
トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 北海道 [-1] 競技会名 2018 DISTANCE TIME TRIAL 第３戦 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 小樽市手宮公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [013020]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 10/27  1 岸　奈々子(2) 東京  4,53.54  2 有本　彩乃(2) 空知  5,01.60  3 松田ひなた(1) 札幌  5,02.32  4 上村　萌寧(1) 札幌  5,09.34

北海道大 滝川明苑中 SJAC 札幌前田中
 5 後藤　栞乃(2) 札幌  5,10.74  6 山崎　浩奈(1) 札幌  5,11.53  7 梅岡　あい(1) 札幌  5,11.62  8 阿部　充希(3) 道北  5,11.80

SJAC TONDEN.RC 札幌北高 士別中
 9 工藤　凜果(2) オホーツク  5,12.52 10 益塚　　稀(1) 道北  5,12.86 11 佐々木李和(1) 札幌  5,15.94 12 森口まなか(1) 札幌  5,17.08

湧別中 東神楽中 札幌北高 SJAC
13 能勢　茉央(2) 道北  5,18.09 14 笠原　蓮花(1) 札幌  5,23.93 15 秋田　恭花(2) 札幌  5,33.13 16 谷　菜々美(1) 道北  5,34.14

上富良野中 TONDEN.RC 札幌北高 旭川神居東中
白石　光(2) オホーツク 鎌倉　聖波(3) 道北 DNS

オホーツクAC 旭川神居東中
女子 10/27  1 真鍋　千優(1) 札幌  5,16.81  2 丸山　琴音(1) 札幌  5,19.90  3 吉村　友唯(1) 道北  5,22.55  4 森口ほのか(3) 札幌  5,28.05

札幌西高 札幌北陽中 上富良野中 SJAC
 5 吉岡　咲姫(1) 札幌  5,30.49  6 山田　みい(1) 道北  5,31.43  7 岩渕　莉子(1) 札幌  5,32.38  8 上田　彩聖(3) 道央  5,33.04

あいの里東中 旭川神居東中 札幌前田中 石狩花川中
 9 村田埜乃花(2) 札幌  5,33.53 10 最上このみ(3) 札幌  5,35.42 11 村井ののか(2) 札幌  5,41.67 12 織戸　由衣(3) 道北  5,41.92

札幌北陽中 札幌山の手高 札幌北陽中 士別中
13 阿部　愛奈(2) オホーツク  5,50.16 14 小林　愛理(1) 道北  5,59.61 15 大高菜々美(2) 札幌  6,04.12 16 阿部　幸奈(2) オホーツク  6,28.79

遠軽中 東神楽中 札幌北陽中 遠軽中
17 田之岡莉奈(1) 道北  6,29.71 松田　綾香(1) 札幌 DNS 岩渕　涼那(1) 札幌 DNS 伊藤　くる実(3)札幌 DNS

東神楽中 札幌西高 あいの里東中 あいの里東中
河西美智子(3) 道央 DNS

石狩花川中
女子 10/27  1 藤原　英花(1) 札幌 10,47.03  2 佐々木冴佳(1) 札幌 10,49.63  3 小辻　礼美(3) 札幌 10,54.96  4 中村　綾花(1) 道北 11,00.29

札幌日大高 札幌日大高 札幌日大高 旭川龍谷高
 5 井出　宥菜(1) 札幌 11,01.60  6 早川　璃音(3) 道北 11,07.60  7 下山　未祐(1) 札幌 11,08.18  8 高橋愛莉沙  (2) 札幌 11,21.82

札幌日大高 旭川龍谷高 札幌創成高 札幌創成高
 9 阿部　凪沙(2) 札幌 11,23.94 10 最上このみ(3) 札幌 11,35.86 11 小川　未夢(1) 札幌 11,36.32 12 小山内爽花(1) 札幌 11,42.18

札幌創成高 札幌山の手高 札幌日大高 札幌日大高
13 松尾　優月(1) 札幌 11,44.44 14 西澤　穂美(1) 札幌 11,55.33 15 糀　莉緒奈(2) 札幌 11,55.97 16 兼吉　優希(1) 札幌 12,01.37

札幌日大高 札幌北高 札幌東高 札幌西高
17 細谷　真央(1) 札幌 12,10.17 18 原田　百那(1) 札幌 12,17.01 19 佐藤　風夏(3) 道北 13,06.89 20 山内裕美子(2) 札幌 13,41.33

札幌東高 札幌東高 旭川龍谷高 札幌西高
西谷　琴音(3) 札幌 DNS 高橋ななみ(2) 札幌 DNS 鈴木　楓恋(3) 道北 DNS 榎本ひかる(1) 道北 DNS

北海道大医歯薬 札幌日大高 旭川龍谷高 旭川龍谷高
女子 10/27  1 鈴木　瑠夏(1) 道北 10,23.47  2 上西　彩未(2) 札幌 10,33.15  3 石川　　苺(2) 小樽後志 10,43.86  4 始関　千華(1) 札幌 10,45.37

旭川神居東中 TONDEN.RC 小樽西陵中 札幌陸協
 5 福村　美空(3) 道央 10,47.24  6 泉　  桃果(2) 道北 11,00.28  7 足澤　花南(3) 十勝 11,02.36  8 村本　友花(3) 道南 11,02.69

千歳中 旭川神居東中 帯広南町中 函館CRS
 9 盛合　凜華(3) 小樽後志 11,05.64 10 二色　悠楽(1) 道北 11,07.58 11 今井　琴音(2) 道北 11,09.74 12 高橋　花和(3) 道央 11,14.87

倶知安中 旭川神居東中 富良野西中 石狩花川中
13 板谷　芙美(1) 小樽後志 11,18.16 14 有本　彩乃(2) 空知 11,21.44 15 川村　真子(2) 道南 11,22.57 16 布施　歩海(2) 札幌 11,28.06

小樽西陵中 滝川明苑中 函館CRS あいの里東中
17 松木　七光(2) 苫小牧 11,36.84 18 金子圭弥乃(2) オホーツク 11,37.03 19 片井瑚乃葉(2) 道南 11,40.76 20 塩原叶々愛(1) 小樽後志 11,43.48

苫小牧開成中 遠軽中 函館CRS 小樽西陵中
21 盛合　恋羽(1) 小樽後志 11,46.01 22 西村　佑月(1) 道南 11,49.90 23 黒田陽菜乃(1) 札幌 11,55.30 24 谷口　梨華(3) 道北 11,57.45

倶知安中 函館CRS 札幌稲穂中 上富良野中
原田　椎菜(2) 札幌 DNS

札幌札苗北中
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 北海道 [-1] 競技会名 2018 DISTANCE TIME TRIAL 第３戦 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 小樽市手宮公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [013020]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
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女子 10/27  1 二階堂夏心(2) 札幌 10,12.72  2 伊藤穂乃花(3) 道北 10,15.18  3 金子　佑香(2) 道北 10,15.94  4 柴田　彩花(2) 道北 10,20.41
札幌日大高 旭川龍谷高 旭川龍谷高 旭川龍谷高

 5 佐藤　実生(3) 札幌 10,24.68  6 神部　  涼(3) 道北 10,31.37  7 竹田萌々花(2) 札幌 10,37.27  8 大畑実桜里(2) 札幌 10,39.21
札幌日大高 旭川龍谷高 札幌日大高 札幌日大高

 9 的場　椋子(2) 札幌 10,41.26 10 菊地　結香(1) 道北 10,46.95 11 寺嶋璃々亜(2) 札幌 10,48.60 12 古舘　桃奈(1) 道北 11,01.44
札幌東高 旭川龍谷高 札幌静修高 旭川龍谷高

野戸　愛織(2) 札幌 DNS
札幌日大高

高校3000ｍ選高校3000ｍ選高校3000ｍ選


