
第36回北海道小学校陸上競技大会                                                  

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
07/15 小学３年女子  +2.5倉持　璃良(3) 15.32 盛田　悠音(3) 15.45 永野日華莉(3) 15.54 高橋　千空(3) 15.61 大石　沙也加(3) 15.73 宮部　愛咲(3) 15.93 上妻　咲桜(3) 15.97 朝倉優莉愛(3) 15.98

100m 道南･乙部小学校 札幌･とんでんＲＣ 釧路地方･別海陸上少年団 道南･函館ＣＲＳ 小樽後志･朝里TFC 十勝･鹿追陸上クラブ 十勝･十勝陸上クラブ 札幌･札幌JRC
07/16 小林　和奏(3) 2,43.06 佐々木百優(3) 小樽後志･小樽ＡＪＣ 2,53.25 雪田　和花(3) 2,53.32 石澤　優花(3) 2,54.90 黒坂　理央(3) 2,55.94 久保　柑奈(3) 2,59.03 長尾　汐莉(3) 3,00.27

800m 室蘭地方･室蘭陸少 大会新 若林　桃愛(3) 空知･深川陸上クラブ 札幌･札幌手稲鉄北小 札幌･とんでんＲＣ 十勝･十勝陸上クラブ ｵﾎｰﾂｸ･美幌XC少年団 苫小牧･浦河陸上少年団
07/15 小田　実來(3) 28.60 永野日華莉(3) 28.15 前畑さくら(3) 27.95 千葉　日葵(3) 27.06 新田　羚夏(3) 24.98 草岡　芽依(3) 24.25 工藤　希美(3) 24.19 鳴海　芽衣(3) 23.30

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 道南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 大会新 釧路地方･別海陸上少年団 大会新 釧路地方･厚岸ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 大会新 室蘭地方･室蘭地球岬小 大会新 札幌･NTAC 室蘭地方･登別鷲別小学校 小樽後志･留寿都陸少 道南･知内陸上クラブ
07/15 小学４年女子  +3.4工藤　雛乃(4) 14.41 髙橋　理桜(4) 14.68 鳴海　智咲(4) 14.69 小阪　　凜(4) 15.00 遠藤　萌生(4) 15.04 三國茉日向(4) 15.06 高橋　萌愛(4) 15.15 茂利　芽依(4) 15.20

100m 道南･TEAM北斗浜分 札幌･札幌真駒内桜山 室蘭地方･室蘭陸少 道央･北海道ﾊｲﾃｸACｱｶ 札幌･新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 道南･函館ＣＲＳ 道南･函館ＣＲＳ 道北･上川陸上少年団
07/16 宇都宮桃奈(4) 2,39.04 片倉　百花(4) 2,39.51 鳴海　詩音(4) 2,40.57 渡辺　栞弓(4) 2,41.99 金子　心乃(4) 2,44.54 桐山　日和(4) 2,45.11 中橋　奏瑛(4) 2,47.19 及能ひなた(4) 2,47.94

800m 室蘭地方･北海道ＡＣ 苫小牧･白老ＧＲＣ 室蘭地方･北海道ＡＣ 札幌･とんでんＲＣ ｵﾎｰﾂｸ･遠軽陸上クラブ ｵﾎｰﾂｸ･美幌XC少年団 十勝･十勝陸上クラブ 道南･函館ＣＲＳ
07/16 函館ＣＲＳ（4年）(4)    1,00.01 新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ（4年(    1,00.56 TEAM北斗浜分（4年）(     1,00.79 室蘭陸少（4年）(4)     1,02.27 旭川愛宕AC（4年）(4)    1,02.53 鹿追陸上クラブ（4年     1,02.77 芽室陸上少年団（4年     1,03.56 共栄陸上クラブ（4年     1,03.66

4x100mR 三國茉日向(4) 林　　夏妃(4) 横山　愛華(4) 石場愛花理(4) 赤坂　叶羽(4) 武田　愛来(4) 戸成　　夢(4) 塩田　有栞(4)
東　　萌結(4) 遠藤　萌生(4) 工藤　雛乃(4) 村上　日咲(4) 林　ひなた(4) 大西　　絢(4) 久保　安菜(4) 嵐　伊紗那(4)
及能ひなた(4) 小関　亜子(4) 沼畑　愛実(4) 佐々木悠乃(4) 兼平　ゆあ(4) 米澤　優菜(4) 水戸　愛梨(4) 荒木夏和音(4)
高橋　萌愛(4) 飯田　美月(4) 木下　美紅(4) 鳴海　智咲(4) 中山うらら(4) 井出　愛美(4) 鈴木　　凜(4) 猪股　結菜(4)

07/15 茂利　芽依(4) 4.07(+4.3) 小阪　　凜(4) 4.05(+1.6) 高橋　萌愛(4) 3.87(+1.6) 沼岡　実來(4) 3.86(+1.8) 永坂　美姿(4) 3.78(+4.4) 小関　亜子(4) 3.75(+4.6) 原田　玲乃(4) 3.72(+5.5) 白鳥　珠理(4) 3.71(+4.3)
走幅跳 道北･上川陸上少年団 道央･北海道ﾊｲﾃｸACｱｶ 道南･函館ＣＲＳ ｵﾎｰﾂｸ･美幌ＲＣ 苫小牧･浦河陸上少年団 札幌･新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 釧路地方･厚岸ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 空知･南幌SAC

07/15 鳴海　結衣(4) 31.36 上田　真温(4) 30.64 三浦　紗矢(4) 30.41 髙野　楓遥(4) 28.26 若杉　日鞠(4) 26.91 森本　彩里(4) 26.81 田辺　采子(4) 26.29 中島　花奏(4) 25.57
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 道南･知内陸上クラブ 釧路地方･厚岸ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾀﾌﾞ 札幌･札幌小野幌小 道北･旭川神居東陸少 室蘭地方･室蘭水元小学校 十勝･糠内小学校 ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 苫小牧･厚真スロー

07/16 小学５年女子  +0.1丸山　彩華(5) 13.77 谷田　煌里(5) 14.23 山崎　心愛(5) 14.24 松神ほのか(5) 14.24 髙橋　茉莉(5) 14.44 中村　菜摘(5) 14.70 三井日菜姫(5) 14.71 長谷部千尋(5) 14.74
100m 道南･谷川小陸上部 札幌･新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 十勝･十勝陸上クラブ 道南･久遠陸上少年団 ｵﾎｰﾂｸ･美幌ＲＣ 苫小牧･三石陸上クラブ 十勝･十勝陸上クラブ 道南･ＮＡＳＳ

07/15 夏井　　和(5) 2,30.70 小林　桜來(5) 2,33.13 長谷川采花(5) 2,36.33 大江　美月(5) 2,38.43 入宇田心那(5) 2,39.53 中野　可菜(5) 2,40.73 深山　野々(5) 2,40.85 赤浜　遥香(5) 2,46.65
800m ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 室蘭地方･室蘭陸少 道南･函館ＣＲＳ ｵﾎｰﾂｸ･美幌ＲＣ ｵﾎｰﾂｸ･オホーツクSS 道北･旭川神居東陸少 道南･久遠陸上少年団 道南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ

07/15  +2.7丸山　彩華(5) 14.08 草岡　碧莉(5) 14.17 千葉　彩花(5) 14.30 髙本　絢菜(5) 15.44 福井　　月(5) 15.58 寺澤　碧凜(5) 15.70 柳橋　歩果(5) 15.83 塚本　紗世(5) 15.85
80mH 0.70m 道南･谷川小陸上部 室蘭地方･室蘭陸少 十勝･幕別陸上少年団 道南･鹿部陸上スポ少 道南･TEAM北斗浜分 ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 小樽後志･岩内陸上少年団 小樽後志･黒松内陸少

07/15 NASS（5年）(5)       55.76 十勝陸上クラブ（5年       56.01 函館ＣＲＳ（5年）(5)       57.41 とんでんＲＣ（5年）(       58.45 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ(5年)(      58.47 美幌ＲＣ（5年）(5)      59.85 旭川神居東陸少(5年)(    1,00.29 苫小牧清水陸ク（5年     1,01.79
4x100mR 神田　光藍(5) 笹渕　和花(5) 北出稟々愛(5) 神田　悠愛(5) 地崎　結香(5) 大内　埜瑚(3) 中西　菜緒(5) 関　　妃菜(4)

佐々木一椛(5) 三井日菜姫(5) 長谷川采花(5) 岩佐　夏葵(5) 安井梨乃杏(5) 大江　美月(5) 中野　可菜(5) 佐々木　澪(5)
菅原　　英(5) 槙　　杏奈(5) 工藤　釉羽(5) 牧村　寧音(5) 中路　彩那(5) 浦島　楓果(5) 武田　望来(5) 石田　奈々(5)
長谷部千尋(5) 道小新 山崎　心愛(5) 道小新 金丸　奈々(5) 平野　一花(5) 今泉美伶衣(5) 髙橋　茉莉(5) 篠永　風凜(5) 河合　琴葉(5)

07/15 安住　茉菜(5) 1.23 水口　苺羽(5) 道央･千歳陸上スポ少 1.20 新井　朝海(5) 小樽後志･倶知安小 1.15 新井　美葉(5) 空知･美唄ＪＡＣ 1.15
走高跳 室蘭地方･伊達小学校 小島　彩未(5) 空知･深川陸上クラブ 井上　茜深(5) ｵﾎｰﾂｸ･常呂陸上少年団 千葉　悠花(5) 十勝･幕別陸上少年団

小杉山萌未(5) 釧路地方･標茶陸上少年団
07/16 矢野　花恋(5) 4.31(+0.2) 神田　光藍(5) 4.07(+0.2) 牧村　寧音(5) 4.00(+1.7) 松神ほのか(5) 4.00(0.0) 宝保　有咲(5) 3.96(+1.5) 入山　夏帆(5) 3.93(+0.4) 森下アンナ(5) 3.89(+0.5) 中井　　遥(5) 3.85(+0.4)

走幅跳 小樽後志･小樽ＡＪＣ 道南･ＮＡＳＳ 札幌･とんでんＲＣ 道南･久遠陸上少年団 道南･チーム北斗上磯 小樽後志･京極陸少 小樽後志･岩内陸上少年団 道南･上ノ国小学校
07/16 板木希々華(5) 38.08 圓山　莉菜(5) 37.72 遠山　紗愛(5) 37.51 新谷　優菜(5) 37.13 室田　心愛(5) 36.41 荒井　美南(5) 36.31 外村　一織(5) 31.02 石川　綾菜(5) 30.81

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 道南･落部陸上クラブ 札幌･チームＣ－３ 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 小樽後志･神恵内小学校 ｵﾎｰﾂｸ･常呂陸上少年団 十勝･利別陸上少年団 小樽後志･泊小学校 道南･乙部小学校
07/16 小学６年女子  +0.1土谷　花織(6) 13.20 山崎　　桜(6) 13.56 瀧澤　寧音(6) 13.59 坂下　琉菜(6) 13.63 敦賀　心奏(6) 13.84 宮川　晴名(6) 13.93 岡　　七葉(6) 13.98 石川　美月(6) 13.99

100m 道南･函館ＣＲＳ 道南･森小陸上クラブ 道南･厚沢部ＡＣ 札幌･札幌手稲鉄北小 空知･岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ 札幌･札幌JRC 札幌･新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 道央･北海道ﾊｲﾃｸACｱｶ
07/15 石川　　蘭(6) 2,27.39 篠島　渚紗(6) 2,34.00 塚田　佑菜(6) 2,34.23 札内　美鈴(6) 2,34.66 藤田　柚希(6) 2,36.26 土﨑　彩楽(6) 2,36.60 中山　嬉々(6) 2,38.82

800m 小樽後志･小樽ＡＪＣ 道北･旭川神居東陸少 室蘭地方･北海道ＡＣ 道南･ＮＡＳＳ ｵﾎｰﾂｸ･美幌ＲＣ 苫小牧･白老ＧＲＣ 室蘭地方･北海道ＡＣ
07/15  +3.0高松　夢芽(6) 12.77 中谷　玲唯(6) 12.88 小野　愛葉(6) 13.30 本濃　里乃(6) 13.48 森田　桃羽(6) 13.54 吉澤　美湖(6) 13.60 長門　愛海(6) 13.84 高桑　皆愛(6) 13.87

80mH 0.70m 道南･ＮＡＳＳ 道南･函館ＣＲＳ 釧路地方･共栄陸上クラブ 札幌･渡辺陸上クラブ 釧路地方･共栄陸上クラブ 室蘭地方･室蘭陸少 室蘭地方･室蘭陸少 札幌･新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ
07/15 函館ＣＲＳ（6年）(6)      53.57 新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ（6年       54.82 札幌JRC（6年）(6)       55.14 共栄陸上クラブ（6年       55.30 十勝陸上クラブ（6年       55.43 小樽ＡＪＣ（6年）(6)      56.11 厚沢部ＡＣ（6年）(6)      56.48 美幌ＲＣ（6年）(6)      56.85

4x100mR 東　　沙代(6) 高桑　皆愛(6) 兼松　芽生(6) 旭岡　莉那(6) 井村　結愛(6) 南　　実希(6) 田中みらい(6) 大沼　らら(6)
中谷　玲唯(6) 岡　　七葉(6) 宮川　晴名(6) 小野　愛葉(6) 寺口　桜姫(6) 高野　由衣(6) 瀧澤　寧音(6) 松本　優那(6)
山田　愛咲(6) 成田奈那美(6) 飯田　真央(6) 渡邊　里香(6) 井上　璃胡(6) 松谷　理世(6) 西山　優菜(6) 藤田　柚希(6)
土谷　花織(6) 岡　　咲葉(6) 小林ゆづき(6) 岡元　麻桜(6) 日沼　心彩(6) 宍戸　咲良(6) 石井　透子(6) 小野　蒼空(6)

07/16 山崎　　桜(6) 1.30 升田　花奈(6) 1.30 道場　真緒(6) 1.30 増田　那夢(6) 空知･深川陸上クラブ 1.25 野表　朝姫(6) 1.25 鈴木　倖奈(6) 十勝･札内陸上クラブ 1.25
走高跳 道南･森小陸上クラブ 小樽後志･留寿都陸少 道南･大中山小学校 吉田　麗乃(6) 釧路地方･共栄陸上クラブ 釧路地方･弟子屈RC 本濃　里乃(6) 札幌･渡辺陸上クラブ

07/15 坂下　琉菜(6) 4.94(+0.8) 山内　心結(6) 4.61(+1.9) 山田　愛咲(6) 4.55(+2.0) 瀧澤　寧音(6) 4.53(0.0) 松谷　理世(6) 4.35(-0.7) 高松　夢芽(6) 4.34(-0.5) 井村　結愛(6) 4.29(+1.6) 松本　優那(6) 4.28(-0.4)
走幅跳 札幌･札幌手稲鉄北小 室蘭地方･壮瞥小学校 道南･函館ＣＲＳ 道南･厚沢部ＡＣ 小樽後志･小樽ＡＪＣ 道南･ＮＡＳＳ 十勝･十勝陸上クラブ ｵﾎｰﾂｸ･美幌ＲＣ

ﾄﾗｯｸ審判長 海　野　厚　二

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 米　谷　元　捷
記録委員長 前　田　治　彦



第36回北海道小学校陸上競技大会                                                  

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

ﾄﾗｯｸ審判長 海　野　厚　二

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 米　谷　元　捷
記録委員長 前　田　治　彦

07/16 前畑　星奈(6) 8.63 加藤田舞香(6) 8.22 日下　由菜(6) 7.76 大野　瑠花(6) 7.43 齊藤　菜摘(6) 7.38 平野　寧々(6) 7.34 中島　夏輝(6) 7.02 相馬　夏好(6) 7.00
砲丸投 2.721kg 釧路地方･厚岸ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小樽後志･泊小学校 室蘭地方･登別幌別西小 十勝･足寄陸上少年団 道南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 道南･知内陸上クラブ 釧路地方･弟子屈RC ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ

07/15 白土　春花(6) 47.00 髙橋　千温(6) 43.21 平野　寧々(6) 42.69 渡邊　里香(6) 42.37 石田　虹歌(6) 40.35 石崎　真彩(6) 38.85 井沼　恋姫(6) 38.15 上中屋敷結衣(6) 37.30
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 大会新 小樽後志･留寿都陸少 大会新 道南･知内陸上クラブ 大会新 釧路地方･共栄陸上クラブ 大会新 空知･深川陸上クラブ 大会新 小樽後志･神恵内小学校 室蘭地方･伊達西小学校 ｵﾎｰﾂｸ･訓子府陸少


