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌藻岩高 札幌・札幌稲雲高 札幌・札幌西高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌東高
奥山 優月  1.56
札幌・恵庭北高
鈴木 ちひろ  2.70 白戸 睦海  2.40 今井 咲那  2.30 市川 日向  2.20 角井 花瑠  2.00 林 葵衣  2.00 齋藤 立夏  1.90
札幌・札幌東商業高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌稲雲高 札幌・石狩南高 札幌・石狩南高 札幌・札幌藻岩高 札幌・札幌手稲高
神田 琉杏  5.52 (+0.5) 小林 美月  5.43 (0.0) 蓑口 あい  5.42 (+1.4) 下田 ゆめ  5.18 (+1.0) 坂下 琉菜  w5.14 (+2.2) 橋本 飛香  5.13 (+0.3) 鈴木 香緒  5.06 (+0.5) 山田 愛咲  4.85 (+1.4)
札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌日大高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌西高 札幌・札幌国際情報高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌清田高 札幌・北海高
千葉 紅美和  10.95 (+0.2) 下田 ゆめ  10.93 (+1.3) 蓑口 あい  10.70 (+1.6) 本間 渚彩  w10.42 (+3.1) 坂下 琉菜  10.32 (+1.2) 井内 芽生  10.23 (+0.3) 花田 蒼  w10.20 (+2.3) 小野 晴香  w10.17 (+2.1)
札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌西高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌北高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌東高 札幌・札幌月寒高 札幌・札幌大谷高
東 侑亜  10.36 古内 佑奈  9.30 武山 なのは  9.24 佐藤 真由香  8.61 久滝 七穂  8.43 山田 千尋  8.25 野澤 星南美  8.21 栁澤 羽那  8.14
札幌・札幌大谷高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌西陵高 札幌・札幌第一高 札幌・札幌北高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌藻岩高
野澤 星南美  31.24 古内 佑奈  27.30 武山 歩未  26.72 栁澤 羽那  26.69 吉住 彩奈  25.84 東 侑亜  25.61 横山 くるみ  22.55 三上 姫奈  22.36
札幌・札幌啓成高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌東商業高 札幌・札幌藻岩高 札幌・札幌北高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌厚別高 札幌・恵庭北高
小石川 恋歌  37.31 但田 風花  27.06 野上 仁寧  22.75 武山 歩未  20.35 福本 莉子  19.16 角田 紗弥佳  15.23 坂田 麗美  13.24 大西 凛  13.05
札幌・恵庭北高 GR 札幌・石狩南高 札幌・北星大附属高 札幌・札幌東商業高 札幌・札幌啓成高 札幌・石狩南高 札幌・札幌清田高 札幌・立命館慶祥高
加茂 麗奈  41.19 ⾧谷 菜々美  33.92 千葉 紅美和  31.65 諌山 みなみ  31.56 細木 美里  31.04 小石川 恋歌  29.95 福本 莉子  29.21 原田 澪音  29.07
札幌・札幌第一高 札幌・札幌南高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌第一高 札幌・札幌手稲高 札幌・恵庭北高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌啓成高

競技会名 第54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 2022/8/21 審判長 新井田　守・赤松　幸弘・小川　秀一
競技場名 札幌市厚別公園競技場 記録主任 佐藤　英則

主催団体名 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 （財）札幌陸上競技協会
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