
ト ラ ッ ク 審 判 長 万年　和紀

ス タ ー ト 審 判 長 中谷　隆史

跳 躍 審 判 長 髙橋　巧

日付 種目

臼井　文音(2) 12.07 鈴木　くるみ(1) 12.18 町井　愛海(1) 12.25 白土　千夏(2) 12.37 床　杏莉(3) 12.46 山崎　愛結(2) 12.54 岡田　帆花(2) 12.65 小美浪　茜(3) 12.93

立命館慶祥 旭川龍谷 恵庭北 市立函館 恵庭北 武修館 立命館慶祥 札幌大谷

井越　朱梨(3) 24.29 臼井　文音(2) 24.62 鈴木　くるみ(1) 24.89 床　杏莉(3) 24.93 白土　千夏(2) 25.12 山崎　愛結(2) 25.47 出雲　莉里花(3) 25.93 柳澤　愛歩(3) 26.08

恵庭北 立命館慶祥 旭川龍谷 恵庭北 市立函館 武修館 北海 函館中部

井越　朱梨(3) 56.77 熊澤　由真(3) 56.98 冨田　永遠(3) 59.07 柳澤　愛歩(3) 59.16 久保　明日香(3) 59.23 月岡　秀美(3) 59.83 出雲　莉里花(3) 1:00.25 元木　瑞歩(1) 1:01.29

恵庭北 室蘭清水丘 釧路江南 函館中部 立命館慶祥 旭川大学 北海 北海

福井　慧都(3) 2:13.44 山崎　美玖(3) 2:15.35 幸田　梨花(3) 2:18.26 柴田　彩花(1) 2:18.74 熊谷　風香(3) 2:19.47 前川　紗希奈(2) 2:21.19 磯崎　日菜(3) 2:24.40 佐藤　姫和(2) 2:32.93

旭川龍谷 釧路湖陵 札幌南 旭川龍谷 旭川龍谷 滝川 七飯 札幌日大

岡島　楓(3) 4:33.23 神部　涼(2) 4:38.53 幸田　梨花(3) 4:39.78 植田　真央(3) 4:40.86 二階堂　夏心(1) 4:43.01 山崎　美玖(3) 4:49.24 的場　椋子(1) 4:50.17 土井　愛由(1) 4:56.06

旭川龍谷 旭川龍谷 札幌南 旭川龍谷 札幌日大 釧路湖陵 札幌東 帯広三条

岡島　楓(3) 9:38.92 伊藤　穂乃佳(2) 9:50.85 金子　佑香(1) 10:09.47 二階堂　夏心(1) 10:13.31 本間　萌香(3) 10:13.63 大畑　実桜里(1) 10:14.80 寺嶋　璃々亜(1) 10:23.17 川野　愛里鈴(2) 10:26.85

旭川龍谷 旭川龍谷 旭川龍谷 札幌日大 札幌静修 札幌日大 札幌静修 札幌静修

玉置　菜々子(2) 14.06 村岡　柊有(3) 14.35 榎本　野々花(3) 14.62 四村　かなで(2) 14.76 芝田　愛花(2) 14.91 岡室　咲良(3) 14.92 大景　貴予(3) 15.06 西本　さくら(2) 15.14

札幌啓成 恵庭北 釧路江南 函館工 恵庭南 遺愛女子 旭川大学 小樽潮陵

冨田　永遠(3) 1:03.70 尾西　陽菜子(3) 1:04.89 佐々木　実由(3) 1:04.90 今田　玲菜(3) 1:05.04 世坂　比奈子(3) 1:05.05 長澤　佑紀(3) 1:05.10 岡室　咲良(3) 1:05.57 小西　彩水(3) 1:07.13

釧路江南 帯広三条 北広島 深川西 旭川北 北見北斗 遺愛女子 札幌藻岩

工藤　唯(3) 27:01.98 野々村　綾乃(3) 28:02.69 油谷　彩優里(2) 28:57.12 袰野　菜結(3) 29:09.72 古川　蒼生(3) 31:54.46 伍楼　もえ(1) 32:16.03 松澤　弥子(3) 32:38.08 田畑　早葵(2) 32:56.30

旭川北 札幌静修 標茶 釧路江南 網走桂陽 函館大妻 名寄 名寄

恵庭北 47.16 立命館慶祥 47.77 市立函館 49.02 武修館 49.15 旭川大学 49.23 北海 49.26 札幌大谷 50.06 札幌藻岩 50.25

村岡　柊有(3) 吉田　梨緒(2) 室谷　なつみ(3) 佐藤　ルミナ(2) 山浦　那歩(2) 井上　茉白(2) 向江　綾夏(1) 尾田　桃香(3)

床　杏莉(3) 臼井　文音(2) 大下　楓恋(3) 山崎　愛結(2) 大景　貴予(3) 出雲　莉里花(3) 小美浪　茜(3) 三上　日和(2)

井越　朱梨(3) 岡田　帆花(2) 棚橋　和泉(3) 金丸　妃菜(3) 山田　千詠(2) 元木　瑞歩(1) 浜路　夏光(1) 小西　彩水(3)

町井　愛海(1) 三好　あい菜(1) 白土　千夏(2) 岡田　朝加(2) 月岡　秀美(3) 武藤　春愛(1) 中村　水優(2) 中村　千笑(3)

立命館慶祥 3:54.21 旭川大学 3:58.89 札幌南 4:00.11 室蘭清水丘 4:01.10 釧路江南 4:01.80 市立函館 4:01.87 帯広三条 4:02.53 帯広農 4:03.74

吉田　梨緒(2) GR 池田　朱桜(1) 布村　優果(3) 山下　このは(2) 熊谷　麗(2) 管原　和(2) 牧野　栞奈(2) 福江　みい奈(3)

臼井　文音(2) 山田　千詠(2) 髙屋敷　実優(3) 山本　しおり(2) 中村　和(3) 棚橋　和泉(3) 渡邊　夏鈴(1) 紙谷　祐里菜(1)

久保　明日香(3) 酒巻　佳奈(3) 髙橋　杏佳(2) 駿河　美百果(2) 石森　理子(3) 平松　果鈴(3) 高橋　芽愛(3) 喜多　玲(3)

岡田　帆花(2) 月岡　秀美(3) 幸田　梨花(3) 熊澤　由真(3) 冨田　永遠(3) 白土　千夏(2) 尾西　陽菜子(3) 袴田　千鈴(1)

宮崎　奈月(2) 1m64 日下　未津絹(3) 1m61 髙田　悠可(1) 1m61 金丸　妃菜(3) 1m58 中村　詠美(1) 1m58 加瀬　梨花子(3) 1m58 渋谷　和佳奈(2) 1m55

恵庭北 旭川大学 知内 武修館 帯広南商 浦河 恵庭南

宗形　理歩(3) 1m55

帯広三条

熊倉　理麻奈(3) 3m10 宮本　希梨花(3) 3m10 須崎　理子(3) 3m00 引地　良奈(2) 2m90 中嶋　雪乃(2) 2m90 若松　亜美(1) 2m90 髙橋　梨花(3) 2m80 近堂　美紗子(3) 2m80

札幌国際情報 石狩南 弟子屈 岩見沢東 札幌手稲 北見緑陵 小樽潮陵 札幌手稲

吉田　梨緒(2) 5m89(+0.6) 小玉　葵水(2) 5m62(+0.6) 御家瀬　緑(1) 5m61(+0.4) 白土　千夏(2) 5m58(-0.8) 町井　愛海(1) 5m55(0.0) 渡邊　夏鈴(1) 5m33(-0.8) 今田　玲菜(3) 5m32(0.0) 大西　杏(2) 5m26(+1.2)

立命館慶祥 GR 白樺学園 恵庭北 市立函館 恵庭北 帯広三条 深川西 帯広三条

小玉　葵水(2) 11m91(+0.3) 菊地　ひかり(2) 11m68(-0.6) 三浦　優子(3) 11m16(-0.9) 根田　りりん(1) 11m16(-0.4) 玉置　菜々子(2) 11m02(+0.2) 金丸　妃菜(3) 10m92(+0.4) 宮下　瑚雪(2) 10m68(+0.3) 小菅　綾音(3) 10m61(+0.3)

白樺学園 白樺学園 静内 網走南ケ丘 札幌啓成 武修館 札幌第一 釧路湖陵

山戸　朱莉(3) 12m94 久保田　亜由(1) 12m29 西山　藍那(1) 12m07 尾田　桃香(3) 11m90 山内　沙耶佳(2) 11m06 渡辺　希莉(3) 10m92 西藤　愛梨(2) 10m51 渕野　彩夏(3) 9m96

帯広農 帯広農 帯広農 札幌藻岩 遠軽 伊達緑丘 伊達 倶知安

尾田　桃香(3) 39m68 山戸　朱莉(3) 36m06 相馬　優香(3) 35m14 西山　藍那(1) 33m96 平賀　華奈(3) 33m06 堤　黎奈(3) 32m96 原　夏美(3) 31m89 篠原　琴美(3) 31m79

札幌藻岩 帯広農 札幌藻岩 帯広農 遠軽 北広島西 恵庭南 上川

渡辺　希莉(3) 46m55 尾崎　京子(3) 39m32 森田　貴奈(3) 38m03 齊藤　成美(3) 35m50 篠原　琴美(3) 34m21 内藤　成美(3) 33m32 寺分　梨乃(2) 33m14 鈴木　優奈(2) 32m81

伊達緑丘 HHR 遠軽 帯広農 札幌創成 上川 常呂 檜山北 小樽桜陽

宮田　樹莉亜(3) 44m90 田中　愛弓(3) 41m49 森竹　梨媛(3) 41m19 佐藤　美睦(2) 40m76 椛本　晴花(3) 38m63 本庄　彩乃(3) 37m21 今野　兆藍(3) 35m89 大槻　美悠(1) 35m59

苫小牧総合経 札幌藻岩 苫小牧東 清水 砂川 滝川西 帯広北 帯広農

室谷　なつみ(3) 4032点 大場　もえ(2) 3976点 鎌田　南沙(2) 3727点 中西　麻実(1) 3616点 熊坂　瑠菜(3) 3467点 小池　杏実(2) 3461点 佐藤　真夢(2) 3430点 滝澤　なつ美(2) 3426点

市立函館 恵庭北 標津 旭川北 足寄 小樽潮陵 旭川大学 市立函館

女子総合 恵庭北 71点 旭川龍谷 71点 立命館慶祥 44点 帯広農 41点 市立函館 32点 釧路江南 29点 札幌藻岩 28点 旭川大学 25点

女子トラック 旭川龍谷 71点 恵庭北 46点 立命館慶祥 36点 釧路江南 29点 札幌南 18点 市立函館 18点 旭川大学 16点 札幌静修 14点
女子フィールド 帯広農 40点 札幌藻岩 26点 白樺学園 22点 恵庭北 18点 遠軽 15点 伊達緑丘 11点 苫小牧総合経

札幌国際情報
8点

凡例  GR:大会記録 HHR:北海道高校記録

8位

第70回北海道高等学校陸上競技選手権大会 【17501001】 
花咲スポーツ公園 【012080】 
2017/06/13 ～ 2017/06/16

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

6月14日
女子100m 
風：-0.3

6月16日
女子200m 
風：+1.6

6月13日 女子400m

6月15日 女子800m

6月14日 女子1500m

6月16日 女子3000m

6月13日
女子100mH 

風：-2.4

6月15日 女子400mH

6月13日 女子5000mW

6月14日 女子4X100mR

6月16日 女子4X400mR

6月14日 女子走高跳

6月13日 女子棒高跳

6月15日 女子走幅跳

6月16日 女子三段跳

16.64(-0.5)-1m43-8m05-27.39(-1.0)

4m93(+1.2)-32m03-2:32.63 4m82(+1.4)-31m44-2:29.73

6月16日 女子砲丸投

6月14日 女子円盤投

6月13日 女子ハンマー投

6月15日 女子やり投

6月15日 
～16日

女子七種競技
15.99(-0.5)-1m35-8m42-26.96(-1.0)

4m78(+1.9)-17m67-2:29.67 4m62(+0.6)-21m43-2:35.99

16.43(-0.5)-1m43-7m09-27.63(-0.4) 17.54(0.0)-1m52-8m18-29.18(+0.1) 17.82(0.0)-1m35-6m26-27.96(-1.0) 18.29(-0.1)-1m49-6m47-28.65(+0.7) 17.96(-0.1)-1m43-6m10-27.48(-1.0) 18.24(-0.1)-1m40-8m00-27.68(-0.4)

対抗得点

4m80(+1.2)-26m92-2:38.02 4m46(-0.6)-30m85-2:40.04 4m95(+1.7)-30m91-2:43.11 4m39(+0.9)-30m71-2:36.08


