
日付 種目

仙座 圭乃  12.69 (-1.6) 神田 琉杏  12.91 (-1.6) 土谷 花織  13.03 (-1.6) 髙橋 夏翠  13.04 (-1.6) 佐々木 綾  13.05 (+0.5) 小澤 実早  13.07 (+0.5) 佐藤 陽向  13.07 (-1.6)
札幌・北海高 札幌・立命館慶祥高 札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・札幌啓成高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌大谷高

笠原 葵璃  13.03 (+0.5)
札幌・北海高

佐々木 菜緒  25.49 (-3.8) 杉山 晏菜  26.78 (-3.8) 志田 美月  27.11 (-3.8) 安井 遥彩  27.36 (-3.8) 小林 ゆづき  27.52 (-3.8) 遠藤 聖女  27.65 (-3.8) 杉浦 セリナ  27.66 (-3.8) 山田 瑞稀  27.84 (-3.8)
札幌・北海高 札幌・立命館慶祥高 札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・札幌大谷高 札幌・北海高 札幌・札幌光星高
工藤 夢珠奈  59.91 才川 千陽  1:00.77 加藤 美涼  1:00.78 見澤 萌栞  1:00.87 立野 夢咲  1:01.86 吉田 紗都  1:02.56 大谷 胡桃  1:03.29 芳岡 真歩  1:03.97
札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・札幌南高 札幌・北海高 札幌・札幌南高 札幌・北海高 札幌・市立札幌旭丘高
上西 彩未  2:19.60 原田 椎菜  2:27.10 伊藤 里音  2:27.90 井内 千尋  2:27.94 南 美羽  2:33.37 新谷 紗那  2:34.21 鎌倉 彩音  2:34.52 吉薗 日和  2:34.92
札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・札幌日大高 札幌・市立札幌開成中等後期 札幌・札幌月寒高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌北陵高
坂本 奈穂  4:51.21 始関 千華  4:55.70 小林 澪歩  4:59.54 湯田 夏妃  5:03.07 岩渕 涼那  5:20.43 安達 侑子  5:21.18 山崎 愛奈  5:22.08 松坂 在里  5:22.56
札幌・札幌創成高 札幌・札幌南高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌西高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌創成高
秋田谷 耶弥  10:18.06 塩見 薫  11:32.82 黒田 陽菜乃  12:29.24 有馬 来遥  12:31.46 森田 千晴  12:52.17 宮原 梢  13:42.63
札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌西高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌英藍高 札幌・札幌平岡高 札幌・大麻高
坂東 凜  14.94 (-5.4) 諸澤 愛琉  16.30 (-5.4) 中田 莉緒  16.32 (-5.4) 井澤 叶美  16.84 (-5.4) 佐藤 真由香  17.07 (-5.4) 南畑 万葉  17.37 (-5.4) 中村 遼  17.82 (-4.4) 中村 百伽  17.85 (-4.4)
札幌・北海高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌西陵高 札幌・恵庭南高 道央・千歳高 札幌・札幌西高
永島 綾乃  1:10.40 神保 妃里  1:10.46 尾崎 亜弥  1:11.42 谷脇 愛珠  1:11.75 古村 雪音  1:11.96 佐々木 遙  1:12.71 青柳 眞子  1:13.18 萬屋 天音  1:13.36
札幌・札幌稲雲高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌月寒高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌西高 札幌・北広島西高 札幌・立命館慶祥高 札幌・市立札幌旭丘高
田口 晴海  25:20.52 芳賀 天音  28:53.15 大泉 柊  28:56.16 武田 茉綾  33:26.19 田中 爽  34:41.38 中村 美弥日  37:24.95
札幌・札幌北高 GR 札幌・札幌北高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌東高 札幌・札幌西高 札幌・札幌西高
札幌・北海高A  48.65 札幌・立命館慶祥高  49.46 札幌・北海高B  49.80 札幌・北海高C  50.31 札幌・札幌大谷高A  50.48 札幌・札幌南高  50.63 札幌・北海高D  51.35 札幌・北海高E  52.57
坂東 凜 土谷 花織 才川 千陽 北間 玲奈 遠藤 聖女 岡村 侑奈 三盃 汐里 加藤 未夢

仙座 圭乃 志田 美月 工藤 夢珠奈 笠原 葵璃 小田 葉月 鎌田 真由香 杉浦 セリナ 井上 清乃

小林 ゆづき 神田 琉杏 大谷 胡桃 立野 夢咲 佐藤 陽向 吉田 紗都 籾山 真緒 藤田 彩那

佐々木 菜緒 山崎 桜 髙橋 夏翠 安井 遥彩 南 明里沙 見澤 萌栞 山田 愛咲 山口 虹羽
札幌・北海高A  4:09.04 札幌・立命館慶祥高B  4:14.32 札幌・北海高B  4:15.41 札幌・北海高C  4:21.33 札幌・札幌南高  4:22.39 札幌・立命館慶祥高A  4:25.16 札幌・札幌国際情報高  4:26.11 札幌・札幌月寒高  4:27.97
才川 千陽 土谷 花織 仙座 圭乃 安井 遥彩 岡村 侑奈 木戸 さくら 川又 友菜 尾崎 亜弥

工藤 夢珠奈 神田 琉杏 大谷 胡桃 加藤 美涼 見澤 萌栞 上西 彩未 山本 明里 吉岡 咲姫

立野 夢咲 鳰 侑夏 髙橋 夏翠 杉浦 セリナ 鎌田 真由香 谷脇 愛珠 中田 莉緒 大野 花恵

佐々木 菜緒 杉山 晏菜 原田 椎菜 伊藤 里音 吉田 紗都 青柳 眞子 秋田谷 耶弥 新谷 紗那
山崎 桜  1.53 楠本 柚  1.53 山口 虹羽  1.50 竹内 美結  1.45 髙橋 郁乃  1.45 津川 歩乃梨  1.45 林 葵衣  1.40
札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌大谷高 札幌・北海高 札幌・札幌稲雲高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌西高 札幌・市立札幌藻岩高

本間 渚彩  1.50
札幌・札幌北高

阿部 唯花  2.60 鈴木 ちひろ  2.50 水野 結  2.50 氏家 優萠  2.30 白戸 睦海  2.20 今井 咲那  2.10
札幌・札幌手稲高 札幌・札幌東商業高 札幌・石狩南高 札幌・札幌あすかぜ高 札幌・札幌国際情報高 札幌・札幌稲雲高
蓑口 あい  5.35 (+1.8) 畠山 このみ  5.35 (+1.3) 千葉 紅美和  w5.27 (+2.7) 小林 美月  w5.26 (+2.2) 小田 葉月  5.18 (+1.6) 橋本 飛香  w5.14 (+4.2) 鈴木 香緒  w5.04 (+4.1) 山田 愛咲  4.95 (+1.8)
札幌・立命館慶祥高 札幌・立命館慶祥高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌大谷高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌清田高 札幌・北海高
安本 嶺杏  w10.41 (+2.5) 坂下 琉菜  10.35 (+2.0) 松田 果蓮  w10.34 (+3.7) 井内 芽生  w10.01 (+2.5) 結城 帆南  9.96 (+1.5) 小野 晴香  w9.52 (+3.0)
札幌・札幌北高 札幌・札幌国際情報高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌東高 札幌・北星大附属高 札幌・札幌大谷高
岡 遥瀬  10.34 池田 侑未  10.17 鳥山 紗衣  9.74 古内 佑奈  9.39 内藤 和花  8.70 木村 千恵里  8.40 久滝 七穂  8.31 稲川 遥夏  8.12
札幌・北星大附属高 札幌・札幌大谷高 札幌・北広島高 札幌・札幌国際情報高 札幌・東海大札幌高 札幌・市立札幌啓北商業高 札幌・札幌第一高 札幌・札幌日大高
栁澤 羽那  27.93 一條 真子  26.79 藤谷 凛子  26.28 野澤 星南美  25.87 武山 歩未  25.27 三上 姫奈  24.98 成澤 七星  23.67 清野 叶希  23.03
札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌北高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌東商業高 札幌・恵庭北高 札幌・とわの森三愛高 札幌・札幌英藍高
小石川 恋歌  33.75 但田 風花  29.84 木戸 すず  27.44 武下 楽菜  25.40 野上 仁寧  20.63 山下 真奈  14.73 堀田 梓  13.27
札幌・恵庭北高 札幌・石狩南高 札幌・恵庭南高 札幌・北星大附属高 札幌・北星大附属高 札幌・市立札幌旭丘高 札幌・札幌清田高
加茂 麗奈  38.82 松本 萌加  33.55 土田 萌結  32.04 諌山 みなみ  30.13 渡邊 京香  30.11 原田 澪音  28.43 横山 くるみ  27.15 福本 莉子  27.10
札幌・札幌第一高 札幌・東海大札幌高 札幌・北広島高 札幌・札幌第一高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌厚別高 札幌・札幌啓成高

競技会名 第３５回北海道高等学校体育連盟札幌支部春季陸上競技大会
期日・時刻 2022/5/8 審判長

競技場名 札幌市厚別公園競技場 記録主任

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
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w (wind assist) : 追風参考

5月7日 円盤投
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