
日付 種目

新田　遥輝(5) 14.33 高野　遥大(5) 14.55 澤田　壱希(5) 14.57 中園　未那斗(5) 14.59 平野  光馬(5) 14.59 角田　有心(5) 14.63 菊地　薙逢(5) 14.82 金子 侑生(5) 14.87
旭川TRC. ほくとJC 拓勇小 旭川ＡＣ  北美原陸上クラブ 室蘭市立蘭北小学校 Spo-RE札内 TONDEN.RC
佐々木　陽斗(5) 13.81 曽我　奏斗(5) 14.34 田中　朝陽(5) 14.36 亀田　侑汰　(5) 14.41 高木　千汰(5) 14.54 上垣　碧(5) 14.63 平井　悠晴(5) 14.68 福森　壮一郎(5) 14.80
沼ノ端RSC 美幌RC チームC-3 函館ＣＲＳ 室蘭市陸上競技少年団 チームC-3 旭川ＡＣ 岩内陸少
佐藤    蓮(6) 13.64 金須　一颯(6) 13.67 太田　響(6) 13.87 品川　仁秀(6) 13.94 寺内　海清(6) 13.97 東谷　勇輝(6) 13.98 松本　昊(6) 14.09 今井　陽翔(6) 14.41
 北美原陸上クラブ 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 新得少年団 北海道ハイテクACA 室蘭市陸上競技少年団 函館ＣＲＳ 新札幌RC 倶知安小
松田　大和(6) 12.34 本庄　航己(6) 12.42 大島　颯良(6) 12.71 北　　流聖(6) 13.25 吉道　渚亜(6) 13.38 野口　大雅(6) 13.46 鹿戸　泰成(6) 13.47 並河　創太(6) 13.57
北海道ハイテクACA 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ ｳﾞｪｲﾂ石狩陸ク 函館ＣＲＳ 沼ノ端RSC 厚別アスリートアカデミー SJAC 旭川神居東
内山　留嘉(5) 4:55.50 小林　泉月(5) 5:05.89 松浦　貫太郎(5) 5:08.20 細井　啓慎(5) 5:09.55 坂口　竣哉(5) 5:11.80 松尾　在道(5) 5:13.84 上山　怜穏(5) 5:17.36 渡邊　颯(5) 5:17.73
伊達市立　伊達小 函館ＣＲＳ チームC-3 オホーツクSS 函館ＣＲＳ チームC-3 美幌RC TONDEN.RC
馬場　湊一朗(6) 4:44.66 梅田　晄(6) 4:46.21 上村　健人(6) 4:47.16 田代　奏太(6) 4:52.14 山久保柚輝(6) 4:53.70 二階堂　葵一(6) 4:54.33 成ヶ澤　隼人(6) 4:54.53 阿賀　柊人(6) 4:54.80
ＦＡＣ 朝里ＴＦＣ 手稲鉄北 東光XC 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 旭川TRC. オホーツクキッズ 清里陸上少年団
熊谷　　燎(5) 13.91(-1.0) 中村惣士郎(5) 14.82(-1.0) 河原　稔琉(5) 15.10(-1.0) 菅原　柊(5) 15.11(-1.0) 渡邊　碧人(5) 15.33(-1.0) 岡崎　凛空(5) 15.62(-0.2) 浅木　志柊(5) 16.07(-0.2) 加納　彰人(5) 16.10(-1.0)
函館ＣＲＳ 函館ＣＲＳ 室蘭市陸上競技少年団 朝里ＴＦＣ 釧路ＪＲＣ 釧路ＪＲＣ 室蘭市陸上競技少年団 小樽ＡＪＣ
上戸　蓮(6) 12.74(+1.4) 竹村　祥希(6) 12.81(+1.4) 金子　　仁(6) 12.94(+1.4) 大垣　成示(6) 13.49(+1.4) 村上　雄琉(6) 13.63(+1.4) 前川　飛彩(6) 13.69(-0.3) 山内　裕太(6) 13.97(-0.3) 木村　颯佑(6) 14.21(-0.3)
NASS 釧路ＪＲＣ 釧路ＪＲＣ 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 旭川神居東 北海道ハイテクACA 北海道ハイテクACA 本別陸少
函館CRS 57.15 朝里TFC 58.60 TONDEN.RC 59.59 ﾁｰﾑC-3 59.65 美幌RC 1:00.52 旭川AC 1:01.15 十勝陸上クラブ 1:01.51 士幌陸上 1:02.07
中村惣士郎(5) 菅原　柊(5) 小林　祐理(5) 松浦　貫太郎(5) 鯛治　大登(5) 磯谷　尚汰(5) 大道　　葵(5) 飯島　昂生(5)
亀田　侑汰　(5) 松村　春汰(5) 渡邊　颯(5) 上垣　碧(5) 曽我　奏斗(5) 平井　悠晴(5) 斉藤　榮司(5) 佐々木　煌平(5)
齋藤　健太郎(5) 吉田　夏唯(5) 葛西 遥人(5) 松尾　在道(5) 上山　怜穏(5) 中山　結翔(5) 北村　隼人(5) 鈴木　凱大(5)
熊谷　　燎(5) 中谷　拳士(5) 金子 侑生(5) 田中　朝陽(5) 河上　光希(5) 中園　未那斗(5) 猿渡　郁也(5) 大野　隆晴(5)
北海道ハイテクACA 53.16 北美原陸上クラブ 55.31 釧路JRC 55.52 十勝陸上クラブ 56.13 ｵﾎｰﾂｸキッズ 56.24 千歳陸上少 57.51 新札幌RC 57.69 Spo-RE札内 57.72
前川　飛彩(6) 近藤辰之丞(5) 北本凛太郎(6) 太田　朝陽(6) 大木　駿徹(6) 小野　湊斗(5) 小島　蓮翔(6) 仲田　光輝(6)
松田　大和(6) 干場  颯太(6) 竹村　祥希(6) 金須　一颯(6) 福井　慶太(6) 黒澤　蒼空(6) 松本　昊(6) 青木　輝斗(6)
山内　裕太(6) 斉藤    陽(6) 金子　　仁(6) 西川　武蔵(6) 成ヶ澤　隼人(6) 春田　翼(6) 千田　大蔵(6) 光本　由真(6)
品川　仁秀(6) 佐藤    蓮(6) 渡部　俊太(6) 中村　颯志(6) 高橋　輝良(6) 宮本　匠(6) 高木　翼(5) 大野　朝陽(6)
松田　壮一朗(5) 1m23 倉本　隆之介(5) 1m15 坂上　敦紀(5) 1m15 苗加　斗羽(5) 1m15 柏崎　粋心(5) 1m10
幕別陸少 朝里ＴＦＣ オホーツクキッズ 木古内小学校 網走陸上少年団

高橋　寛武(5) 1m10
朝里ＴＦＣ
近藤辰之丞(5) 1m10
 北美原陸上クラブ

長谷川　大巧(6) 1m39 大川　悠希(6) 1m36 松井　維吹(6) 1m36 楠美　雄生(6) 1m33 正木　優樹(6) 1m25 工藤　爽叶(6) 1m25 伊場　奏太(6) 1m25 三浦　正史(6) 1m25
美幌RC 伊達市立東小 オホーツクキッズ 岩内陸少 滝陸上クラブ NASS 上浦幌中央小 美幌RC
松村　春汰(5) 4m58(0.0) 橋本宗汰郎(5) 4m42(-0.1) 伊藤　優平(5) 4m27(-1.2) 森　　晴輝(5) 4m26(+1.3) 高木　翼(5) 3m99(-1.3) 川村　莞太(5) 3m89(-0.2) 松本　陵佑(5) 3m86(-1.8) 大道　　葵(5) 3m72(+1.0)
朝里ＴＦＣ  北美原陸上クラブ 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 釧路ＪＲＣ 新札幌RC 池田少年団 鹿部陸スポ少 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ
福井　慶太(6) 4m53(-0.2) 中村　聖也(6) 4m44(-0.4) 中川　恵太(6) 4m43(-1.2) 高橋　大和(6) 4m27(+1.6) 久保田　瑛葉(6) 4m17(-1.0) 平賀　匠(6) 4m12(+0.8) 川本　橙茉(6) 4m03(-0.3) 森　　穏月(6) 3m96(-1.3)
オホーツクキッズ NASS TONDEN.RC 白老ＧＲＣ ｳﾞｪｲﾂ石狩陸ク 伊達市立　伊達小 京極陸少 函館ＣＲＳ
今野　吟耶(6) 8m45 正保　力(6) 8m25 堀田　侑希(6) 7m66 矢田　泰雅(6) 7m62 篠田　賢佑(6) 7m23 石川　匠馬(6) 7m22 坂口  冬真(6) 7m06 水野　暁斗(6) 6m81
本別陸少 士幌陸上 オホーツクキッズ オホーツクキッズ 旭川神居東 留寿都陸少 八雲陸少 久遠陸上少年団
藤田　虹(5) 48m91 桑原　陽翔(5) 45m31 齋藤　薫(5) 42m26 宇羅　陽翔(5) 40m53 橋本　舜太(5) 39m92 本田　夏向(5) 39m24 小間　清雅(5) 38m92 鈴木　凱大(5) 38m64
新得少年団  とうや小学校 大中山陸上ク 京極陸少 海陽小学校 オホーツクキッズ 黒松内陸少 士幌陸上
奈良　成悟(6) 51m58 春田　翼(6) 51m37 荒井　海惺(6) 48m64 竹内　陽向(6) 48m29 杉本　琉峨(6) 47m23 鈴木　陵介(6) 46m09 小出　聖青(6) 45m88 遠山  啓仁(6) 44m63
札幌ＪＲＣ 千歳陸上少 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 中の沢陸上クラブ 泊小学校 芽室陸少 前田メロス  北美原陸上クラブ
吉田　恵吾(6) 2235点 高野　剛琉(6) 2226点 工藤　敬也(6) 2214点 海沼　悠大(6) 2211点 大野　朝陽(6) 1980点 佐々木　絢世(6) 1974点 大木　駿徹(6) 1743点 滝口　峻平(6) 1716点
美幌RC GR 熊石陸上クラブ GR 七重小陸上 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ Spo-RE札内 NASS オホーツクキッズ 鹿追陸上クラブ

渡部　俊太(6) 2124点 干場  颯太(6) 1954点 今野　雅大(6) 1901点 髙崎　佑樹(6) 1869点 増谷　龍駕(6) 1838点 大﨑　礼(6) 1829点 高瀬　生楓(6) 1779点 脇坂　冠杜(6) 1733点
釧路ＪＲＣ  北美原陸上クラブ ｳﾞｪｲﾂ石狩陸ク 留寿都陸少 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ ＦＡＣ オホーツクキッズ 岩内陸少

田中　杏樹(5) 14.10 藤川　日向(5) 14.22 矢野　紗楓(5) 14.29 中原　真愛(5) 14.49 中釜　　育(5) 14.71 長谷川　蓮奈(5) 14.73 菊地　叶桜(5) 14.86 カー　乃愛(5) 15.04
室蘭市陸上競技少年団 三石陸上クラブ NTAC WRC 函館ＣＲＳ 美幌RC 千歳陸上少 しらゆき
三浦　美空(5) 13.30 水戸　梨緒(5) 13.58 大石　真央(5) 13.94 笹渕　花乃(5) 13.99 輪島　唯愛(5) 14.36 秋山　陽菜(5) 14.38 瀬川　心音(5) 14.48 川原　優希奈(5) 14.56
NASS GR 芽室陸少 Spo-RE札内 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 函館ＣＲＳ 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ TONDEN.RC 別海陸少
安宅　百香(6) 14.08 鳴海　理那(6) 14.20 若松　　瑞(6) 14.20 岡野　凛(6) 14.33 久保　穂夏(6) 14.37 久保田千瑚(6) 14.44 木村　結衣(6) 14.60 菊地　ミラン(6) 14.64
函館ＣＲＳ 室蘭市陸上競技少年団 函館ＣＲＳ NASS 南幌SAC  北美原陸上クラブ オホーツクキッズ 新札幌RC
人見　仁菜(6) 12.99 佐藤　莉埜(6) 13.36 河本　怜愛(6) 13.50 大野　紗(6) 13.51 高田　花歩(6) 13.76 吉田　柑那(6) 13.87 山崎　姫愛(6) 13.94 石川　　栞(6) 14.03
足寄陸少 美幌RC 函館ＣＲＳ TONDEN.RC 白老ＧＲＣ 松前陸上少年団 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ
高柳　優衣咲(5) 2:29.04 佐藤  柑奈(5) 2:29.63 人見　千結(5) 2:29.84 岩崎　心美(5) 2:38.11 廣中　七海(5) 2:38.33 大西　杏奈(5) 2:38.70 斉藤　由和(5) 2:40.88 越野　みな(5) 2:42.66
ＦＡＣ 函館ＣＲＳ 足寄陸少 足寄陸少 WRC TONDEN.RC 旭川TRC. 旭川神居東
押方　椛恋(6) 2:27.17 三浦　有咲美(6) 2:28.09 福井　梨央(6) 2:28.09 柴田　ひかり(6) 2:32.01 石川　蛍莉(6) 2:33.59 佐々木　玲奈(6) 2:34.03 澤田　桜來(6) 2:35.01 古館　煌乃(6) 2:35.09
岩内陸少 美幌XC少年団 千歳陸上少 ＦＡＣ 旭川TRC. チームC-3 浦陸少 函館ＣＲＳ

第４０回北海道小学生陸上競技大会 
苫小牧市緑丘陸上競技場 
2022/07/24 ～ 2022/07/24

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月24日
小学5年男子100m 

風：+1.1

7月24日
小学5年男子100m(2) 

風：+0.7

7月24日
小学6年男子100m 

風：+0.1

7月24日
小学6年男子100m(2) 

風：+1.1

7月24日 小学5年男子1500m

7月24日 小学6年男子1500m

7月24日 小学6年男子4X100mR

7月24日 小学5年男子走高跳

7月24日 小学5年男子80mH

7月24日 小学6年男子80mH

7月24日 小学5年男子4X100mR

7月24日 小学6年男子走高跳

7月24日 小学5年男子走幅跳

7月24日 小学6年男子走幅跳

7月24日 小学6年男子砲丸投

7月24日
小学5年男子ジャベリックボー

ル投

7月24日
小学6年男子ジャベリックボー

ル投

13.34(+0.7)-1m42

7月24日 小学6年男子コンバインドA

12.98(+0.7)-1m36 13.05(+0.7)-1m36 13.48(+0.7)-1m42 13.68(+0.2)-1m25 14.05(+0.7)-1m30 14.39(+0.2)-1m15 14.89(+0.2)-1m20

4m39(-0.7)-52m24

7月24日 小学6年男子コンバインドB

4m57(+1.3)-41m38 4m11(+1.6)-45m14 3m80(+1.5)-47m86 4m35(-0.4)-38m73 4m27(+0.5)-39m40 3m87(-0.3)-42m43 3m90(-0.5)-39m76

7月24日
小学5年女子100m 

風：+1.6

7月24日
小学5年女子100m(2) 

風：+1.0

7月24日
小学6年女子100m 

風：+0.4

7月24日
小学6年女子100m(2) 

風：+1.2

7月24日 小学5年女子800m

7月24日 小学6年女子800m



南谷　和奏(5) 14.55(+1.2) 軍司　千夏(5) 14.61(+1.2) 中路　優那(5) 16.33(+1.2) 武藤　笑瑚(5) 16.40(+1.2) 野崎　由衣(5) 16.44(+1.2) 佐藤　沙凪(5) 16.64(+1.2) 伊東　美咲(5) 16.72(+1.2) 吉岡　奏乃(5) 17.73(+1.2)
室蘭市陸上競技少年団 豊頃陸上少 岩見沢陸上ク 釧路ＪＲＣ 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 幌別小学校 釧路ＪＲＣ 釧路ＪＲＣ
岡元　陽愛(6) 13.29(+1.0) 遠藤　真央(6) 13.72(+1.0) 坂口　仁心(6) 13.84(+0.1) 高橋　円佳(6) 13.88(+1.0) 磯貝　　憩(6) 13.96(+1.0) 木村　千夏(6) 14.28(+0.1) 本柳　妃音乃(6) 14.29(+1.0) 植村　笑心(6) 14.48(+0.1)
釧路ＪＲＣ 札幌ＪＲＣ 旭川TRC. 厚真陸上ク 釧路ＪＲＣ 鹿追陸上クラブ 札幌ＪＲＣ NTAC
函館CRS 57.04 十勝陸上クラブ 57.09 Spo-RE札内 59.22 室蘭市陸上競技少年団 59.51 美幌RC 59.81 北海道ハイテクACA 1:00.09 愛宕AC 1:00.85 士幌陸上 1:00.91
芝田　　瞳(5) 高山　周佳(5) 渡邊　心音(5) 吹越　琴音(5) 早川　莉心(5) 佐々木　雪乃(5) 山澤　結愛(5) 上野　愛菜(5)
中釜　　育(5) 秋山　陽菜(5) 大石　真央(5) 田中　杏樹(5) 長谷川　蓮奈(5) 伊賀上　杏(5) 石田　迦子(5) 中川　琴葉(5)
佐藤  柑奈(5) 井上　実咲(5) 軍司　佳代(5) 武田　花愛(5) 田中　杏心(5) 根岸　愛子(5) 渡部　夏音(5) 馬場　湖羽(5)
輪島　唯愛(5) 笹渕　花乃(5) 斉藤　彩月(5) 南谷　和奏(5) 笹田　虹心(5) 福川　愛実(5) 山下　華穂(5) 鈴江　菜都(5)
釧路JRC 55.96 厚別アスリートアカデミー 56.08 十勝陸上クラブ 56.26 美幌RC 56.75 北美原陸上クラブ 57.37 岩内陸少 57.53 札幌JRC 57.89 ｵﾎｰﾂｸキッズ 58.20
岡元　陽愛(6) 松原　結名(6) 駒形　　蘭(6) 福井　こよみ(6) 飯田  凛花(6) 岩口　葵陽(6) 遠藤　真央(6) 永井　咲菜(6)
小野　愛來(6) 倉田　唯愛(6) 眞鍋　優月(6) 佐藤　莉埜(6) 和田  明栞(6) 押方　椛恋(6) 安達　侑歩(6) 木村　結衣(6)
竹内　琉華(6) 嶋谷　椎那(6) 齊藤　永笑(6) 石川　知優(6) 金本亜沙菜(6) 及川　真央(6) 本柳　妃音乃(6) 相馬　羽夏(6)
佐藤  琴奈(6) 山田　莉瑚(6) 酒井　梨帆(6) 松井　杏美李(6) 久保田千瑚(6) 武田　璃穏(6) 城林　うた(6) 谷脇　那由多(6)
山下　華穂(5) 1m28 山澤　結愛(5) 1m23 茂木　麗奈(5) 1m20 笹田　虹心(5) 1m20 竹内　璃胡(5) 1m20 辺見　優果(5) 1m15 馬場　湖羽(5) 1m15 平塚　紀季(5) 1m10
愛宕AC 愛宕AC 幕別陸少 美幌RC 厚岸RC 釧路ＪＲＣ 士幌陸上 朝里ＴＦＣ

柚原　光莉(5) 1m10
大樹小
神谷　宙来(5) 1m10
ニセコ陸少

川﨑　ねね(6) 1m30 相馬　羽夏(6) 1m25 竹内　琉華(6) 1m25 小崎　杏梨(6) 1m20
苫清水陸ク オホーツクキッズ 釧路ＪＲＣ 網走陸上少年団

石川　知優(6) 1m25 渡辺　心暖(6) 1m20
美幌RC 中の沢陸上クラブ

佐藤寧々花(6) 1m20
釧路ＪＲＣ
寺田　小桜(6) 1m20
ﾆｾｺ小

相嶋　采和(5) 4m16(+1.1) 橋本　咲和(5) 4m13(+0.9) 柴田　叶実(5) 4m13(+0.4) 石田　迦子(5) 4m08(+1.4) 植原    凜(5) 4m04(+1.4) 松谷　心結(5) 4m00(+1.5) 小島　優禾(5) 3m95(+0.3) 金　茉菜(5) 3m81(-0.5)
ｳﾞｪｲﾂ石狩陸ク オホーツクキッズ 苫小牧緑小 愛宕AC  北美原陸上クラブ NASS 帯広西小学校 伊達市立　伊達小
小野寺　理子(6) 4m58(+1.5) 大澤　瑛花(6) 4m45(0.0) 野口　夏帆(6) 4m42(+0.8) 平　　絢星(6) 4m41(+1.3) 金澤　琉花(6) 4m21(-0.9) 松本　結菜(6) 4m17(-1.4) 眞田　陽向(6) 4m10(+0.4) 松本　玲奈(6) 4m03(+0.3)
松前陸上少年団 ｳﾞｪｲﾂ石狩陸ク 士幌陸上 釧路ＪＲＣ 斜里陸上クラブ 旭川TRC. 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ NASS
河村　京葉(6) 8m30 佐々木　凛(6) 7m84 安藤　愛菜(6) 7m47 井鳥　彩楽(6) 7m11 中島　榎音(6) 7m05 犬山　佳音(6) 7m05 福井　希依(6) 6m09 一戸　ななみ(6) 5m79
士幌陸上 TEAM北斗浜分 清水陸競少 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ えりもＴＦＣ 厚岸RC 厚岸RC
工藤　楓(5) 37m61 森住　瑠心(5) 37m58 沼倉　茉里(5) 35m70 山吉　華瑠(5) 34m16 大西　夢愛(5) 31m19 山澤  希明(5) 31m15 石黒　希(5) 29m70 新名　乃々花(5) 28m96
熊石陸上クラブ 芽室陸少 別海陸少 厚岸RC 登別青葉小  北美原陸上クラブ 旭川愛宕東 近文小学校
澤田　花(6) 41m11 定廣　采里紅(6) 40m94 中村  夏帆(6) 39m87 毛利　夢菜(6) 38m96 木村　美桜(6) 36m35 田村　いろ(6) 36m22 前田　柚葉(6) 36m01 小林　陽葵(6) 34m87
前田メロス 地球岬小学校  北美原陸上クラブ 黒松内陸少 常呂陸少 黒松内陸少 別海陸少 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ
山田　莉瑚(6) 2262点 谷脇　那由多(6) 2202点 堀田　真央(6) 2102点 小野　愛來(6) 2049点 山口　李紗(6) 1969点 加藤　優奈(6) 1711点 高橋　未有(6) 1655点 西田　わこ(6) 1477点
厚別アスリートアカデミー GR,HSR オホーツクキッズ GR,HSR 函館ＣＲＳ GR 釧路ＪＲＣ GR 朝里ＴＦＣ 南幌SAC 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 厚岸RC

坂口　優海(6) 1882点 入山　夏羽(6) 1881点 林　侑里奈(6) 1824点 和田  明栞(6) 1699点 志村　美紅(6) 1694点 松原　結名(6) 1668点 川村　花代(6) 1451点 金兵　希空(6) 1449点
室蘭市陸上競技少年団 京極陸少 北海道ハイテクACA  北美原陸上クラブ 鶴居AC 厚別アスリートアカデミー 厚岸RC 網走陸上少年団

函館CRS 52.08 十勝陸上クラブ 52.55 NASS 53.50 ｳﾞｪｲﾂ石狩陸ク 54.59 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 55.51 室蘭市陸上競技少年団 55.84 FAC 56.32
若松　　瑞(6) GR 髙橋　玄樹(6) GR 可香　瑠桜(6) 久保田　瑛葉(6) 坂本　梨理愛(6) 坂口　優海(6) 山岸　永怜(6)
河本　怜愛(6) 山崎　姫愛(6) 中村　聖也(6) 相嶋　采和(5) 海沼　悠大(6) 寺内　海清(6) 大﨑　礼(6)
東谷　勇輝(6) 石川　　栞(6) 岡野　凛(6) 大澤　瑛花(6) 大垣　成示(6) 鳴海　理那(6) 馬場　湊一朗(6)
北　　流聖(6) 本庄　航己(6) 上戸　蓮(6) 大島　颯良(6) 田中　こまち(6) 高木　千汰(5) 松本　桃佳(6)

凡例  GR:大会記録 HSR:北海道小学記録

7月24日 小学5年女子80mH

7月24日 小学6年女子走高跳

7月24日 小学5年女子走高跳

7月24日 小学6年女子80mH

7月24日 小学5年女子4X100mR

7月24日 小学6年女子4X100mR

7月24日 小学5年女子走幅跳

7月24日 小学6年女子走幅跳

7月24日 小学6年女子砲丸投

7月24日
小学5年女子ジャベリックボー

ル投

7月24日
小学6年女子ジャベリックボー

ル投

12.77(-1.3)-1m36

7月24日 小学6年女子コンバインドA

3m72(-1.1)-40m33 4m17(+0.8)-32m84 3m50(-0.6)-31m43

13.12(-1.3)-1m36 13.51(-1.3)-1m33 12.94(-1.3)-1m20 13.74(-1.3)-1m25 15.25(-0.5)-1m25 14.57(-0.5)-1m10

3m71(+0.5)-28m41

7月24日 小学5，6年混合4X100mR

15.95(-0.5)-1m15

4m20(+1.1)-42m95

7月24日 小学6年女子コンバインドB

3m90(-0.8)-47m07 4m34(-0.6)-38m13 3m80(+0.2)-39m47


