
ﾄﾗｯｸ審判長 佐藤　吉治
跳躍審判長 米澤　勝
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【開催日】 2022/9/4 ｽﾀｰﾄ審判長 佐藤　吉治

【主催団体】 北海道陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任 白取　路章
女  子 【競技場】千歳市青葉陸上競技場 招集所審判長 佐藤　吉治

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

 9/ 4 女子  +1.1 丸山  彩華(J3) 12.29 槙  涼奈(J3) 12.35 山崎  心愛(J3) 12.48 髙橋  茉莉(J3) 12.65 槙  杏奈(J3) 12.66 小阪  凜(J2) 12.68 谷田  煌里(J3) 12.83 峯岸  美來(J2) 12.94
１００ｍ 北斗上磯中 帯広南町中 音更共栄中 美幌中 帯広南町中 北海道ﾊｲﾃｸACA 札幌もみじ台中 旭川神居東中

 9/ 4 髙橋  茉莉(J3) 41.66 橋詰  莉乃(J1) 42.36 斎藤  遥(J3) 42.88 大島  璃海(J3) 42.90 米田　紗羽(J3) 43.15 本間  彩恵(J3) 43.48 飯田  美月(J2) 43.77 鳴海  詩音(J2) 43.97
３００ｍ 美幌中 TONDEN.RC 札幌札苗北中 石狩花川中 北海道･帯広緑園中 札幌稲穂中 新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 登別緑陽中

梶山  優(J2)
札幌琴似中

 9/ 4 長谷川  采花(J3) 2:52.43 宇都宮  桃奈(J2) 2:55.21 木田  美緒莉(J3) 2:57.61 斎藤  遥(J3) 3:01.56 赤浜  遥香(J3) 3:03.10 渡辺  栞弓(J2) 3:05.67 河合  琴葉(J3) 3:06.38 中橋　奏瑛(J2) 3:06.59
１０００ｍ 函館CRS 登別緑陽中 千歳富丘中 札幌札苗北中 函館桔梗中 TONDEN.RC 苫小牧清水陸ｸ 北海道･帯広緑園中

 9/ 4 鈴木  夢唯(J3) 10:10.49 合田  安伽梨(J3) 10:20.93 吉田  彩心(J3) 10:22.52 中村  梨乃(J1) 10:34.18 松原  こころ(J3) 10:36.44 久保  柑奈(J1) 10:43.16 篠田  ひまり(J2) 10:44.17 髙橋  笑歌(J3) 10:45.48
３０００ｍ 湧別中 旭川緑が丘中学校 TONDEN.RC TONDEN.RC 網走第二中 美幌北中 旭川神居東中 旭川神居東中

 9/ 4  +2.0 丸山  彩華(J3) 14.26 高井  梨瑚(J3) 15.35 中路  彩那(J3) 15.37 圓山 莉菜(J3) 15.41 小山  紗世(J3) 15.49 岩佐  夏葵(J3) 15.58 戸田  百音(J3) 16.00 金子  真桜(J3) 16.06
１００ｍＨ 北斗上磯中 北海道･函館亀田中 岩見沢明成中 森江陸上塾 幕別札内中 北海道ﾊｲﾃｸACA 北教大附属釧路 釧路青陵中

 9/ 4 髙松  杏羽(J3) 1.54 藤代  真羽(J3) 1.48 長嶋  心春(J3) 1.48 若林  梨夢(J2) 1.48 佐々木  一椛(J3) 1.45 佐藤  希乃羽(J2) 1.45 東  萌結(J2) 1.45 南條  この葉(J3) 1.40
走高跳 江別大麻中 札幌陵北中 札幌篠路中 黒松内中 NASS 鶴居中 函館CRS 函館湯川中

景山  夢彩(J3)
黒松内中

 9/ 4 小澤  由奈(J2) 2.50 池田  操(J2) 北斗上磯中 2.30 佐藤  実花(J3) 2.30 榎本  野々花(J2) 1.90 小刀称  諒奈(J2) 1.90 旭  ひかり(J1) 1.90 森本  萌愛(J3) 1.90
棒高跳 札幌琴似中 谷本  あかり(J1 岩見沢北村中 清水中 札幌琴似中 札幌新陵中 旭川永山中 札幌琴似中

 9/ 4 矢野  花恋(J3) 5.33(+0.9) 福井  花歩(J2) 5.17(+2.3) 板谷  夏生(J2) 5.15(+1.0) 小阪  凜(J2) 5.08(+2.4) 圓山 莉菜(J3) 5.06(+0.3) 武田  佑月(J2) 4.98(+1.7) 山根  楓來(J2) 4.94(+2.1) 佐々木  涼風(J3)4.88(+0.9)
走幅跳 赤井川中 北海道･北見高栄中 旭川緑が丘中 北海道ﾊｲﾃｸACA 森江陸上塾 岩見沢東光中 帯広南町中 室蘭桜蘭中

 9/ 4 佐藤  小桜(H1) 10.34(+0.2) 森本  華帆(J3) 10.20(+0.8) 丹羽  さくら(H1)10.08(+1.1) 横井  琉奈(J3) 9.83(+1.4) 藤村  小春(J3) 9.55(+0.7)
三段跳 函館工業高 函館巴中 旭川龍谷高 深川一已中 札幌前田中

 9/ 4 松本  望生(J2) 11.68 中島  愛梨(H1) 11.49 田辺  采子(J2) 11.45 佐藤　希夢(J1) 10.94 中島  花奏(J2) 10.47 関谷  楓花(J3) 10.20 計良  桃華(J3) 10.00
砲丸投 深川一已中 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 北見高栄中 北海道･本別中 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 北見常呂中 函館湯川中

 9/ 4 川村 羽海(H1) 40.83 中島  愛梨(H1) 33.05 松本  望生(J2) 26.54 吉崎  紅亜(J3) 26.35 佐々木  愛莉(J3) 26.04 中島  花奏(J2) 25.25 三升畑  咲良(J3) 24.83 加藤  沙弥(J3) 23.80
円盤投 幕別清陵高 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 深川一已中 札幌北白石中 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 札幌北白石中

 9/ 4 田村  優羽(J3) 43.85 菊池  陽葵(J2) 39.83 河内  真央(J3) 38.53 對馬  聡美(J3) 38.03 佐々木  愛莉(J3) 37.33 荒井  美南(J3) 36.83 千葉  日葵(J1) 35.01 村山  はな(J1) 34.24
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 北見常呂中 室蘭桜蘭中 富良野西中 上川中 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 北広島東部中 室蘭JHC 深川一已中

 9/ 4  +1.6 槙  涼奈(J3) 18.50 丸山  心優(J3) 18.91 槙  杏奈(J3) 19.04 谷田  煌里(J3) 19.27 田野  葵(H1) 19.41 神田  桜奈(J2) 19.43 佐々木  一椛(J3) 19.72
150m 帯広南町中 旭川緑が丘中学校 帯広南町中 札幌もみじ台中 旭川大学高 AAA NASS

 9/ 4 女子中1･2年  +1.5 池田  操(J2) 15.05 福井  花歩(J2) 15.26 塩田  梢葉(J1) 15.46 相馬  可夏子(J2) 15.57 布目  友理(J2) 15.74 上田  真温(J2) 16.03 山根  楓來(J2) 16.06 嵐    伊紗那(J2) 16.15
１００ｍＨ 北斗上磯中 北海道･北見高栄中 釧路景雲中 北見光西中 AAA 厚岸真龍中 帯広南町中 釧路共栄中

 9/ 4 女子中1年  +2.2 大内  埜瑚(J1) 12.83 山口  亜琴(J1) 12.94 宮部  愛咲(J1) 13.04 藤原  美結(J1) 13.09 丸岡  莉奈(J1) 13.19 朝倉 優莉愛(J1) 13.33 河本  由愛(J1) 13.35 工藤  咲來(J1) 13.42
１００ｍ 美幌中 札幌あいの里東中 鹿追中 滝川江陵中 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 函館CRS 釧路富原中

 9/ 4 女子中2年  +1.1 板谷  夏生(J2) 12.61 林 夏妃(J2) 12.84 塚越  美琶(J2) 12.86 遠藤  萌生(J2) 12.87 木下  美紅(J2) 12.90 工藤  雛乃(J2) 13.03 小林    碧羽(J2) 13.25
１００ｍ 旭川緑が丘中学校 森江陸上塾 士別南中 MJAC(藻岩中･簾舞中) 北斗浜分中 北斗浜分中 釧路共栄中


