
 女子100m

9月16日 10:05 予  選
大会記録(GR)            12.09     北風　沙織(札幌・恵庭北)              2002 9月16日 12:20 準決勝
北海道高校記録(HHR)     11.62     伊藤佳奈恵(札幌・恵庭北)              1993 9月16日 14:10 決  勝

予選　7組3着＋3

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾎ

1 517 西村　美穂(2) 名寄 1
ｲｼﾊﾗ ｻｴ ｷﾀﾔﾏ ｶﾚﾝ

2 180 石原　沙絵(2) 札幌開成 2 623 北山　夏蓮(1) 遠軽
ﾐﾔｿﾞﾉ ｻｴ ｵｵｶｹﾞ ﾀｶﾖ

3 208 宮園　彩恵(2) 札幌藻岩 3 478 大景　貴予(1) 旭川大学
ｲﾄｳ ﾂｷｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ

4 281 伊藤　月子(1) 恵庭北 4 21 小林　未空(1) 函館工
ｺﾐﾅﾐ ｱｶﾈ ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾝﾅ

5 335 小美浪　茜(1) 札幌大谷 5 609 藤森　栞菜(2) 北見緑陵
ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾏ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻｷ

6 250 原田　悠茉(1) 札幌国際情報 6 66 長谷川　美咲(1) 伊達緑丘
ｲｶﾞｲ ﾕｶ ﾏｴﾀﾞ ｻﾅ

7 142 井貝　悠香(1) 余市紅志 7 455 前田　紗菜(2) 旭川南
ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾐ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾎﾛ

8 469 金澤　玲実(1) 旭川商 8 47 藤田　　京(2) 函館大妻

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾇﾉﾑﾗ ﾕｳｶ

1 1 172 布村　優果(1) 札幌南
ﾀｶﾊｼ ｺﾉﾐ ﾅｶﾀ ﾕﾘｶ

2 295 高橋このみ(2) 千歳 2 129 中田優梨花(1) 小樽潮陵
ﾀｹﾀﾞ ｻｷ ｻｶｷ ｱﾐ

3 612 武田　彩生(2) 北見緑陵 3 691 榊　　あみ(1) 標茶
ｲﾄﾔ ﾘｺ ﾀｶﾊｼ ﾁｴﾘ

4 332 糸谷　梨瑚(2) 札幌大谷 4 348 高橋智恵莉(2) 立命館慶祥
ｱｷ ﾅﾅﾐ ﾐｳﾗ ｱﾐ

5 474 安藝奈々美(2) 旭川大学 5 394 三浦　有未(2) 滝川
ｶﾄｳ ｺﾅﾐ ｲﾄｳ ﾁｶ

6 320 加藤　小波(2) 東海大四 6 400 伊藤　千華(2) 滝川西
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ｼﾝｶｲ ﾏﾘﾓ

7 570 髙橋　優希(2) 帯広農 7 645 神開まりも(2) 紋別
ﾌﾁﾉ ｱﾔｶ ｲｽﾞﾓ ﾘﾘｶ

8 140 渕野　彩夏(1) 倶知安 8 315 出雲莉里花(1) 北海

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｽｽﾞｷ ﾐﾕ ｱｷﾔﾏ ﾙｲ

1 326 鈴木　実優(2) 札幌山の手 1 190 秋山　瑠依(2) 札幌西陵
ﾀｹﾅﾜ ｻｷ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾈ

2 634 竹縄　沙希(1) 網走南ケ丘 2 518 齊藤　天音(1) 名寄
ｷﾀﾞ ﾅﾅｺ ﾐﾔｻﾞｷ ﾒﾙ

3 89 喜田　奈南子(2) 道大谷室蘭 3 587 宮崎　愛瑠(1) 大樹
ﾀｹｳﾁ ﾕﾒ ｻｻﾓﾘ ﾕｻ

4 430 竹内　　夢(1) 岩見沢緑陵 4 672 笹森　ゆさ(2) 釧路江南
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｺ ｻﾅﾀﾞ ｼｵﾝ

5 662 山口紗矢子(2) 釧路湖陵 5 555 真田　知苑(2) 帯広南商
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾅ ｻﾀﾞｲｹ ﾅﾅｺ

6 33 横山　実菜(2) 函館白百合 6 314 貞池菜々子(2) 北海
ﾀﾅﾊｼ ｲｽﾞﾐ ｵﾉ ﾐｽﾞｷ

7 16 棚橋　和泉(1) 市立函館 7 377 小野　瑞稀(2) 札幌平岸
ｶｸｺｳ ﾁｱｷ ｽｷﾞﾉ ｳｲｺ

8 396 覚幸　千晶(2) 滝川 8 457 杉野羽衣子(1) 旭川北



予選　7組3着＋3

7組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ

1 498 近藤　綺音(2) 留萌
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ

2 534 林　　優花(2) 士別翔雲
ｵｲｶﾜ ｱﾔﾉ

3 85 及川　綾乃(1) 道大谷室蘭
ｱﾗｲ ﾘﾅ

4 77 新居　里菜(2) 室蘭清水丘
ｼﾞﾝ ｱｶﾈ

5 285 神　　朱音(2) 恵庭南
ｻﾄｳ ﾅｵ

6 663 佐藤　　直(2) 釧路湖陵
ﾂﾁﾀﾞ ｱｽｶ

7 547 土田あすか(2) 帯広三条
ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾖ

8 99 藤田　共世(1) 北海道栄

準決勝　3組2着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 風(+/-    ) 決勝　 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8



 女子200m

9月17日 14:00 予選
大会記録(GR)            24.51     熊坂　　都(札幌・札幌大谷)            2004 9月18日 10:55 準決勝
北海道高校記録(HHR)     23.81     福島　千里(十勝・帯広南商業)          2006 9月18日 12:25 決勝

予選　7組3着＋3

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｻｻｷ ｻﾔｶ

1 1 512 佐々木彩華(1) 稚内
ｺﾝﾉ ﾊﾙｶ ｾﾉｵ ﾅﾐ

2 583 紺野　晴香(2) 江陵 2 520 妹尾　奈美(1) 名寄
ﾏﾂｶ ﾐｱｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｱ

3 268 松家　満愛(2) 北広島 3 629 渡辺悠里亜(2) 網走南ケ丘
ｲｺﾞｼ ｱｶﾘ ﾏﾂｶ ﾁｱｲ

4 279 井越　朱梨(1) 恵庭北 4 101 松家　千愛(2) 北海道栄
ﾉｾ ﾓﾓｶ ｼﾞﾝ ｱｶﾈ

5 333 能勢　桃佳(2) 札幌大谷 5 285 神　　朱音(2) 恵庭南
ﾂﾙｲ ﾓｴｶ ﾂｷｵｶ ﾋﾃﾞﾐ

6 574 鶴井　萌佳(2) 帯広農 6 480 月岡　秀美(1) 旭川大学
ﾅｶﾀ ﾏｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾅﾎ

7 148 中田　眞希(1) 札幌東 7 1 柳澤　愛歩(1) 函館中部
ﾀｹｳﾁ ﾕﾒ ｵｵﾐﾔ ﾕｲ

8 430 竹内　　夢(1) 岩見沢緑陵 8 201 大宮　侑依(2) 札幌丘珠

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾀﾅｶ ｼｵﾘ ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ

1 639 田中　梓織(1) 網走桂陽 1 673 山林　実由(2) 釧路江南
ｽｷﾞﾓﾘ ﾙﾅ ｵｸﾃﾞ ﾘﾉ

2 659 杉森　琉奈(2) 釧路湖陵 2 441 奥出　梨乃(2) 旭川東
ﾜﾁ ﾕｳｶ ｲﾄｳ ﾁｶ

3 81 和地　柚香(2) 室蘭栄 3 400 伊藤　千華(2) 滝川西
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻｷ ｾﾞﾆﾔ ｻﾔｶ

4 66 長谷川　美咲(1) 伊達緑丘 4 313 銭谷紗矢香(2) 北海
ﾄｺ ｱﾝﾘ ﾀﾅﾊｼ ｲｽﾞﾐ

5 282 床　　杏莉(1) 恵庭北 5 16 棚橋　和泉(1) 市立函館
ﾀﾅｶ ﾏﾕ ﾂﾁﾀﾞ ｱｽｶ

6 606 田中　茉由(2) 北見緑陵 6 547 土田あすか(2) 帯広三条
ｵｵｼﾀ ｶﾚﾝ ﾀｹﾊﾅ ﾙﾅ

7 11 大下　楓恋(1) 市立函館 7 360 竹花　龍奈(1) 札幌静修
ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾐ ｷｼﾀﾞ ﾐﾕ

8 469 金澤　玲実(1) 旭川商 8 536 岸田　美優(1) 帯広柏葉

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｻｻﾓﾘ ﾕｻ

1 1 672 笹森　ゆさ(2) 釧路江南
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｾ

2 534 林　　優花(2) 士別翔雲 2 143 小林　七彩(1) 余市紅志
ｱｷ ﾅﾅﾐ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾅ

3 474 安藝奈々美(2) 旭川大学 3 33 横山　実菜(2) 函館白百合
ｽｶﾞﾀ ﾐﾚｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ

4 86 菅田　弥玲(1) 道大谷室蘭 4 331 渡辺　早貴(2) 札幌大谷
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ ﾀｶﾊｼ ﾁｴﾘ

5 21 小林　未空(1) 函館工 5 348 高橋智恵莉(2) 立命館慶祥
ﾐｳﾗ ｱﾐ ｷﾀﾞ ﾅﾅｺ

6 394 三浦　有未(2) 滝川 6 89 喜田　奈南子(2) 道大谷室蘭
ｲｶﾞｲ ﾕｶ ｶﾓﾝ ﾏﾅﾎ

7 142 井貝　悠香(1) 余市紅志 7 440 加門真奈穂(2) 旭川東
ｷﾀｶﾞﾜ ﾐｻ ｷﾓﾄ ﾘｻ

8 582 北川　未沙(2) 江陵 8 100 木元　梨紗(1) 北海道栄



予選　7組3着＋3

7組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｲｹｶﾞﾐ ｼｲﾅ

1 133 池上詩衣奈(2) 双葉
ｻﾄｳ ﾅｵ

2 663 佐藤　　直(2) 釧路湖陵
ｱﾗｷ ｶﾅｴ

3 312 荒木　華苗(2) 北海
ｶﾄｳ ｺﾅﾐ

4 320 加藤　小波(2) 東海大四
ｲｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

5 167 飯田　望見(2) 札幌南
ｵﾉ ﾐｽﾞｷ

6 377 小野　瑞稀(2) 札幌平岸
ｽｽﾞｷ ｱﾐ

7 630 鈴木　愛海(1) 網走南ケ丘
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｶ

8 206 武田　直華(2) 札幌真栄

準決勝　3組2着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 風(+/-    ) 決勝　 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8



 女子400m

9月16日 11:05 予選
大会記録(GR)            55.43     木田　真有(十勝・帯広南商業)          1999 9月16日 13:55 準決勝
北海道高校記録(HHR)     54.84     木田　真有(十勝・帯広南商業)          1999 9月17日 13:15 決勝

予選　7組3着＋3

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ｶﾐｶﾄﾞ ﾐﾉﾘ ｶﾄｳ ｻﾄﾈ

2 229 上鹿渡成実(1) 札幌旭丘 2 535 嘉藤　里音(2) 士別翔雲
ｸﾏｻﾞﾜ ﾕﾏ ｻﾄｳ ﾘｺ

3 75 熊澤　由真(1) 室蘭清水丘 3 661 佐藤　理子(2) 釧路湖陵
ﾀﾆﾔﾏ ﾕｷ ﾄﾐﾀ ﾄﾜ

4 4 谷山　有希(2) 市立函館 4 671 冨田　永遠(1) 釧路江南
ｶﾓﾝ ﾏﾅﾎ ﾊﾞﾊﾞ ｱﾔﾒ

5 440 加門真奈穂(2) 旭川東 5 409 馬場　絢女(1) 深川西
ﾆﾉﾐﾔ ｱｶﾈ ｸﾏｶﾞｲ ﾌｳｶ

6 307 二宮　　茜(2) 札幌日大 6 488 熊谷　風香(1) 旭川龍谷
ﾏﾂｵ ﾓﾓﾖ ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾅﾘ

7 468 松尾　桃代(1) 旭川商 7 592 関口妃奈莉(1) 北見北斗
ﾀｹｳﾁ ﾅﾅ ﾐﾔｲ ﾅﾅ

8 55 竹内　なな(1) 江差 8 288 宮井　菜那(1) 恵庭南

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲﾄｳ ｶﾅ

1 425 伊藤　果南(2) 岩見沢緑陵 1
ﾌｸｼ ｶﾝﾅ ｲﾁｶﾜ ｱﾐ

2 144 福士　栞奈(1) 余市紅志 2 334 市川　愛実(2) 札幌大谷
ﾉｾ ﾓﾓｶ ﾂｷｵｶ ﾋﾃﾞﾐ

3 333 能勢　桃佳(2) 札幌大谷 3 480 月岡　秀美(1) 旭川大学
ﾜﾁ ﾕｳｶ ｷｼﾀﾞ ﾐﾕ

4 81 和地　柚香(2) 室蘭栄 4 536 岸田　美優(1) 帯広柏葉
ﾀｹｳﾁ ﾅﾂﾒ ｱﾗｷ ｶﾅｴ

5 41 竹内　捺芽(2) 函館大妻 5 312 荒木　華苗(2) 北海
ｽｷﾞﾓﾘ ﾙﾅ ｷﾓﾄ ﾘｻ

6 659 杉森　琉奈(2) 釧路湖陵 6 100 木元　梨紗(1) 北海道栄
ﾀﾅｶ ﾏﾕ ｺﾆｼ ﾕﾂﾞｷ

7 606 田中　茉由(2) 北見緑陵 7 599 小西　悠月(2) 北見柏陽
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｶ ｵｵﾐﾔ ﾕｲ

8 206 武田　直華(2) 札幌真栄 8 201 大宮　侑依(2) 札幌丘珠

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｶ

1 1 522 竹本　直華(1) 名寄
ｻｻｷ ｱﾔｶ ﾅｶﾞﾎﾘ ﾊﾙｶ

2 274 佐々木綾香(1) 北広島 2 388 長堀　春香(2) 砂川
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｽﾐ ｱｷﾎ ﾏﾐ

3 591 遠藤　真愛(2) 北見北斗 3 482 秋保　茉美(1) 旭川大学
ｲｲﾀﾞ ﾘｺ ﾅｶﾞｴﾀﾞ ﾘｺ

4 302 飯田　莉胡(1) 石狩南 4 308 長枝　理子(2) 札幌日大
ﾄﾐﾀ ﾐﾊﾙ ﾏﾂｶ ﾁｱｲ

5 551 冨田みはる(1) 帯広南商 5 101 松家　千愛(2) 北海道栄
ﾐﾀﾆ ｶｵﾙ ｵﾆｼ ﾋﾅｺ

6 32 三谷　　薫(2) 函館白百合 6 543 尾西陽菜子(1) 帯広三条
ｳｴﾀﾞ ｺﾊｸ ﾂｷﾀﾞﾃ ｱﾕﾐ

7 8 上田こはく(2) 市立函館 7 214 槻館　　渉(2) 札幌東商
ﾅｶﾀ ﾏｷ ｽｽﾞｷ ﾌﾐｶ

8 148 中田　眞希(1) 札幌東 8 413 鈴木　郁香(1) 岩見沢東



予選　7組3着＋3

7組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾆｼﾑﾗ ﾐﾎ

1 517 西村　美穂(2) 名寄
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｾ

2 143 小林　七彩(1) 余市紅志
ﾎﾘｴ ｶｽﾐ

3 156 堀江　可純(2) 札幌西
ｻｸﾗｲ ｼﾎ

4 546 櫻井　詩穂(2) 帯広三条
ﾊｾ ﾅﾂﾐ

5 93 長谷　夏海(2) 登別明日
ｾﾞﾆﾔ ｻﾔｶ

6 313 銭谷紗矢香(2) 北海
ﾏﾂｶ ﾐｱｲ

7 268 松家　満愛(2) 北広島
ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾐ

8 611 長野　智心(1) 北見緑陵

準決勝　3組2着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 決勝　
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8



 女子800m

9月17日 10:10 予選
大会記録(GR)            2:10.40   保坂よし子(室蘭地方・室蘭大谷)        1991 9月17日 14:35 準決勝
北海道高校記録(HHR)     2:07.14   保坂よし子(室蘭地方・室蘭大谷)        1992 9月18日 11:10 決勝

予選　7組3着＋3

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｶ

2 421 中村　優花(2) 岩見沢農 2 522 竹本　直華(1) 名寄
ｸﾏｶﾞｲ ﾌｳｶ ﾓﾘﾀ ｱﾘｻ

3 488 熊谷　風香(1) 旭川龍谷 3 72 森田　愛里沙(2) 伊達緑丘
ｺｵﾘ ﾕｲ ﾅｶﾑﾗ ｻﾜｺ

4 688 郡　　結衣(2) 武修館 4 169 中村沙和子(2) 札幌南
ﾆﾜ ｶﾅｴ ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝﾅ

5 631 丹羽　香苗(1) 網走南ケ丘 5 596 吉岡　純奈(2) 北見柏陽
ﾊﾞﾊﾞ ｱﾔﾒ ﾐﾀﾆ ｶｵﾙ

6 409 馬場　絢女(1) 深川西 6 32 三谷　　薫(2) 函館白百合
ｻｶﾞ ﾐﾅﾐ ﾊｾ ﾅﾂﾐ

7 54 佐賀　南海(2) 江差 7 93 長谷　夏海(2) 登別明日
ﾋｸﾞﾁ ｱｶﾈ ｵｶ ｻﾔ

8 442 樋口　明音(1) 旭川東 8 427 岡　　紗耶(2) 岩見沢緑陵

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾆｼﾂﾞｶ ﾋﾅ ﾀﾅｶ ｱｵｲ

2 117 西塚　陽菜(2) 苫小牧総合経 2 526 田中　　葵(2) 名寄
ｽｽﾞｷ ｱｶﾘ ｻﾄｳ ﾘｺ

3 153 鈴木　あかり(2) 札幌西 3 661 佐藤　理子(2) 釧路湖陵
ｷﾑﾗ ﾅｵ ﾅｶﾞｻｷ ﾏｲｶ

4 238 木村　南緒(1) 札幌稲雲 4 275 長﨑万衣香(1) 北広島西
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｸ ﾔﾉ ﾋｶﾙ

5 660 山崎　美玖(1) 釧路湖陵 5 239 矢野ひかる(2) 札幌啓北商
ｷｸﾁ ﾋﾅﾐ ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾐｸ

6 329 菊池妃那美(2) 札幌大谷 6 575 番場　美紅(2) 帯広農
ｲｹﾀﾞ ﾓﾓﾘ ｲﾄｳ ｱﾔｶ

7 192 池田　桃理(1) 札幌啓成 7 211 伊藤　彩夏(1) 札幌藻岩
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾙ ｻｻｷ ﾕｳｶ

8 147 長谷川美遥(2) 札幌東 8 416 佐々木佑霞(2) 岩見沢西

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾌｸｼ ｶﾝﾅ ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

2 144 福士　栞奈(1) 余市紅志 2 123 中村　風友(1) 浦河
ﾀﾆﾔﾏ ﾕｷ ﾅｶﾂｶ ｾﾘﾅ

3 4 谷山　有希(2) 市立函館 3 608 中塚世莉菜(2) 北見緑陵
ｸﾏｻﾞﾜ ﾕﾏ ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾘ

4 75 熊澤　由真(1) 室蘭清水丘 4 632 前田　樹里(1) 網走南ケ丘
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ ｺｳﾀﾞ ﾘｶ

5 257 中島　美来(2) 札幌月寒 5 168 幸田　梨花(1) 札幌南
ｲｲﾀﾞ ﾘｺ ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾂｷ

6 302 飯田　莉胡(1) 石狩南 6 357 藤村　咲月(2) 札幌静修
ｻｶｲ ﾅﾐｷ ﾖｼｶﾜ ﾏﾕｺ

7 580 酒井菜美希(2) 帯広大谷 7 230 吉川真悠子(1) 札幌旭丘
ｻｸﾗｲ ｶﾅ ｼﾏﾍﾞ ﾏｲ

8 37 桜井　佳奈(1) 遺愛女子 8 565 島部　茉衣(1) 帯広農



予選　7組3着＋3

7組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1
ﾄｶﾞｼ ﾘﾅ

2 494 富樫　莉奈(1) 旭川実業
ｲｿｻﾞｷ ﾋﾅ

3 51 磯崎　日菜(1) 七飯
ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ

4 484 山下　桃花(2) 旭川龍谷
ﾂｷﾀﾞﾃ ｱﾕﾐ

5 214 槻館　　渉(2) 札幌東商
ｶｻﾊﾗ ﾕｷﾉ

6 597 笠原　雪乃(1) 北見柏陽
ﾏﾂｵ ﾓﾓﾖ

7 468 松尾　桃代(1) 旭川商
ｺﾝ ﾘﾅﾝ

8 383 権　　里南(2) 北海道朝鮮

準決勝　3組2着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 決勝　
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8



 女子1500m

大会記録(GR)            4:34.57   若林　由佳(道北・旭川龍谷)            2012 9月16日 11:40 予選
北海道高校記録(HHR)     4:24.58   若林　由佳(道北・旭川龍谷)            2013 9月16日 15:40 決勝

予選　4組3着＋4

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀﾅｶ ﾏﾕ ｲﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ

1 270 田中　真悠(1) 北広島 1 395 市原　歩美(2) 滝川
ｺﾝ ﾘﾅﾝ ﾃﾗﾆｼ ｻﾔｶ

2 383 権　　里南(2) 北海道朝鮮 2 300 寺西沙耶香(1) 千歳
ﾓﾘﾌｼﾞ ｼｵﾝ ﾀｶﾐﾔ ﾕｳﾅ

3 434 盛藤　しおん(1) 岩見沢緑陵 3 356 高宮　佑奈(2) 札幌静修
ﾆｼﾀ ﾅﾅﾐ ﾓﾘ ｱﾘｽ

4 489 西田　七海(1) 旭川龍谷 4 136 森　ありす(2) 倶知安
ｽｽﾞｷ ﾁｶ ｻﾄｳ ﾐｵ

5 393 鈴木　千佳(2) 滝川 5 226 佐藤　未生(1) 札幌旭丘
ｵｵﾀﾆ ﾐｸ ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

6 113 大谷　実来(1) 苫小牧総合経 6 123 中村　風友(1) 浦河
ﾁｶﾐ ｶﾅ ｲｹｳﾁ ﾓﾓｶ

7 573 千頭　可奈(2) 帯広農 7 505 池内　桃花(2) 旭川明成
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾐｸ

8 686 中村　　碧(1) 釧路北陽 8 575 番場　美紅(2) 帯広農
ｸﾄﾞｳ ﾕｲ ﾋｸﾞﾁ ｱｶﾈ

9 462 工藤　　唯(1) 旭川北 9 442 樋口　明音(1) 旭川東
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾏﾕ ﾑﾗｲ ｶﾅ

10 620 兜森　麻由(1) 遠軽 10 552 村井　奏花(1) 帯広南商
ｲｿｻﾞｷ ﾋﾅ ﾄｶﾞｼ ﾘﾅ

11 51 磯崎　日菜(1) 七飯 11 494 富樫　莉奈(1) 旭川実業
ﾋﾗﾇﾏ ﾙﾅ ｺｳﾀﾞ ﾘｶ

12 39 平沼　瑠奈(2) 函館大妻 12 168 幸田　梨花(1) 札幌南
ﾄﾐｲ ﾕｲ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾙ

13 231 富井　　結(2) 札幌旭丘 13 147 長谷川美遥(2) 札幌東
ﾎﾛﾉ ﾅﾕ ｸﾎﾞﾔﾏ ﾘﾉ

14 668 袰野　菜結(1) 釧路江南 14 658 久保山莉乃(2) 釧路湖陵

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾎﾝﾏ ﾓｴｶ ｽｽﾞｷ ｱｶﾘ

1 359 本間　萌香(1) 札幌静修 1 153 鈴木　あかり(2) 札幌西
ﾊｽｵ ﾘｮｳ ﾔﾁﾀﾞ ﾋｶﾘ

2 373 蓮尾　　綾(1) 札幌創成 2 305 谷内田ひかり(1) 札幌日大
ｼﾊﾞﾇﾏ ﾚﾅ ﾊﾏﾅ ｳﾐﾉ

3 134 柴沼　玲那(1) 双葉 3 13 濱名　海乃(1) 市立函館
ﾑﾗﾀ ﾅｵ ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾘ

4 79 村田　奈央(2) 室蘭栄 4 511 大西　弘莉(2) 稚内
ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ ﾆﾜ ｶﾅｴ

5 34 武田明日香(2) 函館白百合 5 631 丹羽　香苗(1) 網走南ケ丘
ﾂｼﾞ ﾎﾉﾐ ｷｸﾁ ﾋﾅﾐ

6 2 辻　　萌美(2) 函館中部 6 329 菊池妃那美(2) 札幌大谷
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｸ ﾑﾗｸﾓ ﾋﾛｶ

7 660 山崎　美玖(1) 釧路湖陵 7 621 村雲　央佳(1) 遠軽
ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ ｱｷﾊﾞ ﾊﾙﾅ

8 510 村上　瑠維(1) 稚内 8 463 秋葉　春菜(1) 旭川北
ｵｵﾂｶ ﾁｶ ﾅｶﾂｶ ｾﾘﾅ

9 486 大塚　千歌(2) 旭川龍谷 9 608 中塚世莉菜(2) 北見緑陵
ﾔﾉ ﾋｶﾙ ﾐﾑﾛ ﾓｴ

10 239 矢野ひかる(2) 札幌啓北商 10 646 三室　　萌(1) 湧別
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾐ ﾋﾗﾔﾏ ﾘｵ

11 170 橋本　悠実(2) 札幌南 11 519 衡山　梨央(1) 名寄
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾙｱ ﾑﾛｲ ﾐｸ

12 266 山田那瑠亜(2) 北広島 12 110 室井　未来(2) 苫小牧西
ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ ｶｻﾊﾗ ﾕｷﾉ

13 421 中村　優花(2) 岩見沢農 13 597 笠原　雪乃(1) 北見柏陽
ｻｻｷ ﾕｳｶ

14 416 佐々木佑霞(2) 岩見沢西



決勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



 女子3000m

大会記録(GR)            9:42.42   石谷麻衣子(室蘭地方・室蘭大谷)        1996
北海道高校記録(HHR)     9:12.45   鬼島　怜美(室蘭地方・室蘭大谷)        2001 9月18日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ ｻﾜｲ ｲｽﾞﾐ

1 510 村上　瑠維(1) 稚内 1 483 澤井いずみ(2) 旭川龍谷
ｼﾊﾞﾀ ﾘﾉ ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾘ

2 405 柴田　梨乃(2) 深川西 2 632 前田　樹里(1) 網走南ケ丘
ﾑﾗﾀ ﾅｵ ｻﾄｳ ﾐｵ

3 79 村田　奈央(2) 室蘭栄 3 226 佐藤　未生(1) 札幌旭丘
ｽｽﾞｷ ﾁｶ ｲｼｸﾞﾛ ｱｺ

4 393 鈴木　千佳(2) 滝川 4 358 石黒　亜紅(1) 札幌静修
ﾓﾘﾌｼﾞ ｼｵﾝ ｵｵﾇﾏ ﾕｷ

5 434 盛藤　しおん(1) 岩見沢緑陵 5 578 大沼　由希(2) 帯広大谷
ｻｻｷ ｸﾙﾐ ﾊﾏﾅ ｳﾐﾉ

6 138 佐々木くるみ(1) 倶知安 6 13 濱名　海乃(1) 市立函館
ｳｴﾉ ﾋﾅﾀ ｽﾐﾖｼ ｷｻﾗ

7 675 上野ひなた(2) 釧路江南 7 139 住吉輝紗良(1) 倶知安
ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾘ ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾙｱ

8 511 大西　弘莉(2) 稚内 8 266 山田那瑠亜(2) 北広島
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾐ ﾁｶﾐ ｶﾅ

9 170 橋本　悠実(2) 札幌南 9 573 千頭　可奈(2) 帯広農
ｸﾛｶﾜ ﾋｲﾅ ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ

10 640 黒川　姫那(1) 網走桂陽 10 686 中村　　碧(1) 釧路北陽
ﾂﾂﾞｷ ﾐﾕｳ ﾏｴｶﾜ ﾅﾂﾐ

11 185 続木　美優(1) 札幌清田 11 553 前川　夏美(2) 帯広南商
ｵｸﾞﾗ ﾐｻｷ ﾂｼﾞ ﾎﾉﾐ

12 370 小倉三桜雪(1) 札幌創成 12 2 辻　　萌美(2) 函館中部
ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｶﾈ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ

13 461 冨永　　茜(1) 旭川北 13 561 中村　優里(1) 帯広農
ｼﾊﾞﾇﾏ ﾚﾅ ﾖｺﾔﾏ ﾋﾅｺ

14 134 柴沼　玲那(1) 双葉 14 643 横山ひな子(2) 美幌
ｲﾄｳ ﾘｵ ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ

15 90 伊藤　吏生(1) 登別明日 15 34 武田明日香(2) 函館白百合
ｲｹﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾄﾐｲ ﾕｲ

16 269 池田　夏希(1) 北広島 16 231 富井　　結(2) 札幌旭丘
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘﾉ ﾅｶﾑﾗ ｻﾜｺ

17 449 渡邊麻梨乃(2) 旭川西 17 169 中村沙和子(2) 札幌南
ﾃﾗﾆｼ ｻﾔｶ ｵｶｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ

18 300 寺西沙耶香(1) 千歳 18 487 岡島　　楓(1) 旭川龍谷
ﾋｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ﾋﾗﾇﾏ ﾙﾅ

19 521 樋口　桃香(1) 名寄 19 39 平沼　瑠奈(2) 函館大妻
ﾐﾑﾛ ﾓｴ ｸﾎﾞﾔﾏ ﾘﾉ

20 646 三室　　萌(1) 湧別 20 658 久保山莉乃(2) 釧路湖陵
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｵ ﾑﾗｸﾓ ﾋﾛｶ

21 98 近藤　莉織(2) 登別青嶺 21 621 村雲　央佳(1) 遠軽
ﾊｷﾞﾋﾗ ﾜｶﾅ ﾀｶﾐﾔ ﾕｳﾅ

22 614 萩平和歌奈(2) 北見商 22 356 高宮　佑奈(2) 札幌静修
ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ ｸﾄﾞｳ ﾐｻｷ

23 115 大谷　美咲(1) 苫小牧総合経 23 554 工藤　美咲(2) 帯広南商
ﾔﾁﾀﾞ ﾋｶﾘ

24 305 谷内田ひかり(1) 札幌日大



 女子100mH(0.838m)

9月18日 09:30 予選
大会記録(GR)            14.11     寺田明日香(札幌・恵庭北)              2006 9月18日 11:35 準決勝
北海道高校記録(HHR)     13.39     寺田明日香(札幌・恵庭北)              2007 9月18日 14:05 決勝

予選　8組2着＋8

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ｶﾀｵｶ ｱｲ ﾀｶﾉ ﾐｽﾞｷ

2 422 片岡　あい(1) 岩見沢農 2 121 髙野　瑞希(2) 静内
ﾑﾛﾔ ﾅﾂﾐ ｵｵｶｹﾞ ﾀｶﾖ

3 14 室谷なつみ(1) 市立函館 3 478 大景　貴予(1) 旭川大学
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾝﾅ ｺﾝ ﾓﾓｺ

4 609 藤森　栞菜(2) 北見緑陵 4 610 今　　桃子(2) 北見緑陵
ｺｶﾞ ﾖｼﾉ ﾐﾔｿﾞﾉ ｻｴ

5 107 古賀　美乃(2) 苫小牧東 5 208 宮園　彩恵(2) 札幌藻岩
ｲｼﾀﾞ ﾓｴｺ ｻｶﾓﾄ ﾐｭｳ

6 223 石田　萌子(2) 札幌白石 6 443 坂本　海優(1) 旭川東
ﾌｸｲ ｱﾝﾅ ｱｵｷ ﾕﾘｶ

7 184 福井　杏奈(1) 札幌清田 7 502 青木友里花(2) 鷹栖
ｵｵｲ ｱﾝｼﾞｭ ｼﾗﾄ ﾏﾘｶ

8 87 大井　杏樹(1) 道大谷室蘭 8 227 白戸毬合花(1) 札幌旭丘

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾀﾑﾗ ﾋﾅ ﾐﾔｼﾀ ﾎﾉｶ

2 685 田村　陽菜(1) 釧路北陽 2 696 宮下ほのか(1) 中標津
ﾉﾑﾗ ﾕｳﾅ ｾｻｶ ﾋﾅｺ

3 244 野村　佑奈(2) 札幌国際情報 3 456 世坂比奈子(1) 旭川北
ｵｶﾑﾛ ｻｸﾗ ｻﾄｳ ﾕｲ

4 349 岡室　咲良(1) 立命館慶祥 4 82 佐藤　結衣(2) 室蘭栄
ｷﾀﾔﾏ ｶﾚﾝ ｺﾊﾀ ﾕﾒ

5 623 北山　夏蓮(1) 遠軽 5 593 木幡　　夢(1) 北見北斗
ﾐﾅﾄﾔ ﾕｷﾅ ｴﾉﾓﾄ ﾉﾉｶ

6 135 湊屋　幸菜(2) 倶知安 6 669 榎本野々花(1) 釧路江南
ｶｼﾊﾗ ﾘｮｳｶ ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉﾐ

7 166 柏原　綾華(1) 札幌北 7 111 中村　帆乃未(1) 苫小牧南
ｺﾝﾀﾞ ﾚﾅ ｺﾀｹ ｱﾕﾐ

8 407 今田　玲菜(1) 深川西 8 242 小武　歩未(2) 札幌国際情報

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾄﾀﾞ ﾐｻｷ

1 515 戸田　弥祥(2) 枝幸 1
ｺｼﾞﾏ ﾅｵ ﾀｼﾛ ｱﾔｶ

2 524 小嶋　菜生(1) 名寄 2 523 田代　彩華(1) 名寄
ｵｾﾞｷ ﾁﾋﾛ ﾜﾀﾔ ｺｳﾒ

3 676 小関　千尋(2) 釧路江南 3 624 綿谷　木梅(2) 遠軽
ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｷ ｽｷﾞﾉ ｳｲｺ

4 590 長澤　佑紀(1) 北見北斗 4 457 杉野羽衣子(1) 旭川北
ﾂｼﾏ ﾘｺ ｻｲﾄｳ ﾕﾘﾅ

5 18 對馬　莉子(2) 函館稜北 5 215 齋藤友里奈(2) 札幌東商
ｶﾜｶﾐ ｻｴ ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾂｷ

6 155 川上　紗英(1) 札幌西 6 46 川端　颯希(2) 函館大妻
ﾀｶｷｭｳ ﾊﾙﾅ ｻｶﾏｷ ｶﾅ

7 684 高久はるな(2) 釧路明輝 7 481 酒巻　佳奈(1) 旭川大学
ｸﾄﾞｳ ﾕｷ ｶｲﾏｲ ｱﾔﾈ

8 40 工藤　夕希(2) 函館大妻 8 76 開米　彩音(1) 室蘭清水丘



予選　8組2着＋8

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ｾﾄ ﾕｷﾉ ﾅﾙﾐ ﾘｵﾝ

2 401 瀬戸　肖乃(1) 滝川西 2 52 鳴海　李音(1) 八雲
ｵｵﾊﾞ ｱﾘｻ ﾑﾗｵｶ ｼｭｳ

3 276 大場ありさ(2) 恵庭北 3 280 村岡　柊有(1) 恵庭北
ﾇﾏｻﾞﾜ ｷｮｳｶ ｸﾏﾉﾐﾄﾞｳ ｻｷ

4 579 沼澤　杏香(2) 帯広大谷 4 306 熊埜御堂早紀(2) 札幌日大
ﾐﾔｻﾞｷ ﾒﾙ ﾆｼﾀﾞﾃ ｱｶﾘ

5 587 宮崎　愛瑠(1) 大樹 5 5 西館　朱莉(2) 市立函館
ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴｶ ｸﾎﾞﾀ ｱﾕ

6 330 本田　萌華(2) 札幌大谷 6 154 窪田　あゆ(1) 札幌西
ｻﾄｳ ﾉﾄﾞｶ ｸﾏｶﾞｲ ｱﾘｻ

7 127 佐藤　　温(2) 小樽潮陵 7 585 熊谷　有紗(2) 音更
ﾔｽｲ ｻｸﾗｺ ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ

8 195 安井　桜子(2) 札幌新川 8 141 久保田春菜(2) 余市紅志

準決勝　3組2着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 風(+/-    ) 決勝　 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8



 女子400mH(0.762m)

大会記録(GR)            1:01.87   石田　理都(札幌・札幌大谷)            2009 9月17日 11:30 予選
北海道高校記録(HHR)     59.61     阿部真由美(札幌・東海大四)            1990 9月17日 16:10 決勝

予選　7組ﾄｯﾌﾟ8

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉﾐ

1 111 中村　帆乃未(1) 苫小牧南 1
ｵｵﾄﾓ ｻｷｴ ﾀｶﾉ ﾐｽﾞｷ

2 126 大友彩希江(2) 小樽潮陵 2 121 髙野　瑞希(2) 静内
ﾎﾘｳﾁ ﾕｶ ﾉﾑﾗ ｻｷ

3 650 堀内　優花(2) 常呂 3 232 野村　咲季(2) 札幌旭丘
ｻｶﾓﾄ ﾐｭｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ

4 443 坂本　海優(1) 旭川東 4 586 熊谷　凪紗(2) 音更
ｲｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ｵｶﾑﾛ ｻｸﾗ

5 167 飯田　望見(2) 札幌南 5 349 岡室　咲良(1) 立命館慶祥
ﾄﾐﾀ ﾐﾊﾙ ｵｵｷ ﾐｳ

6 551 冨田みはる(1) 帯広南商 6 475 大木　美海(2) 旭川大学
ﾀﾅｶ ﾕｳ ｶﾄｳ ｻﾄﾈ

7 7 田中　優羽(2) 市立函館 7 535 嘉藤　里音(2) 士別翔雲
ﾋﾗﾂｶ ﾅﾎ ﾓﾘｼﾀ ﾚｲｶ

8 42 平塚　菜穂(2) 函館大妻 8 424 森下　怜華(2) 岩見沢農

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ｻｶﾏｷ ｶﾅ ﾊﾔｼ ﾅﾅｶ

2 481 酒巻　佳奈(1) 旭川大学 2 420 林　　七夏(1) 岩見沢西
ｲｼﾀﾞ ﾓｴｺ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｽﾐ

3 223 石田　萌子(2) 札幌白石 3 591 遠藤　真愛(2) 北見北斗
ﾂﾙｲ ﾓｴｶ ﾌｼﾞｼﾏ ﾀﾏｷ

4 574 鶴井　萌佳(2) 帯広農 4 678 藤島　瑶季(2) 釧路江南
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾏﾕ ｷﾀ ｱﾔﾉ

5 620 兜森　麻由(1) 遠軽 5 506 喜多　彩乃(2) 旭川明成
ﾌｸｲ ｱﾝﾅ ｸﾏｶﾞｲ ｱﾘｻ

6 184 福井　杏奈(1) 札幌清田 6 585 熊谷　有紗(2) 音更
ｱｵｷ ﾕﾘｶ ｵﾀﾞ ﾕｷﾉ

7 502 青木友里花(2) 鷹栖 7 294 小田有季乃(2) 千歳
ﾏﾂﾀﾞ ﾓｴ ｶﾜｶﾐ ｻｴ

8 15 松田　　萌(1) 市立函館 8 155 川上　紗英(1) 札幌西

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾀｼﾛ ｱﾔｶ ｱｷﾎ ｼﾎ

2 523 田代　彩華(1) 名寄 2 432 秋保　志帆(1) 岩見沢緑陵
ﾉﾑﾗ ﾕｳﾅ ﾐﾊﾗ ﾏﾘ

3 244 野村　佑奈(2) 札幌国際情報 3 202 三原　麻里(2) 札幌丘珠
ﾅｶﾞｴﾀﾞ ﾘｺ ｵﾆｼ ﾋﾅｺ

4 308 長枝　理子(2) 札幌日大 4 543 尾西陽菜子(1) 帯広三条
ﾅｶﾞﾉ ｺﾄﾈ ﾔｽｲ ｻｸﾗｺ

5 311 長野　琴音(2) 札幌第一 5 195 安井　桜子(2) 札幌新川
ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｷ ｺﾝ ﾕｷﾐ

6 590 長澤　佑紀(1) 北見北斗 6 366 今　　幸未(2) 札幌琴似工
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ ﾅｶﾞﾎﾘ ﾊﾙｶ

7 141 久保田春菜(2) 余市紅志 7 388 長堀　春香(2) 砂川
ﾉｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ

8 298 野澤　美月(1) 千歳 8 245 梅田　佑希(2) 札幌国際情報



予選　7組ﾄｯﾌﾟ8

7組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1
ｺｼﾞﾏ ﾅｵ

2 524 小嶋　菜生(1) 名寄
ﾂｼﾏ ﾘｺ

3 18 對馬　莉子(2) 函館稜北
ﾄﾐﾀ ﾄﾜ

4 671 冨田　永遠(1) 釧路江南
ｸﾎﾞﾀ ｻﾔ

5 702 久保田早耶(2) 標津
ｾｻｶ ﾋﾅｺ

6 456 世坂比奈子(1) 旭川北
ｸﾎﾞﾀ ｱﾕ

7 154 窪田　あゆ(1) 札幌西
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾐ

8 699 渡辺　真珠(2) 中標津

決勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

 女子5000mW

大会記録(GR)            24:33.74  松本　彩映(釧根・中標津)              2010
北海道高校記録(HHR)     23:11.73  松本　彩映(釧根・中標津)              2004 9月16日 12:50 決勝

決勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｼﾊﾞﾀ ﾘﾉ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ

1 405 柴田　梨乃(2) 深川西 11 374 鈴木沙也香(2) 札幌あすかぜ

ﾎﾝﾏ ﾐｸ ｻﾄｳ ﾅｺ

2 218 本間　未玖(2) 札幌東商 12 633 佐藤　菜子(2) 網走南ケ丘
ｷｸﾁ ｱｽﾞｻ ｱﾗｾ ﾎﾉｶ

3 80 菊地　梓(2) 室蘭栄 13 485 荒瀨穂乃花(2) 旭川龍谷
ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾔ

4 641 古川　蒼生(1) 網走桂陽 14 3 渡邊　茉弥(2) 函館西
ｳｴﾉ ﾋﾅﾀ ｸｽﾉｷ ｶﾎ

5 675 上野ひなた(2) 釧路江南 15 622 楠　　夏帆(2) 遠軽
ﾎﾛﾉ ﾅﾕ ﾉﾑﾗ ｼｵﾘ

6 668 袰野　菜結(1) 釧路江南 16 447 野村　詩織(2) 旭川西
ﾉﾉﾑﾗ ｱﾔﾉ ﾄﾘｲ ﾐｸ

7 361 野々村綾乃(1) 札幌静修 17 429 鳥井　美玖(2) 岩見沢緑陵
ｵﾉ ﾋｶﾘ ｻｻｷ ﾎﾉｶ

8 460 小野ひかり(2) 旭川北 18 525 佐々木穂香(2) 名寄
ｲｺﾞｼ ｱﾕﾑ ｵｷﾀ ﾋｶﾘ

9 219 井越　歩夢(1) 札幌東商 19 235 沖田　陽里(2) 札幌北陵
ｻﾄｳ ﾉﾉｶ

10 236 佐藤野乃歌(1) 札幌北陵


