
第88回北海道陸上競技選手権大会                                                  
　兼第100回日本陸上競技選手権大会北海道予選会                                   
　兼第70回国民体育大会陸上競技大会北海道選手選考会                              

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】012040  千代台公園陸上競技場

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
07/19 女子  +0.4 北風　沙織 11.91 町井　愛海(2) 12.13 竹中　弥里(4) 12.24 臼井　文音(3) 12.45 伊藤　月子(1) 12.50 井越　朱梨(1) 12.51 藤森　栞菜(2) 12.61 天野　小春(1) 12.70

100m 道央･北海道ハイテク 道南･浜分中 札幌･東海大北海道 十勝･帯広南町中 道央･恵庭北高 道央･恵庭北高 オホーツク･北見緑陵高 道北･北翔大
07/18  +0.4 井越　朱梨(1) 25.14 万年由里子(4) 25.60 天野　小春(1) 25.62 安藝奈々美(2) 25.85 荒木友梨香(3) 25.86 床　　杏莉(1) 26.08 荒木　華苗(2) 26.53 野呂　真愛(3) 26.56

200m 道央･恵庭北高 道央･北教大岩見沢 道北･北翔大 道北･旭川大学高 苫小牧地方･北海道栄高 道央･恵庭北高 札幌･北海高 札幌･北海高
07/19 葛綿みなみ(3) 56.94 工藤　実里(3) 57.96 竹田　美里(1) 58.27 荒木友梨香(3) 58.46 荒谷　真由(3) 59.30 西　英里奈(3) 59.57 山田　玲香(3) 1,00.69 山本　早姫(1) 1,04.04

400m 札幌･立命館慶祥高 札幌･札幌旭丘高 十勝･北翔大 苫小牧地方･北海道栄高 札幌･立命館慶祥高 札幌･札幌創成高 小樽後志･余市紅志高 釧路･北翔大
07/18 三谷　　薫(2) 2,15.42 西海ひなた(2) 2,16.84 鎌田　以杏(3) 2,20.63 井上美沙樹(3) 2,21.23 有賀　れい(3) 2,22.17 佐々木冴佳(1) 2,25.04 熊谷　風香(1) 2,25.07

800m 道南･函館白百合高 札幌･都留文科大 札幌･北海高 室蘭地方･伊達緑丘高 道北･旭川実業高 道南･ＣＲＳ 道北･旭川龍谷高
07/19 岡田　　芽 4,33.75 上村　英恵 4,40.63 山下　桃花(2) 4,41.98 澤井いずみ(2) 4,42.80 山崎恵美加(4) 4,44.93 浅井　梨沙(3) 4,44.95 岡島　　楓(1) 4,46.38 大塚　千歌(2) 4,47.57

1500m 札幌･ホクレン 札幌･ホクレン 道北･旭川龍谷高 道北･旭川龍谷高 道央･北翔大 道北･旭川龍谷高 道北･旭川龍谷高 道北･旭川龍谷高
07/18 菊地　優子 16,29.70 安藤　美雪 16,33.83 大蔵　玲乃 16,41.14 小山　瑠菜 17,24.74 八重樫春香(2) 17,26.52 山崎恵美加(4) 17,39.12 山下　裕未(4) 17,41.74 吉田　麻美(3) 17,47.99

5000m 札幌･ホクレン 札幌･ホクレン 札幌･ホクレン 札幌･ホクレン 札幌･北翔大 道央･北翔大 道央･北翔大 道央･北翔大
07/18  +0.1 林　　理紗(3) 14.01 芹川　鈴佳(3) 14.65 藤森　栞菜(2) 14.68 今　　桃子(2) 14.88 遠山ちひろ(1) 14.91 高橋美由紀(4) 15.20 大場ありさ(2) 15.45 谷口　茉由(3) 15.77

100mH 0.840m 札幌･立命館慶祥高 室蘭地方･道大谷室蘭高 オホーツク･北見緑陵高 オホーツク･北見緑陵高 札幌･北星学園大 長野･東海大北海道 道央･恵庭北高 札幌･北翔大
07/18 高橋美由紀(4) 1,04.70 三谷　　栞(1) 1,04.94 桂　日々輝(3) 1,06.09 尾西陽菜子(1) 1,06.55 杉本　　舞(3) 1,08.20 工藤あさか(3) 1,09.45 堀内　優花(2) 1,10.70

400mH 0.762m 長野･東海大北海道 道南･北教大岩見沢 札幌･江別高 十勝･帯広三条高 札幌･北翔大 道北･旭川大学高 オホーツク･常呂高
07/19 松本　彩映(4) 46,07.73 大村由莉香(1) 54,17.92 柴田　梨乃(2) 1:03,08.27 高橋　亜実(3) 1:03,21.94 菊地　　梓(2) 1:03,43.30 廣瀬詩依菜(3) 1:05,49.31 本間　未玖(2) 1:12,13.10

10000mW 釧路･国士舘大 大会新 札幌･岩手大 空知･深川西高 札幌･札幌東商業高 室蘭地方･室蘭栄高 札幌･札幌新陽高 札幌･札幌東商業高
07/18 立命館慶祥高       47.31 北翔大       48.35 北海高       49.10 北見緑陵高       49.45 札幌大谷高Ａ       49.47 旭川大学高       49.92 札幌大谷高Ｂ       51.14 滝川西高       52.13

4x100mR 林　　理紗(3) 山田　桃子(1) 貞池菜々子(2) 塚本　美久(3) 小美浪　茜(2) 工藤あさか(3) 道関　史帆(2) 星　　彩乃(3)
清野ひかり(3) 天野　小春(1) 荒木　華苗(2) 武田　彩生(2) 田村ゆりあ(3) 星野　礼実(3) 渡辺　早貴(2) 瀬戸　涼夏(3)
髙橋智恵莉(2) 若林　彩乃(3) 銭谷紗矢香(2) 藤森　栞菜(2) 能勢　桃佳(2) 野田　海絵(3) 工藤　萌寧(3) 鵜川　育実(3)
葛綿みなみ(3) 大会新 仲澤　由依(4) 野呂　真愛(3) 今　　桃子(2) 糸谷　梨瑚(2) 安藝奈々美(2) 石田　友梨(3) 伊藤　千華(2)

07/19 北翔大(16R)     3,52.65 北海高(16R)     3,57.15 立命館慶祥高(16R)    3,59.82 札幌大谷高(16R)     4,10.90 札幌国際情報高(16R)    4,12.50 帯広農業高(16R)     4,31.47
4x400mR 山本　早姫(1) 福田　ゆり(3) 髙橋智恵莉(2) 渡辺　早貴(2) 篠塚希莉香(3) 福江みい奈(1)

岡部　唯香(2) 野呂　真愛(3) 久保明日香(1) 能勢　桃佳(2) 巳野　真和(3) 千頭　可奈(2)
天野　小春(1) 荒木　華苗(2) 荒谷　真由(3) 小美浪　茜(2) 江端　美紅(3) 喜多　　玲(1)
竹田　美里(1) 鎌田　以杏(3) 松林あかね(2) 石田　友梨(3) 毛利　　茜(3) 西藤　玲魅(1)

07/19 京谷　萌子 1.78 永井梨々夏(3) 1.65 黒田　七海(2) 1.55 村山　月(1) 道南･遺愛女子高 1.55 大場　芽吹(3) 道央･千歳高 1.50
走高跳 道央･北海道ハイテク 道央･恵庭北高 室蘭地方･伊達緑丘高 池田　佳代(2) 札幌･恵庭南高 稲垣　千潤(2) 空知･砂川高

大会新 須田　有咲(2) 札幌･札幌藻岩高
07/19 青柳　　唯(4) 3.50 佐藤　文音(4) 3.40 佐野　萌夏(2) 2.80 有田　絵香(3) 2.60 小武　歩未(2) 2.50

棒高跳 札幌･鹿屋体育大 小樽後志･北教大旭川 札幌･札幌国際情報高 札幌･札幌東商業高 札幌･札幌国際情報高
07/18 平加有梨奈 5.89(+0.8) 新居　里菜(2) 5.56(+1.2) 山本明日香(1) 5.46(+1.1) 山田　桃子(1) 5.42(+0.2) 石堂　陽奈(1) 5.38(+0.5) 三宅　粧子 5.35(-0.3) 小野百合子(3) 5.25(+0.4) 岩井川なつみ(2) 5.19(+1.1)

走幅跳 道央･北海道ハイテク 室蘭地方･室蘭清水丘高 道南･国士舘大 札幌･北翔大 道南･八雲中 空知･EZO.AC 小樽後志･小樽桜陽高 札幌･札幌旭丘高
07/19 丸山　優花(4) 11.59(-0.7) 遠山　　心 10.87(-0.1) 吉田亜紗美(2) 10.33(-0.2) 小松　奈央(2) 10.27(+1.0) 片山　幸雪(2) 9.90(+0.4) 尾崎　里帆(2) 9.85(+0.4)

三段跳 小樽・後志･北翔大 道北･道北陸協 道北･北翔大 札幌･札幌大谷高 札幌･東海大北海道 札幌･札幌南高
07/18 澤崎明日香(3) 12.53 立花あゆみ(2) 12.48 佐々木梨奈(3) 12.42 山戸　朱莉(1) 11.90 安部　冬彩(2) 11.50 鯉渕　ゆき(3) 11.12 山崎　公子(1) 11.10 牧　　杏奈(1) 10.69

砲丸投 4.0kg 十勝･帯広農業高 十勝･北教大岩見沢 道北･旭川大学高 十勝･帯広農業高 オホーツク･遠軽高 札幌･札幌藻岩高 オホーツク･北教大岩見沢 オホーツク･北翔大
07/19 今　あかり(4) 45.85 鯉渕　ゆき(3) 36.96 小川　富妃(3) 36.05 長谷川桃子(3) 35.79 山戸　朱莉(1) 34.07 尾田　桃香(1) 32.78 佐々木梨奈(3) 32.64 岸田　百香(2) 32.33

円盤投 1.0kg 道北･北翔大 札幌･札幌藻岩高 道南･函館工業高 道北･旭川東高 十勝･帯広農業高 札幌･札幌藻岩高 道北･旭川大学高 十勝･帯広農業高
07/18 今本　有紀 45.63 長谷川桃子(3) 41.56 小島　未那(4) 40.04 小川　富妃(3) 36.28 安部　冬彩(2) 36.26 阿部　祥子(3) 33.91 石黒　星羽(2) 32.86 土佐未紗登(3) 30.92

ﾊﾝﾏｰ投 4.0kg 十勝･白樺AC 道北･旭川東高 札幌･東海大北海道 道南･函館工業高 オホーツク･遠軽高 道南･上磯高 札幌･北星学園大学附 道南･上磯高
07/18 金子のの子(3) 44.65 吉岡佳菜絵(4) 44.28 長尾　春菜(3) 42.80 西　　万葉(4) 42.72 佐々木　悠(2) 41.90 平川　菜月(2) 41.84 山本　妃那(1) 41.69 高橋　美優(2) 41.43

やり投 0.6kg 札幌･立命館慶祥高 道央･大阪成蹊大 札幌･札幌啓北商高 兵庫･北教大岩見沢 道北･北翔大 苫小牧地方･静内高校 福井･北教大岩見沢 札幌･北教大岩見沢
07/19 仲澤　由依(4) 4813 佐藤　みと(4) 4238 宮園　彩恵(2) 3921 湊屋　幸菜(2) 3800 長沼　紗彩(1) 3622 中村　彩華(2) 3510 室谷なつみ(1) 3481 松林あかね(2) 3176

七種競技 道央･北翔大 道央･北翔大 札幌･札幌藻岩高 小樽後志･倶知安高校 札幌･中京大 オホーツク･常呂高 道南･市立函館高 札幌･立命館慶祥高

ﾄﾗｯｸ審判長 平　井　秀　昭

ｽﾀｰﾄ審判長 新井田　　　守

跳躍審判長 瀬　　尾　広志　

投てき審判長 米　谷　元　捷

混成審判長 平　井　秀　昭

記録委員長 前　田　治　彦


