
第17回北海道ジュニア陸上競技選手権大会                                          

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】012100  帯広の森陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/06 女子  -0.3 臼井　文音(3) 12.45 山崎　愛結(3) 12.84 岡田　帆花(3) 12.88 芝田　愛花(3) 12.99 佐々木萌那(3) 13.08 岡田　朝加(3) 13.23 髙杉　ルナ(3) 13.24 佐藤ルミナ(3) 13.26

Ａ１００ｍ 十勝･帯広南町中 釧路地方･釧路阿寒中 室蘭地方･伊達中 苫小牧地方･苫小牧青翔中 道南･八雲中 釧路地方･釧路音別中 釧路地方･釧路富原中 釧路地方･釧路景雲中
09/06  -0.4 町井　愛海(2) 12.41 鈴木くるみ(2) 12.50 青木萌々花(2) 13.29 浜路　夏光(2) 13.35 黒川　菜月(2) 13.50 國分　愛実(2) 13.50 細見　彩智(2) 13.73 笹山　桃花(2) 13.82

Ｂ１００ｍ 道南･北斗浜分中 道北･上富良野中 十勝･足寄中 札幌･札幌発寒中 道北･士別中 道南･七飯大中山中 道北･富良野東中 札幌･札幌あいの里東
09/06  -0.5 石堂　陽奈(1) 12.63 中山　璃子(1) 12.95 渡辺　愛佳(1) 13.06 澤向　美羽(1) 13.38 工藤　望乃(1) 13.51 稲垣　　舞(1) 13.52 藤澤　光代(1) 13.57 大越　梨聖(1) 13.60

Ｃ１００ｍ 道南･八雲中 空知･岩見沢明成中 空知･美唄東中 オホーツク･北見常呂中 道南･七飯中 札幌･札幌啓明中 十勝･帯広第二中 道南･教育大附属函館
09/06  -1.1 臼井　文音(3) 25.62 岡田　帆花(3) 26.42 佐々木萌那(3) 26.70 長島　詩音(3) 27.14 泉川　凜華(3) 27.14 山田　千詠(3) 27.37 中村　水優(3) 27.46 佐藤ルミナ(3) 27.51

Ａ２００ｍ 十勝･帯広南町中 室蘭地方･伊達中 道南･八雲中 札幌･札幌柏丘中 道央･恵庭中 道北･旭川緑が丘中 道央･江別野幌中 釧路地方･釧路景雲中
09/06 佐々木奈菜(1) 2,24.39 吉田満梨菜(1) 2,24.71 原田　百那(1) 2,25.39 井出　宥菜(1) 2,25.68 古舘　桃奈(1) 2,31.00 菊地　未来(1) 2,31.18 金子　杏香(1) 2,33.06 早坂　涼子(1) 2,35.72

Ｃ８００ｍ 道南･函館ＣＲＳ 道南･知内中 札幌･TONDEN.RC 札幌･札幌あいの里東 釧路地方･弟子屈中 札幌･厚別ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ オホーツク･遠軽中 札幌･札幌あいの里東
09/06 柴田　彩花(2) 4,46.12 金子　佑香(2) 4,47.89 土井　愛由(2) 4,49.17 黒川　葉月(2) 4,49.22 栃谷　　和(2) 4,49.69 長田　香理(2) 4,49.91 大畑実桜里(2) 4,53.73 野戸　愛織(2) 4,55.46

Ｂ１５００ｍ 空知･深川陸上クラブ オホーツク･遠軽中 十勝･音更下音更中 道北･士別中 道北･鷹栖中 札幌･札幌あいの里東 札幌･TONDEN.RC 道南･知内中
09/06 伊藤穂乃佳(3) 10,28.41 佐藤　風夏(3) 10,41.93 佐藤　実生(3) 11,04.12 水野　花菜(3) 11,06.67 神部　　涼(3) 11,08.74 朴　　萌花(3) 11,12.30 佐藤　姫和(3) 11,13.28 鈴木　楓恋(3) 11,18.25

Ａ３０００ｍ 十勝･新得中 空知･深川陸上クラブ 札幌･札幌あいの里東 道北･旭川緑が丘中 札幌･チームC3 十勝･帯広緑園中 釧路地方･白糠庶路中 オホーツク･湧別中
09/06  -0.3 玉置菜々子(3) 14.58 四村かなで(3) 14.63 西本さくら(3) 15.35 岡田　朝加(3) 15.39 黒澤みな美(3) 15.65 金子　有沙(3) 15.97 髙杉　ルナ(3) 16.03 山﨑　由茉(3) 16.97

A100mYH(0.762_ 札幌･札幌屯田北中 道南･函館ＣＲＳ 小樽後志･岩内第一中 釧路地方･釧路音別中 小樽後志･小樽末広中 道北･上富良野中 釧路地方･釧路富原中 札幌･札幌八軒中
09/06  -0.7 三好あい菜(2) 15.14 佐藤　彩夏(2) 15.94 松田　玲果(2) 16.20 遠藤　志穂(2) 16.28 西川　夢夏(2) 16.41 中村　詠美(2) 16.60 矢尾夏菜恵(2) 16.72 佐藤茉里亜(2) 17.34

B100mH(0.762_8 十勝･清水中 室蘭地方･室蘭桜蘭中 釧路地方･釧路共栄中 オホーツク･北見常呂中 道南･北斗上磯中 十勝･音更下音更中 札幌･札幌北白石中 道南･函館的場中
09/06 宮崎　奈月(3) 1.57 柴田　瑞姫(3) 1.54 渋谷和佳奈(3) 1.51 吉田　楓花(3) 1.48 辻　　美咲(3) 1.45 榎本　舞優(3) 1.45 堤　　愛花(3) 1.40 宮下　瑚雪(3) 1.40

Ａ走高跳 苫小牧地方･浦河第一中 オホーツク･興部沙留中 小樽後志･共和中 札幌･札幌あいの里東 十勝･幕別札内中 オホーツク･遠軽中 釧路地方･厚岸真龍中 小樽後志･黒松内中
09/06 町井　愛海(2) 5.40(+1.2) 広瀬　　蘭(2) 5.02(+0.3) 山本　樹里(2) 4.84(+0.6) 馬塀　真由(2) 4.81(+0.7) 松村　紗希(2) 4.78(+0.9) 山本　菜奈(2) 4.77(0.0) 浜路　夏光(2) 4.73(+1.0) 久光　芙和(2) 4.71(0.0)

Ｂ走幅跳 道南･北斗浜分中 十勝･本別中 釧路地方･釧路共栄中 道南･函館桔梗中 道北･上川中 道南･函館的場中 札幌･札幌発寒中 札幌･厚別ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
09/06 石堂　陽奈(1) 5.52(+1.0) 大越　梨聖(1) 5.24(-0.2) 中村　愛海(1) 5.00(+0.6) 松田　奈夏(1) 4.93(+0.6) 辻本しおん(1) 4.77(+1.1) 小林　樹花(1) 4.71(+1.7) 星野　夢華(1) 4.70(+0.5) 下田　芽依(1) 4.70(+0.6)

Ｃ走幅跳 道南･八雲中 道南･教育大附属函館 道南･函館椴法華中 空知･深川陸上クラブ 十勝･幕別中 室蘭地方･洞爺湖虻田中 道南･上ノ国中 道南･七飯中
09/06 山内沙耶佳(3) 10.30 永井瑠々花(3) 8.54 八木　悠衣(3) 8.52 林　　彩香(3) 8.51 田中　望友(3) 8.33 五十嵐海亜(3) 8.12 佐々木　恋(3) 7.90 平山　　響(3) 7.88

A砲丸投(4.000) 道北･上富良野中 苫小牧地方･苫小牧啓明中 十勝･鹿追瓜幕中 道南･北斗上磯中 道南･長万部中 道央･恵庭中 道南･福島中 道南･福島中
09/06 久保田亜由(2) 13.59 西山　藍那(2) 13.13 藤田　彩花(2) 11.85 大槻　美悠(2) 11.43 磯山　愛梨(2) 9.96 池田佳紗音(2) 9.86 佐藤　萌々(2) 9.56 桐山　凪沙(2) 9.20

B砲丸投(2.720) 十勝･池田中 十勝･幕別札内東中 オホーツク･斜里ウトロ中 十勝･清水中 札幌･札幌西岡中 釧路地方･白糠中 札幌･札幌中 札幌･札幌発寒中
09/06 平山　　響(3) 24.82 桐山　凪沙(2) 23.93 久保田亜由(2) 23.46 若林　佑花(2) 23.42 佐々木　恋(3) 22.85 松本　澄羽(1) 22.59 林　　彩香(3) 22.35 菅家由梨香(2) 20.25

共通円盤投 道南･福島中 札幌･札幌発寒中 十勝･池田中 札幌･札幌発寒中 道南･福島中 十勝･音更下音更中 道南･北斗上磯中 道北･上川中
09/06 佐々木美咲(3) 39.75 加藤　千穂(2) 38.91 沖崎　優衣(2) 35.84 渡邊　梨香(2) 34.91 髙木　沙彩(2) 34.86 大槻　美悠(2) 30.48 小菅　　凜(3) 30.37 白土　千夏(3) 29.81

共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽ 道央･千歳青葉中 札幌･札幌伏見中 道南･せたな大成中 空知･美唄中 十勝･士幌町中央中 十勝･清水中 道南･厚沢部中 道南･函館亀田中


