
日付 種目
山内　翔馬(3) 11.11(-0.4) 丹羽　珀人(3) 11.19(-0.4) 工藤翔大(3)） 11.40（-0.2） 髙士　雄惺(3) 11.41(-0.4) 池田　優夢(3) 11.43(-0.4) 金澤　世凪(3) 11.43(-0.4) 小川  蒼生(3) 11.58(-2.9) 安藤　辿(3) 11.64(-0.4)

旭川緑が丘（道北） 旭川東鷹栖（道北） 道ﾊｲﾃｸACｱｶﾃﾞﾐｰ（道央） 上富良野（道北） 士別南（道北） 斜里（道北） 北斗浜分（道南） 東神楽（道北）

工藤翔大(3) 22.38（1.4） 山内　翔馬(3) 22.84（0.0） 中村　孝徳(3) 23.38（0.0） 門脇　遥空(3) 23.43（0.0） 小田瑠依斗(3) 23.49(-1.7) 浅野公太（３） 23.54（1.4） 松本　琢夢(2) 23.55（0.0） 深田　恭平(3) 23.63（1.4）

道ﾊｲﾃｸACｱｶﾃﾞﾐｰ（道央） 旭川緑が丘（道北） 斜里（道北） 旭川東鷹栖（道北） 七飯（道南） 江別大麻（道央） 芽室（道北） 札幌澄川（道央）

福村　優大(2) 51.09 谷口　諒空(3) 51.66 東海林　侑久(3) 52.25 鶴巻綸太郎(3) 52.81 ｽｺｯﾄﾘｱﾑ音央(2) 53.24 上妻　桜太(3) 53.28 谷口　颯舶(3) 54.27 池田  琉晟(3) 54.30

千歳（道央） 剣淵（道北） 砂川（道北） 室蘭桜蘭（道南） 札幌啓明（道央） 帯広南町（道北） 旭川永山（道北） NASS（道南）

宮澤　朝凪(3) 1.58.65 佐藤　遥斗(3) 2.02.23 佐々木　愛斗(3) 2.06.81 田森　大貴(3) 2.07.05 疋田　侑(3) 2.07.31 須長　柊太(3) 2.08.75 向井　和玖(3) 2.09.24 山本　一晴(3) 2.09.65

TONDEN RC（道央） 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ（道南） 士別（道北） 札幌山鼻（道央） 函館桔梗（道南） 紋別（道北） 旭川広陵（道北） 音更（道北）

佐藤　広人(3) 4.07.12 槇　航太郎(3) 4.16.44 濵野  捷多(3) 4:17.74 黒川　遙斗(3) 4.18.62 雪田　圭将(2) 4.20.71 五十嵐　拓美(3) 4.21.97 片野　陽太郎(3) 4.23.52 岩村　楓樹(2) 4.24.02

北教大附属釧路（道北） TONDEN RC（道央） CRS（道南） 士別（道北） 札幌前田（道央） 札幌西岡（道央） TONDEN RC（道央） 旭川神居東（道北）

濵野  捷多(3) 9.20.24 福井  陽仁(3) 9.23.02 大杉　亮太朗(3) 9.28.90 朝井　風牙(3) 9.28.95 鼻野木　悠翔(3) 9.33.14 鴈田　陽斗(3) 9.36.34 森　翔哉(3) 9.36.35 大橋　史空(2) 9.43.59

CRS（道南） 七飯（道南） 上富良野（道北） 白糠庶路学園（道北） 札幌北白石（道央） 東神楽（道北） 美幌北（道北） TONDEN RC（道央）

館山  正真(3) 15.25(-0.4) 小山田　喜貴(3) 15.27(0.7) 鹿角　風太(3) 15.35(-0.5) 田辺　峻(3) 15.46(-0.5) 山﨑　天創(3) 15.66(-0.5) 芳賀  鷹翔(3) 15.92(-0.4) 巽  勇太朗(3) 16.05(-0.4) 上村　大和(3) 16.21(-0.5)

函館湯川（道南） 札幌藻岩（道央） 紋別（道北） 北見高栄（道北） 旭川永山（道北） 登別幌別（道南） 函館潮光（道南） 鹿追（道北）

斜里（道北） 44.47 北斗浜分（道南）       44.70 旭川緑が丘（道北） 44.86 旭川東鷹栖（道北） 45.02 七飯（道南）       45.31 伊達（道南）       45.43 上富良野（道北） 45.70 紋別（道北） 46.01

川島　歩結夢(3) 小澤  斗維(2) 後藤　勇祇(3) 山﨑　陸丘(3) 巳扇  聖也(3) 宮澤  飛羽(2) 山本　翼(2) 小川　幸蓮(2)

中村　孝徳(3) 丸山  洋輔(3) 小野田　琉輝空(3) 門脇　遥空(3) 宮崎  翔英(3) 佐藤    駿(3) 柳瀬　拓真(3) 小助川　智博(3)

髙野　京弥(3) 増川  海斗(2) 藤田　開成(3) 柳　智貴(3) 柴谷  琥珀(3) 藤田    蓮(3) 台丸谷　浬(3) 篠原　怜士(3)

金澤　世凪(3) 小川  蒼生(3) 山内　翔馬(3) 丹羽　珀人(3) 小田瑠依斗(3) 田野    樹(3) 髙士　雄惺(3) 鹿角　風太(3)

豊﨑　丈太郎(3) 1m82 坂本　頼武(2) 1m79 崔　宰原(2) 1m76 石谷　優介(2) 1m73 板谷  隼杜(2) 1m66 萬　龍来(3) 1m65

旭川永山（道北） 士幌町中央（道北） 北見南（道北） 岩内第一（道央） 函館湯川（道南） 網走第一（道北）

田端　一生(3) 1m82 郷内    優(3) 1m66 根本　蒼大(3) 1m65

札幌屯田北（道央） 北斗浜分（道南） 滝川江陵（道北）

上藤　海登(3) 1m65

厚岸真龍（道北）

横山　流星(3) 1m65

西当別（道央）

福田　悠介(3) 3m50 小谷　謙太朗(3) 3m40 佐藤　晴翔(3) 3m30 佐藤　明風(3) 3m20 川上　大晴(3) 3m00 田辺　剛(2) 2m90 飯島　空輝(2) 2m70

網走第一（道北） 幕別札内（道北） 札幌藻岩（道央） 清水（道北） 北見小泉（道北） 西当別（道央） 北見北（道北）

中田　隼翔(1) 2m70

網走第一（道北）

上野　雄琉(3) 2m70

札幌藻岩（道央）

三浦  颯太(3) 6m41(+2.0) 竹田　龍一(3) 6m38(+1.2) 小川  蒼生(3) 6m35(+0.8) 中田    敦(3) 6m32(-0.8) 津川　一登 6m31(+0.8) 岡崎    颯(2) 6m25(-0.3) 清水　瑛太(3) 6m19(-0.7) 小林  瑠矢(3) 6m13(+1.4)

苫小牧啓明（道南） 渡辺陸上クラブ（道央） 北斗浜分（道南） NASS（道南） 札幌屯田北（道央） 浦河第一（道南） 幕別札内（道北） 北斗上磯（道南）

工藤  勇磨(3) 12m50 渡邊　紗斗(3) 11m84 天野　快成(3) 11m70 林　雪粋(3) 11m30 小田　晴輝(3) 11m24 濱田　佑耶(3) 11m15 鏡　元輝(2) 10m88 松井　琉偉(3) 10m63

函館亀田（道南） 旭川緑が丘（道北） 赤井川（道央） 上富良野（道北） 札幌澄川（道央） 釧路阿寒（道北） 札幌（道央） 本別（道北）

三好　慶悟(3) 2483点 館山  正真(3) 2456点 巽  勇太朗(3) 2374点 東海林　昴(3) 2285点 後藤　颯太(3) 1813点 茂治　耀音(2) 1811点 小助川　智博(3) 1764点 松井  翔汰(2) 1658点

清水（道北） 函館湯川（道南） 函館潮光（道南） 札幌栄（道央） 美唄（道北） 美唄（道北） 紋別（道北） 函館湯川（道南）

神田　琉杏(3) 12.34(0.0） 土谷  花織(2) 12.69(-2.5) 杉山　晏菜(3) 12.72(0.0) 堀下  結愛(3) 12.79(-2.5) 志田　美月(2) 12.83(0.0) 工藤　凛(3) 12.84 田野　葵(2) 12.85

ＡＡＡ（道央） 北斗上磯（道南） 恵庭（道央） 苫小牧緑陵（道南） 北広島東部（道央） 釧路鳥取西（道北） 旭川緑が丘（道北）

山崎　心愛(1) 12.84

音更共栄（道北）

堀下  結愛(3) 26.38(-2.5) 髙橋　萌生(3) 26.47(-1.0) 志田　美月(2) 26.63(-0.5) 小林　ゆづき(2) 26.94(-0.5) 谷田　煌里(1) 26.99(-0.5) 三井　日菜姫(1) 27.09(-1.0) 福原  瑠杏(3) 27.54(-2.5) 大島　璃海(1) 27.55(-0.5)

苫小牧緑陵（道南） 幕別札内（道北） 北広島東部（道央） ＡＡＡ（道央） 札幌もみじ台（道央） 帯広第八（道北） 函館本通（道南） 石狩花川（道央）

石川　蘭(2) 2.14.80 上村　萌寧(3) 2.20.09 長谷川采花(1) 2.21.73 斎藤　　遥(1) 2.22.51 赤浜  遥香(1) 2.23.76 湯田  夏妃(3) 2.24.32 吉薗　日和(3) 2.24.48 松井　のえる(3) 2:24.53

小樽西陵（道央） 札幌前田（道央） CRS（道南） TONDEN RC（道央） 函館桔梗（道南） 函館亀田（道南） 西当別（道央） 美幌北（道北）

石川　蘭(2) 4.42.04 益塚　稀(3) 4.45.93 長谷川采花(1) 4.49.05 山本　望結(3) 4.51.64 中野  芽衣(3) 4.57.34 木田　美緒莉(1) 4.58.05 藤田　柚希(2) 4.59.46 塚田  佑菜(2) 5.00.77

小樽西陵（道央） 東神楽（道北） CRS（道南） 岩内第一（道央） 七飯（道南） 千歳富丘（道央） 美幌北（道北） 登別西陵（道南）
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谷脇  愛珠(3) 15.10(-0.9) 盛田　侑鈴(3) 15.20(1.9) 鈴木　彩絢(3) 15.31(-0.8) 丸山  彩華(1) 15.39(-0.9) 青柳　眞子 15.58(1.9) 釜澤　歩果(3) 15.71(-0.8) 鈴木　眞琴(3) 15.73(-0.8) 佐藤　真由香(3) 15.82(1.9)

知内（道南） 札幌篠路（道央） 釧路景雲（道北） 北斗上磯（道南） 岩内第一（道央） 遠軽（道北） 釧路北（道北） 札幌新陵（道央）

北斗上磯（道南）       50.17 旭川緑が丘（道北） 51.10 幕別札内（道北） 51.26 北広島東部（道央） 51.34 札幌前田（道央） 51.84 帯広翔陽（道北） 51.85 函館本通（道南）       52.07 札幌（道央）　 52.10

山内綺羅妃(3) 坂谷内　遥香(3) 今井　ゆい(3) 澤田　妃奈(1) 菅原　　英(1) 吉田　結娃(2) 長岡  穂華(3) 佐々木陽愛(3)

丸山  彩華(1) 山下　涼華(3) 鈴木　倖奈(2) 新井　美南(1) 坂下　琉菜(2) 土屋　瑠花(3) 伊勢谷美月(2) 武田　　唯(3)

古藤  沙輝(3) 菊地　美羽(3) 小山　紗世(1) 木戸　美佑(2) 狩野　陽愛(1) 内山　遼香(3) 笹谷  恋菜(3) 関口　怜奈(3)

土谷  花織(2) 田野　葵(2) 髙橋　萌生(3) 志田　美月(2) 河西　胡実(3) 蓑口　あい(2) 福原  瑠杏(3) 藤田　彩那(2)

竹内  美結(3) 1m54 伊藤　凛音(2) 1m48 渡辺  華珠(3) 1m45

せたな大成（道南） 北見南（道北） 苫小牧西陸上クラブ(道南）

奥山　優月(3) 1m54 杉本　玲奈(3) 1m48 楠美　瑠唯(3) 1m45

札幌北都（道央） 網走第四（道北） 共和（道央）

小田  芭純(3) 1m54

CRS（道南）

東屋　萌乃香(3) 1m54

札幌星置（道央）

濱名　杏果(3) 1m54

ＡＡＡ（道央）

神田　琉杏(3) 5m25(0.3） 坂下　琉菜(2) 5m24(1.0） 長野　萌果(3) 5m20(+0.6) 菊池　藍花(3) 5m19(0.0) 小林　美月(3) 5m08(0.4) 蓑口　あい(2) 5m02(-0.3) 山崎    桜(2) 4m97(+0.8) 畠山　このみ(2) 4m96(+1.3)

ＡＡＡ（道央） 札幌前田（道央） 北見高栄（道北） 余市東（道央） 新札幌陸上クラブ（道央） 帯広翔陽（道北） 森（道南） 釧路鳥取西（道北）

鈴木  心絆(3) 13m20 齊藤　愛夏(3) 11m77 野村　采加(3) 11m32 東　侑亜(3) 10m98 渡辺ちひろ(3) 10m71 竹内  美結(3) 10m68 前畑　星奈(2) 10m48

せたな大成(道南） 富良野東（道北） 旭川緑が丘（道北） 札幌東栄（道央） 安平追分（道南） せたな大成（道南） 厚岸真龍（道北）

川村  羽海(2) 10m48

厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ（道南）

畠山　瑚舶(2) 2267点 吉田　麗乃(2) 2106点 山口　梨乃(3) 2034点 本間　渚彩(3) 1997点 小林　花凛(3) 1974点 福田　小鈴(2) 1919点 西脇　江里子(3) 1907点 渡辺  華珠(3) 1874点

美唄（道北） 釧路共栄（道北） 帯広翔陽（道北） 札幌八軒（道央） 赤井川（道央） 江別大麻（道央） 江別大麻（道央） 苫小牧西陸上クラブ(道南）

笠原　葵璃(2) 1874点

TONDEN RC（道央）

女子走高跳

女子走幅跳

女子100mH(0.762m)
風：(-0.8)

女子4X100mR
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