
臼井  文音(3) 12.23 町井  愛海(2) 12.38 鈴木  くるみ(2) 12.62 御家瀬  緑(2) 12.77 芝田  愛花(3) 13.01 岡田  帆花(3) 13.09 山崎  愛結(3) 13.16 石堂  陽奈(1) 13.20

全十勝・帯広南町 渡島・北斗浜分 富良野・上富良野 札幌・札幌太平 東胆振・苫小牧青翔 西胆振・伊達 釧路・釧路阿寒 渡島・八雲

臼井  文音(3) 25.69 鈴木  くるみ(2) 25.75 芝田  愛花(3) 26.80 加藤  稚菜(3) 26.95 佐々木  萌那(3) 27.13 渡辺  愛佳(1) 27.21 山田  千詠(3) 27.23 熊谷  麗(3) 27.38

全十勝・帯広南町 富良野・上富良野 東胆振・苫小牧青翔 札幌・札幌中央 渡島・八雲 南空知・美唄東 旭川・旭川緑が丘 釧路・標茶

前川  紗希奈(3) 2:20.05 神部  涼(3) 2:20.08 川崎  ことみ(3) 2:22.65 栃谷  和(2) 2:22.78 長田  香理(2) 2:23.56 柴田  彩花(2) 2:25.03 吉田  満梨菜(1) 2:25.44 佐藤  風夏(3) 2:32.49

北空知・滝川明苑 札幌・札幌福井野 ｵﾎｰﾂｸ・北見北光 上川中央・鷹栖 札幌・札幌あいの里東 北空知・深川 渡島・知内 北空知・深川一己

柴田  彩花(2) 4:47.99 佐々木  奈菜(1) 4:50.01 神部  涼(3) 4:50.01 前川  紗希奈(3) 4:51.91 伊藤  穂乃佳(3) 4:52.14 栃谷  和(2) 4:55.57 朴  萌花(3) 4:57.88 土井  愛由(2) 4:57.88

北空知・深川 渡島・北斗上磯 札幌・札幌福井野 北空知・滝川明苑 全十勝・新得 上川中央・鷹栖 全十勝・帯広緑園 全十勝・音更下音更

玉置  菜々子(3) 14.68 四村  かなで(3) 14.70 中山  璃子(1) 14.83 大越  梨聖(1) 15.26 岡田  朝加(3) 15.29 髙杉  ルナ(3) 15.42 佐藤  彩夏(2) 16.03

札幌・札幌屯田北 函館・函館深堀 南空知・岩見沢明成 函館・北教大附属函館 釧路・釧路音別 釧路・釧路富原 西胆振・室蘭桜蘭

上富良野・富良野 49.89 帯広南町・全十勝 50.40 小樽末広・小樽 51.46 八雲・渡島 51.51 恵庭・石狩 51.55 釧路共栄・釧路 51.81 札幌真栄・札幌 51.99 士別・士別 57.25

齋藤  佑奈(3) 大泉  沙綾(3) 佐々木  涼佳(3) 古川  琴海(2) 山木  そら(3) 馬場  夏音(1) 前地  亜弥菜(2) 黒川  葉月(2)

大建  ひな(3) 星野  未羽(3) 鈴木  優奈(3) 石堂  陽奈(1) 泉川  凜華(3) 佐藤  めい(3) 川﨑  和奏(3) 黒川  菜月(2)

金子  有沙(3) 酒寄  奈緒子(3) 大黒  綾華(3) 齋藤  加奈(3) 大場  もえ(3) 佐藤  愛葉(3) 金野  友柚(3) 川上  莉奈(2)

鈴木  くるみ(2) 臼井  文音(3) 黒澤  みな美(3) 佐々木  萌那(3) 大坂  なごみ(1) 松田  玲果(2) 伊藤  愛(3) 鷲見  更紗(3)

宮崎  奈月(3) 1m61 柴田  瑞姫(3) 1m51 若松  亜美(2) 1m48 渋谷  和佳奈(3) 1m48 辻  美咲(3) 1m48 榎本  舞優(3) 1m45

日高・浦河第一 ｵﾎｰﾂｸ・興部沙留 ｵﾎｰﾂｸ・北見光西 後志・共和 全十勝・幕別札内 ｵﾎｰﾂｸ・遠軽

中村  詠美(2) 1m51 吉田  楓花(3) 1m48

全十勝・音更下音更 札幌・札幌あいの里東

町井  愛海(2) 5m66(+1.0) 吉田  梨緒(3) 5m48(+1.6) 御家瀬  緑(2) 5m39(+1.5) 石堂  陽奈(1) 5m38(+0.9) 白土  千夏(3) 5m36(+1.6) 小玉  葵水(3) 5m31(+2.4) 牧野  亜美(3) 5m26(+1.7) 大越  梨聖(1) 5m23(+1.7)

渡島・北斗浜分 日高・浦河荻伏 札幌・札幌太平 渡島・八雲 函館・函館亀田 全十勝・帯広第八 公認5m27(-0.8) 後志・赤井川 函館・北教大附属函館

久保田  亜由(2) 12m86 西山  藍那(2) 12m46 山内  沙耶佳(3) 11m88 藤田  彩花(2) 11m68 西藤  愛梨(3) 11m66 大槻  美悠(2) 10m92 熊谷  柚季(3) 10m68 八木  悠衣(3) 10m17

全十勝・池田 全十勝・幕別札内東 富良野・上富良野 ｵﾎｰﾂｸ・斜里ウトロ 西胆振・伊達大滝 全十勝・清水 石狩・江別大麻 全十勝・鹿追瓜幕

玉置  菜々子(3) 2765点 大場  もえ(3) 2542点 黒澤  みな美(3) 2524点 滝澤  なつ美(3) 2417点 遠藤  志穂(2) 2271点 中村  詠美(2) 2195点 渡部  結貴(3) 2182点 松田  玲果(2) 2162点

札幌・札幌屯田北 石狩・恵庭 小樽・小樽末広 檜山・上ノ国 ｵﾎｰﾂｸ・北見常呂 全十勝・音更下音更 南空知・岩見沢明成 釧路・釧路共栄

8m20-28.60(+0.2) 7m78-29.02(+0.2)

16.35(+1.7)-1m46 16.53(+1.1)-1m52 16.33(+1.1)-1m40 15.77(+2.2)-1m37

9m85-26.83(+0.2) 8m54-27.28(+0.2) 8m57-27.21(+0.2) 9m70-26.93(+0.2) 8m13-28.21(+0.2) 7m38-29.18(+0.2)

7月28日
～29日

女子四種競技(女子)
14.75(+2.5)-1m52 15.25(+2.5)-1m49 15.44(+2.5)-1m49 16.58(+2.5)-1m43

7月30日 女子走高跳

7月30日 女子走幅跳

7月30日 女子砲丸投(2.721kg)

7月29日 女子1500m

7月30日 女子100mH(0.762m-8.0m)
風：-2.4

7月30日 女子4X100mR

7月29日 女子100m
風：-2.3

7月30日 女子200m
風：-2.3

7月30日 女子800m


