
開催日 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 第９５回北海道陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [22501000] ﾄﾗｯｸ審判長  戸塚　信

競技場名 帯広の森陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012100] 記録主任    西田　昌彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
女子  7/17 1組 +1.7  1 菊池妃菜希(3) 武修館高    12.75  2 武田愛結花(2) 北海道栄高    12.95  3 笠原  葵璃(1) 北海高    13.01  4 工藤    凜(2) 恵庭北高    13.03

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 佐久間衣月(3) 釧路北中    13.32  6 飯田  望見 DohokuAthleteClub   13.49   戸田  百音(3) 北教大附属釧路中棄権   工藤聖莉奈(2) 日本体育大 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
  菊地  美羽(2) 旭川大高 棄権

北海道
2組 +0.9  1 臼井  文音(4) 立命館大    12.24  2 山崎    桜(1) 立命館慶祥高    12.57  3 北間  玲奈(3) 北海高    12.68  4 土谷  花織(1) 立命館慶祥高    12.79

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 春名  凜子(3) 釧路北中    13.20  6 富田  心咲(1) 恵庭北高    13.56  7 井上  清乃(1) 北海高    13.58  8 尾形  朝光(1) 天使大    14.10

北海道 北海道 北海道 北海道
  山田  愛咲(1) 北海高 棄権

北海道
3組 +0.9  1 島田  雪菜 北海道ﾊｲﾃｸAC    12.15  2 村岡  柊有 北海道ﾊｲﾃｸAC    12.33  3 山崎  愛結(4) 北翔大    12.69  4 佐藤  陽向(3) 札幌大谷高    12.90

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 安井  遥彩(2) 北海高    13.21  6 石川    葵(1) 札幌南高    13.22  7 岸    菜月(1) 旭川龍谷高    13.38  8 日野  咲夢(3) 小樽桜陽高    13.44

北海道 北海道 北海道 北海道
  高橋  紅羽(2) 白樺学園高 棄権

北海道
4組 +0.6  1 石堂  陽奈(2) 環太平洋大    11.98  2 古田    楓(3) 北翔大    12.47  3 槙    涼奈(3) 帯広南町中    12.47  4 中塚  和花(3) 武修館高    12.91

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 林    夏妃(2) 森江陸上塾    13.30  6 山田みいの(2) 旭川大高    13.32  7 柴田    凜(J3) 登別明日中    13.51  8 田中  美穂(3) 旭川大高    13.54

北海道 北海道 北海道 北海道
 9 水野    琳(3) 釧路北陽高    13.82

北海道
5組 +0.8  1 納村  琉愛(3) 北海道栄高    12.32  2 髙橋友紀子 DohokuAthleteClub   12.39  3 稲垣    舞(2) 北翔大    12.46  4 杉浦ｾﾘﾅ(2) 北海高    12.99

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 南  明里沙(3) 札幌大谷高    13.00  6 西野  杏梨(3) 大谷室蘭高    13.06  7 平山  華音(2) 羽幌高    13.47  8 松林あかね(M1) 北海道大    13.47

北海道 北海道 北海道 北海道
 9 鈴木  彩芭(2) 釧路北陽高    13.68

北海道
6組 +0.3  1 小玉  葵水(4) 東海大北海道    12.57  2 見澤  萌栞(3) 札幌南高    12.91  3 嵯峨  千寛(3) 釧路北中    12.97  4 小林ゆづき(1) 北海高    12.99

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 柿﨑  海華(1) 武修館高    13.27  6 西森　琴音(1) 白樺学園高    13.58  7 木戸  美佑(1) 恵庭北高    13.69   森居  和希(3) 北見緑陵高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
  芝田  愛花(4) 環太平洋大 棄権

北海道
7組 +0.6  1 鮫澤  聖香(3) 恵庭北高    12.09  2 槙    杏奈(3) 帯広南町中    12.63  3 菅  望莉愛(3) 旭川大高    13.18  4 鈴木  香緒(1) 札幌清田高    13.41

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 武田    唯(2) 札幌丘珠高    13.50   吉田明香里 北海道ﾊｲﾃｸAC 棄権   馬場  歩果(3) 武修館高 棄権   志田  美月(1) 立命館慶祥高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
8組 +0.8  1 町井  愛海(3) 北翔大    12.43  2 髙橋  夏翠(2) 北海高    12.79  3 尾崎  里帆(M2) 北海道大    12.96  4 東    優和(2) 旭川龍谷高    13.16

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 菊地  紗花(1) 大谷室蘭高    13.24  6 藤田  彩那(1) 北海高    13.62   山崎  心愛(3) 音更共栄中 棄権   清水    礼(3) 恵庭北高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
9組 +0.4  1 仙座  圭乃(3) 北海高    12.42  2 中山  璃子(2) 環太平洋大    12.69  3 大沢  瑠華(3) 旭川大高    12.73  4 松本  優那(1) 旭川大高    13.16

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 石井  麗菜(3) 帯広北高    13.17  6 小関  亜子(2) 森江陸上塾    13.25   田中  胡桃(3) 大谷室蘭高 失格   澤村  愛花(3) 白樺学園高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
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10組 +1.1  1 石田  真夕(3) 北海道栄高    12.60  2 鈴木さくら(3) 武修館高    12.88  3 田野    葵(1) 旭川大高    13.07  4 山内綺羅妃(2) 函館大妻高    13.21
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 橋本  飛香(1) 恵庭南高    13.28  6 田端    杏(1) 函館工業高    13.29   佐藤志保里(3) 遺愛女子高 棄権   瀧澤  寧音(1) 遺愛女子高 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

女子  7/16 1組 -1.0  1 志田  美月(1) 立命館慶祥高    26.74  2 福丸  真央(2) 札幌西高    27.16  3 甫  妃美輝(3) 室蘭栄高    27.21  4 松本  優那(1) 旭川大高    27.22
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 道見  望愛(3) 帯広第七中    28.14   菊地  美羽(2) 旭川大高 棄権   吉田明香里 北海道ﾊｲﾃｸAC 棄権   山田  瑞稀(3) 札幌光星高 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

2組 -0.2  1 石田  真夕(3) 北海道栄高    26.10  2 垣副  美紅(2) 国士舘大    26.79  3 武田    唯(2) 札幌丘珠高    27.24  4 立野  夢咲(2) 北海高    27.27
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 佐藤  真央(3) 函館大妻高    27.48  6 東    優和(2) 旭川龍谷高    27.51  7 井上  清乃(1) 北海高    27.65   山崎  愛結(4) 北翔大 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

3組 -1.2  1 山崎  心愛(3) 音更共栄中    25.73  2 南  明里沙(3) 札幌大谷高    26.50  3 杉浦ｾﾘﾅ(2) 北海高    26.87  4 笠原  葵璃(1) 北海高    27.14
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 大西    凛(1) 立命館慶祥高    27.16   本田  めみ(3) 恵庭南高 棄権   澤村  愛花(3) 白樺学園高 棄権   田中  胡桃(3) 大谷室蘭高 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

4組 -0.7  1 杉山  晏菜(2) 立命館慶祥高    25.83  2 鈴木さくら(3) 武修館高    27.00  3 瓢子  冬羽(1) 旭川龍谷高    27.53  4 菅原  美優(2) 旭川龍谷高    27.56
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 菅  望莉愛(3) 旭川大高    27.59  6 鎌田  彩乃(3) 大谷室蘭高    28.11   仙座  圭乃(3) 北海高 棄権   槙    杏奈(3) 帯広南町中 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

5組 -0.6  1 島田  雪菜 北海道ﾊｲﾃｸAC    25.58  2 菊地  紗花(1) 大谷室蘭高    26.50  3 小林ゆづき(1) 北海高    26.56  4 武田愛結花(2) 北海道栄高    26.87
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 小関  亜子(2) 森江陸上塾    27.31  6 鈴木  香緒(1) 札幌清田高    27.51  7 西森　琴音(1) 白樺学園高    28.39  8 木山  美羽(3) 帯広第四中    28.64
北海道 北海道 北海道 北海道

6組 -1.2  1 佐藤  陽向(3) 札幌大谷高    26.61  2 谷田  煌里(3) 森江陸上塾    26.74  3 太田  愛菜(2) 札幌大    26.93  4 遠藤  聖女(2) 札幌大谷高    27.28
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 飯田  望見 DohokuAthleteClub   27.96  6 富田  心咲(1) 恵庭北高    28.43   清水    礼(3) 恵庭北高 棄権   工藤聖莉奈(2) 日本体育大 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

7組 -0.5  1 石堂  陽奈(2) 環太平洋大    24.91  2 藤井  聡弥(3) 釧路北陽高    26.56  3 菊池妃菜希(3) 武修館高    26.94  4 安井  遥彩(2) 北海高    27.05
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 渡邊  夏鈴(3) 筑波大    27.30  6 佐々木  遥(2) 北広島西高    27.65  7 原    すず(3) 岩見沢東高    28.59
北海道 北海道 北海道

8組 -0.6  1 臼井  文音(4) 立命館大    25.88  2 齊藤  美優(2) 小樽潮陵高    26.53  3 田野    葵(1) 旭川大高    26.90  4 西野  杏梨(3) 大谷室蘭高    27.07
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 米田  紗羽(3) 帯広緑園中    27.55  6 小林  暖奈(1) 北広島高    28.53  7 木戸  美佑(1) 恵庭北高    28.82
北海道 北海道 北海道

9組 -1.1  1 鳰    侑夏(1) 立命館慶祥高    26.72  2 髙橋  夏翠(2) 北海高    26.72  3 菊地  妃華(1) 旭川大高    26.93  4 田中  美穂(3) 旭川大高    28.07
北海道 北海道 北海道 北海道

  佐藤志保里(3) 遺愛女子高 棄権   畠山  瑚舶(1) 旭川大高 棄権   槙    涼奈(3) 帯広南町中 棄権
北海道 北海道 北海道

10組 -0.5  1 佐々木菜緒(3) 北海高    25.77  2 中塚  和花(3) 武修館高    26.88  3 瀧澤  寧音(1) 遺愛女子高    26.89  4 石川    葵(1) 札幌南高    27.15
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 工藤    凜(2) 恵庭北高    27.36   戸田  百音(3) 北教大附属釧路中棄権   高橋  紅羽(2) 白樺学園高 棄権
北海道 北海道 北海道

女子  7/17 1組  1 池田  朱桜(3) 北翔大    58.58  2 吉田  紗都(3) 札幌南高  1:01.68  3 佐藤  真央(3) 函館大妻高  1:01.74  4 大谷  胡桃(3) 北海高  1:02.43
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 工藤  実桜(1) 遺愛女子高  1:03.50  6 小林  愛佳(2) 大谷室蘭高  1:03.90   豊澤みどり DohokuAthleteClub棄権
北海道 北海道 北海道
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2組  1 才川  千陽(3) 北海高  1:00.76  2 鳰    侑夏(1) 立命館慶祥高  1:01.69  3 藤井  聡弥(3) 釧路北陽高  1:01.89  4 持丸  未歩(2) 旭川大高  1:02.97
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 吉岡  咲姫(2) 札幌月寒高  1:07.17   大野  花恵(2) 札幌月寒高 棄権   遠藤  柚希(1) 北翔大 棄権
北海道 北海道 北海道

3組  1 髙橋  萌生(2) 帯広南商業高    59.76  2 山田美沙希(3) 北翔大    59.79  3 立野  夢咲(2) 北海高    59.88  4 菊地  妃華(1) 旭川大高  1:01.07
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 太田  愛菜(2) 札幌大  1:01.67  6 佐藤  苺那(2) 羽幌高  1:03.93  7 鎌田  彩乃(3) 大谷室蘭高  1:04.18
北海道 北海道 北海道

4組  1 横山    詩(2) 函館大妻高  1:01.58  2 米田  紗羽(3) 帯広緑園中  1:02.04  3 甫  妃美輝(3) 室蘭栄高  1:04.00  4 小林  暖奈(1) 北広島高  1:05.18
北海道 北海道 北海道 北海道

  大沢  瑠華(3) 旭川大高 棄権   工藤夢珠奈(3) 北海高 棄権
北海道 北海道

女子  7/16 1組  1 井内  千尋(1) 札幌日大高  2:22.91  2 原田  椎菜(3) 北海高  2:26.08  3 笠原  蓮花(2) 旭川龍谷高  2:26.57  4 清水  華穂(2) 釧路湖陵高  2:26.89
北海道 北海道 北海道 北海道

  丸山  琴音(2) 旭川龍谷高 棄権   植木野々花(2) 札幌月寒高 棄権   塩原叶々愛(2) 旭川龍谷高 棄権   工藤  凜果(3) 旭川龍谷高 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

2組  1 山田美沙希(3) 北翔大  2:19.20  2 小林美夕菜(3) 旭川東高  2:21.19  3 豊澤みどり DohokuAthleteClub 2:21.50  4 伊藤  里音(1) 北海高  2:28.98
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 岩上  知愛(1) 札幌大  2:30.34  6 森田  七羽(3) 釧路北陽高  2:34.58  7 新谷  紗那(3) 札幌月寒高  2:35.32  8 一戸  咲里(1) 小樽商科大  2:42.40
北海道 北海道 北海道 北海道

3組  1 中橋  奏瑛(2) 帯広緑園中  2:24.23  2 廣保  萌衣(3) 釧路北陽高  2:25.63  3 大沼  らら(1) 旭川龍谷高  2:26.80  4 加藤  美涼(2) 北海高  2:28.23
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 門脇くるみ(2) 仙台大  2:30.65  6 逢見  和夏(1) 倶知安高  2:38.76   原田  百那(2) 筑波大 棄権   池田  朱桜(3) 北翔大 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

4組  1 上西  彩未(3) 立命館慶祥高  2:17.77  2 始関  千華(2) 札幌南高  2:17.86  3 吉田紗奈江 DohokuAthleteClub 2:18.65  4 佐藤  理子 釧路地方陸協  2:21.58
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 本間  彩惠(3) 札幌稲穂中  2:22.83  6 今井  琴音(3) 富良野緑峰高  2:36.57  7 小野寺柚花(1) 北広島高  2:40.08
北海道 北海道 北海道

5組  1 戸井田美空(3) 北教大岩見沢  2:19.26  2 湯田  夏妃(2) 札幌日大高  2:24.38  3 二色  悠楽(2) 旭川龍谷高  2:27.09  4 松井のえる(2) 北見柏陽高  2:31.05
北海道 北海道 北海道 北海道

  船奥  千代(1) 旭川龍谷高 棄権   藤田  柚希(1) 旭川龍谷高 棄権   田口  晴海(3) 札幌北高 棄権
北海道 北海道 北海道

女子  7/17 1組  1 塩原叶々愛(2) 旭川龍谷高  4:47.83  2 始関  千華(2) 札幌南高  4:48.45  3 佐藤  理子 釧路地方陸協  4:49.07  4 二色  悠楽(2) 旭川龍谷高  4:49.29
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 髙岡  美桜(J3) 登別明日中  4:50.90  6 吉田紗奈江 DohokuAthleteClub 4:51.35  7 松本  夢来(3) 函館大妻高  4:51.40  8 廣保  萌衣(3) 釧路北陽高  4:55.87
北海道 北海道 北海道 北海道

 9 小林美夕菜(3) 旭川東高  4:56.01 10 湯田  夏妃(2) 札幌日大高  4:57.60 11 川野愛里鈴(4) 札幌大  5:09.34 12 今井  琴音(3) 富良野緑峰高  5:20.05
北海道 北海道 北海道 北海道

13 高橋  柚季(2) 旭川南高  5:42.30   工藤  凜果(3) 旭川龍谷高 棄権   中野  芽衣(2) 旭川龍谷高 棄権   石川    苺(3) 旭川龍谷高 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

2組  1 益塚    稀(2) 旭川龍谷高  4:38.39  2 藤田  柚希(1) 旭川龍谷高  4:38.51  3 戸井田美空(3) 北教大岩見沢  4:49.08  4 清水  華穂(2) 釧路湖陵高  4:54.80
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 丸山  琴音(2) 旭川龍谷高  4:55.70  6 泉    桃果(3) 旭川龍谷高  4:57.40  7 照井  塔子(3) 音更駒場中  4:58.75  8 土崎  彩楽(1) 登別明日高  5:05.05
北海道 北海道 北海道 北海道

 9 笠原  蓮花(2) 旭川龍谷高  5:16.59   中橋  奏瑛(2) 帯広緑園中 棄権   山本  望結(2) 旭川龍谷高 棄権   井内  千尋(1) 札幌日大高 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

  原田  百那(2) 筑波大 棄権   岩川  侑樹 ﾎｸﾚﾝ 棄権   本田愛咲緋(2) 旭川龍谷高 棄権
北海道 北海道 北海道
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開催日 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 第９５回北海道陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [22501000] ﾄﾗｯｸ審判長  戸塚　信

競技場名 帯広の森陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012100] 記録主任    西田　昌彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

女子  7/16 1組 -0.5  1 村岡  柊有 北海道ﾊｲﾃｸAC    13.80  2 馬場  歩果(3) 武修館高    14.95  3 畠山このみ(1) 立命館慶祥高    15.37  4 石井  麗菜(3) 帯広北高    16.46
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 山下  凛子(2) 札幌啓成高    17.43  6 中村あいり(2) 北見柏陽高    17.48  7 砂田  愛実(2) 白樺学園高    18.27   髙橋  美月(3) 室蘭栄高 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

2組 -0.5  1 坂東    凜(3) 北海高    14.67  2 釜澤  歩果(2) 旭川大高    16.17  3 本田  春希(3) 北海道栄高    16.49  4 菅    更紗(2) 旭川南高    17.36
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 北野  眞帆(3) 北見柏陽高    17.38  6 近藤  莉音(2) 白樺学園高    18.15   能戸  美乃(1) 北教大岩見沢 棄権   明正  結依(2) 帯広三条高 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

3組 -0.8  1 納村  琉愛(3) 北海道栄高    14.32  2 中山  璃子(2) 環太平洋大    14.74  3 中村  百伽(1) 札幌西高    16.09  4 皆口  玲奈(2) 函館白百合高    16.84
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 佐藤  小桜(1) 函館工業高    17.02  6 鈴木  眞琴(2) 釧路北陽高    17.19  7 森田  桃羽(1) 釧路江南高    17.28   畠山  瑚舶(1) 旭川大高 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

4組 -0.9  1 髙橋友紀子 DohokuAthleteClub   14.36  2 岡田  結愛(1) 甲南大    15.09  3 諸澤  愛琉(3) 恵庭南高    15.85  4 南畑  万葉(3) 恵庭南高    16.42
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 和泉  蓮那(1) 旭川大高    16.57  6 中谷  玲唯(1) 北海道栄高    17.03  7 盛田  侑鈴(2) 恵庭北高    17.07  8 池田    葵(2) 北見緑陵高    17.97
北海道 北海道 北海道 北海道

5組 -0.2  1 芝田  愛花(4) 環太平洋大    13.90  2 鈴木  里沙(1) 国士舘大    15.45  3 鈴木  彩絢(2) 釧路湖陵高    15.69  4 山口  梨乃(2) 白樺学園高    15.85
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 山田咲矢花(1) 帯広三条高    16.97  6 大景  琴巴(2) 旭川大高    17.00   竹ヶ原美輝(2) 釧路北陽高 棄権
北海道 北海道 北海道

女子  7/16 1組   萬屋  天音(2) 札幌旭丘高   青柳  眞子(2) 立命館慶祥高   朝野  愛加(3) 北海道栄高   谷脇  愛珠(2) 立命館慶祥高
北海道 北海道 北海道 北海道

  神保  妃里(2) 恵庭南高
北海道

2組   横山  彩音(3) 帯広農業高 棄権   遠藤  柚希(1) 北翔大 棄権   山下  凛子(2) 札幌啓成高   持丸  未歩(2) 旭川大高
北海道 北海道 北海道 北海道

  鈴木  彩絢(2) 釧路湖陵高
北海道

１００ｍＨ
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開催日 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 第９５回北海道陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [22501000] ﾄﾗｯｸ審判長  戸塚　信

競技場名 帯広の森陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012100] 記録主任    西田　昌彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
女子  7/17 1組 +1.1  1 石堂  陽奈(2) 環太平洋大    11.96  2 仙座  圭乃(3) 北海高    12.31  3 髙橋友紀子 DohokuAthleteClub   12.44  4 町井  愛海(3) 北翔大    12.53

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 山崎    桜(1) 立命館慶祥高    12.65  6 山崎  愛結(4) 北翔大    12.74  7 見澤  萌栞(3) 札幌南高    12.85  8 鈴木さくら(3) 武修館高    12.88

北海道 北海道 北海道 北海道
2組 +0.5  1 臼井  文音(4) 立命館大    12.24  2 稲垣    舞(2) 北翔大    12.49  3 菊池妃菜希(3) 武修館高    12.75  4 北間  玲奈(3) 北海高    12.79

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 槙    杏奈(3) 帯広南町中    12.80  6 中山  璃子(2) 環太平洋大    12.81   島田  雪菜 北海道ﾊｲﾃｸAC 棄権   石田  真夕(3) 北海道栄高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
3組 +0.6  1 鮫澤  聖香(3) 恵庭北高    12.22  2 槙    涼奈(3) 帯広南町中    12.48  3 村岡  柊有 北海道ﾊｲﾃｸAC    12.49  4 古田    楓(3) 北翔大    12.67

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 髙橋  夏翠(2) 北海高    12.93  6 武田愛結花(2) 北海道栄高    13.25   小玉  葵水(4) 東海大北海道 棄権   納村  琉愛(3) 北海道栄高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
女子  7/16 1組 -0.5  1 臼井  文音(4) 立命館大    25.54  2 石田  真夕(3) 北海道栄高    25.68  3 齊藤  美優(2) 小樽潮陵高    26.52  4 小林ゆづき(1) 北海高    26.63

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 瀧澤  寧音(1) 遺愛女子高    26.65  6 南  明里沙(3) 札幌大谷高    26.79  7 中塚  和花(3) 武修館高    26.92   石堂  陽奈(2) 環太平洋大 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
2組 -0.3  1 佐々木菜緒(3) 北海高    24.67  2 山崎  心愛(3) 音更共栄中    25.73  3 志田  美月(1) 立命館慶祥高    26.41  4 鳰    侑夏(1) 立命館慶祥高    26.50

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 髙橋  夏翠(2) 北海高    26.52  6 谷田  煌里(3) 森江陸上塾    26.66  7 鈴木さくら(3) 武修館高    26.72  8 武田愛結花(2) 北海道栄高    26.84

北海道 北海道 北海道 北海道
3組 -0.9  1 島田  雪菜 北海道ﾊｲﾃｸAC    25.20  2 杉山  晏菜(2) 立命館慶祥高    25.89  3 佐藤  陽向(3) 札幌大谷高    26.42  4 垣副  美紅(2) 国士舘大    26.46

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 菊地  紗花(1) 大谷室蘭高    26.66  6 杉浦ｾﾘﾅ(2) 北海高    26.85  7 藤井  聡弥(3) 釧路北陽高    26.87   福丸  真央(2) 札幌西高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
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開催日 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 第９５回北海道陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [22501000] ﾄﾗｯｸ審判長  戸塚　信

競技場名 帯広の森陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012100] 記録主任    西田　昌彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
女子  7/17 +0.5  1 石堂  陽奈(2) 環太平洋大    11.92  2 鮫澤  聖香(3) 恵庭北高    12.15  3 臼井  文音(4) 立命館大    12.22  4 村岡  柊有 北海道ﾊｲﾃｸAC    12.41

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 髙橋友紀子 DohokuAthleteClub   12.46  6 稲垣    舞(2) 北翔大    12.55  7 槙    涼奈(3) 帯広南町中    12.73   仙座  圭乃(3) 北海高

北海道 北海道 北海道 北海道
女子  7/16 -0.2  1 佐々木菜緒(3) 北海高    24.54  2 島田  雪菜 北海道ﾊｲﾃｸAC    24.60  3 臼井  文音(4) 立命館大    25.15  4 石田  真夕(3) 北海道栄高    25.63

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 山崎  心愛(3) 音更共栄中    25.91  6 志田  美月(1) 立命館慶祥高    26.48  7 佐藤  陽向(3) 札幌大谷高    26.73   杉山  晏菜(2) 立命館慶祥高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
女子  7/17 1組  1 見澤  萌栞(3) 札幌南高    42.14  2 佐﨑    奏(3) 恵庭北高    44.00  3 工藤  実桜(1) 遺愛女子高    44.83  4 春名  凜子(3) 釧路北中    45.08

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 相模  菜穂(1) 釧路北陽高    45.09   倉谷  紗鳥(2) 釧路江南高 棄権   神田  琉杏(2) 立命館慶祥高 棄権   佐々木菜緒(3) 北海高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
2組  1 杉山  晏菜(2) 立命館慶祥高    42.16  2 齊藤  美優(2) 小樽潮陵高    42.56  3 菅原  美優(2) 旭川龍谷高    43.81  4 佐久間衣月(3) 釧路北中    44.51

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 嵯峨  千寛(3) 釧路北中    45.32   原    すず(3) 岩見沢東高 棄権   鮫澤  聖香(3) 恵庭北高 棄権   谷田  煌里(3) 森江陸上塾 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
女子  7/17  1 池田  朱桜(3) 北翔大    58.41  2 才川  千陽(3) 北海高    59.13  3 髙橋  萌生(2) 帯広南商業高    59.80  4 山田美沙希(3) 北翔大    59.84

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 立野  夢咲(2) 北海高  1:00.58  6 菊地  妃華(1) 旭川大高  1:01.71  7 横山    詩(2) 函館大妻高  1:02.43  8 太田  愛菜(2) 札幌大  1:02.79

北海道 北海道 北海道 北海道
女子  7/16  1 戸井田美空(3) 北教大岩見沢  2:10.90  2 吉田紗奈江 DohokuAthleteClub 2:15.56  3 上西  彩未(3) 立命館慶祥高  2:16.09  4 始関  千華(2) 札幌南高  2:17.78

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 山田美沙希(3) 北翔大  2:18.51  6 井内  千尋(1) 札幌日大高  2:21.53  7 小林美夕菜(3) 旭川東高  2:23.45  8 中橋  奏瑛(2) 帯広緑園中  2:24.58

北海道 北海道 北海道 北海道
女子  7/17  1 益塚    稀(2) 旭川龍谷高  4:36.53  2 始関  千華(2) 札幌南高  4:40.76  3 戸井田美空(3) 北教大岩見沢  4:45.23  4 塩原叶々愛(2) 旭川龍谷高  4:45.32

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 佐藤  理子 釧路地方陸協  4:51.15  6 清水  華穂(2) 釧路湖陵高  4:53.61  7 松本  夢来(3) 函館大妻高  4:54.12  8 二色  悠楽(2) 旭川龍谷高  4:54.31

北海道 北海道 北海道 北海道
 9 髙岡  美桜(J3) 登別明日中  5:06.28   藤田  柚希(1) 旭川龍谷高 棄権   吉田紗奈江 DohokuAthleteClub棄権   丸山  琴音(2) 旭川龍谷高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
女子  7/16  1 寺島  優奈 ﾎｸﾚﾝ 16:41.12  2 清水  美穂 ﾎｸﾚﾝ 16:44.65  3 菊地  優子 ﾎｸﾚﾝ 17:24.21  4 杉本  麗奈(3) 北教大岩見沢 19:42.27

北海道 北海道 北海道 北海道
女子  7/16 -0.2  1 村岡  柊有 北海道ﾊｲﾃｸAC    13.64  2 納村  琉愛(3) 北海道栄高    14.04  3 髙橋友紀子 DohokuAthleteClub   14.14  4 中山  璃子(2) 環太平洋大    14.53

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 坂東    凜(3) 北海高    14.60  6 馬場  歩果(3) 武修館高    14.88  7 岡田  結愛(1) 甲南大    14.96   芝田  愛花(4) 環太平洋大 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
女子  7/16  1 鈴木  彩絢(2) 釧路湖陵高  1:06.31  2 青柳  眞子(2) 立命館慶祥高  1:06.66  3 神保  妃里(2) 恵庭南高  1:07.68  4 谷脇  愛珠(2) 立命館慶祥高  1:09.06

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 持丸  未歩(2) 旭川大高  1:09.16  6 朝野  愛加(3) 北海道栄高  1:09.23  7 山下  凛子(2) 札幌啓成高  1:10.19  8 萬屋  天音(2) 札幌旭丘高  1:10.83

北海道 北海道 北海道 北海道
女子  7/17  1 林    理紗 東京陸協    44.97  2 南畑  万葉(3) 恵庭南高    47.13  3 青柳  眞子(2) 立命館慶祥高    48.20  4 谷脇  愛珠(2) 立命館慶祥高    48.70

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 本田  春希(3) 北海道栄高    48.77  6 嵐    月乃(3) 釧路江南高    50.00   横山  彩音(3) 帯広農業高 棄権

北海道 北海道 北海道
女子  7/17  1 永井  優会(1) 金沢学院大 48:18.00  2 大村由莉香 札幌陸協 51:54.68  3 伊藤  朱里(3) 釧路湖陵高 56:55.42  4 橋本  未来(3) 北翔大 57:08.20

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 大泉    柊(2) 札幌白石高 00:02.46  6 飴    麻帆(3) 釧路湖陵高 00:59.42   芳賀  天音(2) 札幌北高 失格   田口  晴海(3) 札幌北高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
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開催日 リレー種目・[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 第９５回北海道陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [22501000] ﾄﾗｯｸ審判長  戸塚　信

競技場名 帯広の森陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012100] 記録主任    西田　昌彦

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
女子  7/16 1組     1 北海道栄高 北海道 堀下  結愛(2) 納村  琉愛(3) 石田  真夕(3) 武田愛結花(2)       48.19           

    2 北海高B 北海道 小林ゆづき(1) 笠原  葵璃(1) 髙橋  夏翠(2) 杉浦ｾﾘﾅ(2)       49.27           
    3 札幌大谷高 北海道 遠藤  聖女(2) 小田  葉月(3) 佐藤  陽向(3) 南  明里沙(3)       49.88           
    4 帯広南町中 北海道 上妻  咲桜(1) 槙    涼奈(3) 山根  楓來(2) 槙    杏奈(3)       50.77           
    5 大谷室蘭高 北海道 須崎  陽菜(3) 西野  杏梨(3) 田中  胡桃(3) 菊地  紗花(1)       50.87           
    6 北星大附属高 北海道 結城  帆南(3) 北川さくら(3)       52.85           
    7 栗山中 北海道 青木  美姫(3) 須郷  沙花(3) 廣岡  桜花(3) 堀    葉月(3)       53.35           

2組     1 立命館慶祥高 北海道 土谷  花織(1) 山崎    桜(1) 神田  琉杏(2) 杉山  晏菜(2)       48.77           
    2 武修館高 北海道 馬場  歩果(3) 中塚  和花(3) 鈴木さくら(3) 菊池妃菜希(3)       49.60           
    3 北教大岩見沢 北海道 長田  裕香(1) 中村    陽(1) 能戸  美乃(1) 若松  亜美(3)       49.75           
    4 札幌西高 北海道 下田  ゆめ(1) 福丸  真央(2) 津川歩乃梨(2) 中村  百伽(1)       51.55           
    5 森江陸上塾 北海道 岩本  穂花(3) 谷田  煌里(3) 林    夏妃(2) 小関  亜子(2)       51.75           
     札幌月寒高 北海道 棄権      

3組     1 白樺学園高 北海道 山口  梨乃(2) 澤村  愛花(3) 高橋  紅羽(2) 船見さくら(3)       48.81           
    2 北海道大 北海道 山寺    柊(1) 入江  明歩(3) 松林あかね(M1) 尾崎  里帆(M2)       49.34           
    3 恵庭北高 北海道 盛田  侑鈴(2) 工藤    凜(2) 鮫澤  聖香(3) 佐﨑    奏(3)       49.57           
    4 恵庭南高 北海道 橋本  飛香(1) 本田  めみ(3) 南畑  万葉(3) 諸澤  愛琉(3)       50.92           
    5 羽幌高 北海道 鎌田  菜月(1) 平山  華音(2) 佐藤  苺那(2) 二平  杏紗(3)       53.01           
    6 釧路江南高 北海道 森田  桃羽(1) 宮崎  恭佳(1) 涌嶋  琴美(1) 鈴木  瞳月(3)       56.02           

4組     1 北海高 北海道 北間  玲奈(3) 仙座  圭乃(3) 坂東    凜(3) 佐々木菜緒(3)       48.01           
    2 北翔大 北海道 池田  朱桜(3) 古田    楓(3) 稲垣    舞(2) 山崎  愛結(4)       48.14           
    3 旭川大高 北海道 菅  望莉愛(3) 大沢  瑠華(3) 田野    葵(1) 松本  優那(1)       50.17           
    4 旭川龍谷高 北海道 岸    菜月(1) 須藤ひなた(2) 東    優和(2) 菅原  美優(2)       51.07           
    5 釧路北陽高 北海道 鈴木  眞琴(2) 鈴木  彩芭(2) 高橋  和花(2) 水野    琳(3)       52.52           
     札幌光星高 北海道 棄権      

チーム名 競技者名１

４×１００ｍ



開催日 リレー種目・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 第９５回北海道陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [22501000] ﾄﾗｯｸ審判長  戸塚　信

競技場名 帯広の森陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012100] 記録主任    西田　昌彦

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
女子  7/16     1 北海道栄高 北海道 堀下  結愛(2) 納村  琉愛(3) 石田  真夕(3) 武田愛結花(2)       47.37           

    2 北翔大 北海道 池田  朱桜(3) 古田    楓(3) 稲垣    舞(2) 山崎  愛結(4)       47.99           
    3 白樺学園高 北海道 山口  梨乃(2) 澤村  愛花(3) 高橋  紅羽(2) 船見さくら(3)       48.67           
    4 北海道大 北海道 山寺    柊(1) 入江  明歩(3) 松林あかね(M1) 尾崎  里帆(M2)       49.46           
    5 北海高B 北海道 小林ゆづき(1) 笠原  葵璃(1) 髙橋  夏翠(2) 杉浦ｾﾘﾅ(2)       49.46           
    6 恵庭北高 北海道 盛田  侑鈴(2) 工藤    凜(2) 鮫澤  聖香(3) 佐﨑    奏(3)       49.58           
     北海高 北海道 北間  玲奈(3) 仙座  圭乃(3) 坂東    凜(3) 佐々木菜緒(3) 棄権      
     立命館慶祥高 北海道 土谷  花織(1) 山崎    桜(1) 神田  琉杏(2) 杉山  晏菜(2) 棄権      

女子  7/17     1 Dohoku Athlete Club 北海道 髙橋友紀子 吉田紗奈江 豊澤みどり 飯田  望見     4:03.92           
    2 北海高B 北海道 笠原  葵璃(1) 立野  夢咲(2) 小林ゆづき(1) 加藤  美涼(2)     4:04.66           
    3 旭川大高 北海道 持丸  未歩(2) 菊地  妃華(1) 田野    葵(1) 松本  優那(1)     4:07.39           
    4 北海道栄高 北海道 朝野  愛加(3) 武田愛結花(2) 中谷  玲唯(1) 髙桑  由奈(1)     4:15.91           
    5 札幌大谷高 北海道 澤田    葵(2) 仲條  紗菜(2) 山口  彩羽(3) 遠藤  聖女(2)     4:22.42           
    6 釧路江南高 北海道 涌嶋  琴美(1) 森田  桃羽(1) 宮崎  恭佳(1) 嵐    月乃(3)     4:25.70           
    7 札幌南高 北海道 岡本  七夏(2) 石川    葵(1) 兼松  芽生(1) 始関  千華(2)     4:29.91           

チーム名 競技者名１

４×１００ｍ
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開催日 フィールド種目・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 第９５回北海道陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [22501000] 跳躍審判長  野村　勉
投てき審判長大道　裕昭

競技場名 帯広の森陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012100] 記録主任    西田　昌彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
女子  7/17  1 中村  詠美(3) 北翔大    1.60  2 京谷  萌子 北海道ﾊｲﾃｸAC    1.60  3 松原  琴音(2) 東海大北海道    1.55  4 山口  虹羽(3) 北海高    1.50

北海道 北海道 北海道 北海道
 4 本間  渚彩(2) 札幌北高    1.50  4 奥山  優月(2) 恵庭北高    1.50  7 山崎    桜(1) 立命館慶祥高    1.50  8 杉本  玲奈(2) 網走南ｹ丘高    1.45

北海道 北海道 北海道 北海道
 8 中本咲里耶(3) 旭川大高    1.45  8 藤野  夏帆(3) 北教大函館    1.45 11 林    葵衣(1) 札幌藻岩高    1.45 11 渡辺  華珠(2) 苫小牧東高    1.45

北海道 北海道 北海道 北海道
13 佐伯  亜子(2) 北見緑陵高    1.45 13 畠山  紅杏(1) 旭川大高    1.45   高井  梨瑚(3) 函館亀田中 記録なし   宮下  葵葉(3) 八雲高 記録なし

北海道 北海道 北海道 北海道
  澤向  美樹(1) 幕別清陵高 記録なし   南条この葉(3) 函館湯川中 記録なし   伊藤  凛音(1) 北見北斗高 記録なし   新津  咲羅(3) 足寄高 記録なし

北海道 北海道 北海道 北海道
  武修館高 記録なし   窪田  梨乃(3) 旭川大高 棄権   楠美  瑠唯(2) 岩内高 棄権   吉田  麗乃(1) 釧路江南高 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
  楠本    柚(3) 札幌大谷高 棄権

北海道
女子  7/17  1 若松  亜美(3) 北教大岩見沢    3.80  2 宮本希梨花 札幌陸協    3.30  3 小野寺萌華(1) 同志社大    3.20  4 引地  良奈(4) 北教大岩見沢    3.00

北海道 北海道 北海道 北海道
 5 佐藤  絢音(3) 北翔大    3.00  6 内藤  琉杏(3) 帯広三条高    2.80  7 坂本  瑞樹(3) 檜山北高    2.70  7 鈴木  瞳月(3) 釧路江南高    2.70

北海道 北海道 北海道 北海道
 9 七尾  桃夢(3) 滝川高    2.70 10 太田  朱俐(1) 滝川高    2.70 11 鈴木ちひろ(2) 札幌東商業高    2.60   氏家  優萠(2) 札幌あすかぜ高 記録なし

北海道 北海道 北海道 北海道
  永本  文香(2) 網走南ｹ丘高 記録なし   倉谷  紗鳥(2) 釧路江南高 棄権   杉本  玲奈(2) 網走南ｹ丘高 棄権   寺澤  碧凜(J3) ｵﾎｰﾂｸAC(中学) 棄権

北海道 北海道 北海道 北海道
  市川  日向(2) 石狩南高 棄権   吉田  麗乃(1) 釧路江南高 棄権

北海道 北海道
女子  7/16  1 小玉  葵水(4) 東海大北海道    5.83  2 尾崎  里帆(M2) 北海道大    5.78  3 大越  梨聖(2) 中央大    5.70  4 神田  琉杏(2) 立命館慶祥高    5.39

北海道  +1.1 北海道  +0.7 北海道  +0.9 北海道  +0.0
 5 長田  裕香(1) 北教大岩見沢    5.37  6 蓑口  あい(1) 立命館慶祥高    5.28  7 須藤ひなた(2) 旭川龍谷高    5.28  8 小田  葉月(3) 札幌大谷高    5.27

北海道  +0.8 北海道  +0.8 北海道  +0.9 北海道  +0.2
 9 山田みいの(2) 旭川大高    5.21 10 髙橋  美月(3) 室蘭栄高    5.16 11 堀下  結愛(2) 北海道栄高    5.14 12 山寺    柊(1) 北海道大    5.12

北海道  +1.0 北海道  +0.7 北海道  +1.5 北海道  +0.6
13 渡邊  夏鈴(3) 筑波大    5.07 14 髙村  莉夢(3) 函館大妻高    5.06 15 石川    綴(2) 旭川大高    5.03 16 茂利  芽依(2) 上川中    5.01

北海道  +0.5 北海道  +1.5 北海道  +0.5 北海道  +1.4
17 桒島  瑚子(3) 帯広柏葉高    5.00 18 坂下  琉菜(1) 札幌国際情報高    5.00 19 小野寺鈴華(3) 釧路明輝高    4.99 20 畠山このみ(1) 立命館慶祥高    4.96

北海道  +0.7 北海道  +0.6 北海道  +1.1 北海道  +0.6
21 大西    杏(4) 北翔大    4.96 22 日野  咲夢(3) 小樽桜陽高    4.95 23 橋本  飛香(1) 恵庭南高    4.93 24 砂田  愛実(2) 白樺学園高    4.92

北海道  +0.6 北海道  +0.5 北海道  +0.4 北海道  +0.5
25 改元    希(2) 網走南ｹ丘高    4.88 26 山根  楓來(2) 帯広南町中    4.87 27 野村  心葉(1) 白樺学園高    4.85 28 入山  夏帆(3) 京極中    4.84

北海道  +1.3 北海道  +1.0 北海道  +0.7 北海道  +1.7
29 船見さくら(3) 白樺学園高    4.82 30 下田  ゆめ(1) 札幌西高    4.79 31 髙桑  由奈(1) 北海道栄高    4.72 32 大西    凛(1) 立命館慶祥高    4.70

北海道  -0.1 北海道  -0.3 北海道  +1.0 北海道  +0.2
33 二平  杏紗(3) 羽幌高    4.68 34 佐藤  愛夕(3) 網走南ｹ丘高    4.66 35 渡部  桜音(3) 釧路共栄中    4.65 36 坂    有花(3) 大谷室蘭高    4.63

北海道  +0.2 北海道  +0.8 北海道  +0.8 北海道  +0.7
37 笠原  優来(2) 北見北斗高    4.61 38 村上  綺音(1) 旭川北高    4.49   秋山  桜花(2) 北翔大 棄権   千葉紅美和(2) 立命館慶祥高 棄権

北海道  +1.8 北海道  +1.2 北海道  北海道  
  井村　結愛(1) 白樺学園高 棄権   山田  愛咲(1) 北海高 棄権   蝦名  涼花(3) 旭川大高 棄権   水野    琳(3) 釧路北陽高 棄権

北海道  北海道  北海道  北海道  
  桑原　　燿(1) 白樺学園高 棄権

北海道  

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳

棒高跳

走幅跳



開催日 フィールド種目・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 第９５回北海道陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [22501000] 跳躍審判長  野村　勉
投てき審判長大道　裕昭

競技場名 帯広の森陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012100] 記録主任    西田　昌彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

女子  7/17  1 菊地ひかり(4) 東海大北海道   12.06  2 須藤ひなた(2) 旭川龍谷高   11.29  3 堀下  結愛(2) 北海道栄高   11.26  4 佐藤  愛夕(3) 網走南ｹ丘高   11.03
北海道  +1.7 北海道  +1.0 北海道  +0.8 北海道  +1.2

 5 菊池  藍花(2) 小樽水産高   10.93  6 中田  里桜(3) 日本女子体育大   10.87  7 船見さくら(3) 白樺学園高   10.82  8 井村　結愛(1) 白樺学園高   10.82
北海道  +0.8 北海道  +0.7 北海道  +0.5 北海道  +1.2

 9 下田  ゆめ(1) 札幌西高   10.62 10 坂下  琉菜(1) 札幌国際情報高   10.57 11 中本咲里耶(3) 旭川大高   10.56 12 桒島  瑚子(3) 帯広柏葉高   10.56
北海道  +0.9 北海道  +0.7 北海道  -0.1 北海道  +0.7

13 千葉紅美和(2) 立命館慶祥高   10.47 14 髙野  夕奈(3) 網走南ｹ丘高   10.45 15 小野寺鈴華(3) 釧路明輝高   10.40 16 改元    希(2) 網走南ｹ丘高   10.35
北海道  +1.2 北海道  +1.4 北海道  +0.8 北海道  +0.4

17 結城  帆南(3) 北星大附属高   10.33 18 松田  果蓮(3) 立命館慶祥高   10.23 19 楠美  瑠唯(2) 岩内高   10.11 20 小田  葉月(3) 札幌大谷高    9.74
北海道  +0.8 北海道  +0.5 北海道  +0.9 北海道  +0.7

21 井内  芽生(2) 札幌東高    9.72 22 髙桑  由奈(1) 北海道栄高    9.66   佐藤    萌(2) 倶知安高 記録なし   安本  嶺杏(3) 札幌北高 棄権
北海道  +0.7 北海道  +0.6 北海道  北海道  

  西村  陽楠(3) 恵庭南高 棄権   蝦名  涼花(3) 旭川大高 棄権   桑原　　燿(1) 白樺学園高 棄権   蓑口  あい(1) 立命館慶祥高 棄権
北海道  北海道  北海道  北海道  

女子  7/16  1 久保田亜由(3) 九州共立大   14.52  2 辻    茉侑(3) 函館大妻高   12.88  3 泊澤まりか(2) 札幌大   11.62  4 山内沙耶佳(4) 札幌大   10.72
北海道 GR 北海道 北海道 北海道

 5 湯浅    宝(1) 札幌大   10.53  6 川村  羽海(1) 幕別清陵高   10.41  7 東    侑亜(2) 札幌大谷高   10.37  8 池田  侑未(3) 札幌大谷高   10.13
北海道 北海道 北海道 北海道

 9 岡    遥瀬(3) 北星大附属高   10.01 10 多田  悠理(2) 深川西高    9.78 11 野村  采加(2) 旭川大高    9.40 12 相馬  夏好(1) 北見藤高    9.32
北海道 北海道 北海道 北海道

13 中島  愛梨(1) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ    8.41 14 前畑  星奈(1) 釧路江南高    8.22   鳥山  紗衣(3) 北広島高 棄権   西山  藍那(3) 筑波大 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

  渡辺  優花(3) 大谷室蘭高 棄権
北海道

女子  7/17  1 西山  藍那(3) 筑波大   47.23  2 川村  羽海(1) 幕別清陵高   39.29  3 辻    茉侑(3) 函館大妻高   36.13  4 中島  愛梨(1) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ   34.10
北海道 GR 北海道 北海道 北海道

 5 長谷川  楓 札大AC   33.96  6 泊澤まりか(2) 札幌大   31.52  7 多田  悠理(2) 深川西高   31.15  8 炭野    桜 ｵﾎｰﾂｸAC   30.69
北海道 北海道 北海道 北海道

 9 渡辺  優花(3) 大谷室蘭高   30.51 10 岡    遥瀬(3) 北星大附属高   30.30 11 小坂実有理(3) 旭川医科大   29.78 12 栁澤  羽那(2) 札幌藻岩高   29.77
北海道 北海道 北海道 北海道

13 木戸さくら(3) 立命館慶祥高   28.75 14 片桐    蘭(1) 札幌大   27.90 15 原田  玲杏(3) 美唄聖華高   27.75 16 笹原  美砂(2) 美唄尚栄高   27.67
北海道 北海道 北海道 北海道

17 佐々木愛莉(3) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ   27.16 18 野澤星南美(2) 札幌啓成高   26.93 19 池田  侑未(3) 札幌大谷高   25.82 20 藤谷  凛子(3) 札幌大谷高   25.43
北海道 北海道 北海道 北海道

21 中島  花奏(2) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ   25.07 22 前畑  星奈(1) 釧路江南高   21.80
北海道 北海道

女子  7/16  1 宮崎  奈月(4) 旭川医科大   45.91  2 白石    光(3) 北見藤高   40.31  3 中西  麻実(3) 北教大旭川   38.06  4 相馬  夏好(1) 北見藤高   36.87
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 小熊美香莉(3) 苫小牧東高   35.50  6 小松  夏歩(3) 小樽潮陵高   35.50  7 松本  萌加(3) 東海大札幌   35.30  8 小石川恋歌(2) 恵庭北高   35.08
北海道 北海道 北海道 北海道

 9 山下  華那(2) 北星学園大   32.89 10 金谷  蓮美 白樺AC   30.47 11 駒木    空(3) 砂川高   29.30 12 石川  小夏(3) 伊達緑丘高   28.32
北海道 北海道 北海道 北海道

  土田  萌結(3) 北広島高 棄権   竹ヶ原美輝(2) 釧路北陽高 棄権
北海道 北海道

女子  7/16  1 加藤  理華(3) 流通経済大   47.13  2 鈴木  芽生(1) 札幌大   44.93  3 阿部  冬彩 釧路地方陸協   44.79  4 齊藤  成美(M1) 順天堂大   42.74
北海道 北海道 北海道 北海道

 5 帰山  知里(1) 札幌大   40.55  6 小石川恋歌(2) 恵庭北高   39.35  7 澤向  美樹(1) 幕別清陵高   39.15  8 西岡  優希(2) 幕別清陵高   37.22
北海道 北海道 北海道 北海道

 9 木戸  すず(3) 恵庭南高   29.64 10 渡邊  京香(3) 立命館慶祥高   29.04 11 但田  風花(2) 石狩南高   28.98 12 武下  楽菜(3) 北星大附属高   28.97
北海道 北海道 北海道 北海道

13 津田  美咲(3) 遠軽高   27.20   長田  姫奈(2) 静内高 棄権   片川  芽生(3) 雄武高 棄権   佐澤  奏音(2) 北翔大 棄権
北海道 北海道 北海道 北海道

  鳥山  紗衣(3) 北広島高 棄権
北海道

ハンマー投

三段跳

砲丸投

円盤投

やり投



開催日 混成競技記録表   得点表  （男子・[女子]） 七種競技  七種競技

陸協名 北海道 [1] 競技会名 第９５回北海道陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [22501000] 混成審判長  中田　光哉

競技場名 帯広の森陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012100] 記録主任    西田　昌彦

  378   335    54   213   353   154    64   174   157
小澤  菜月(2) 白石    光(3) 津川歩乃梨(2) 釜澤  歩果(2) 佐藤  真夢(4) 佐藤真由香(2) 岩木  友香(2) 西脇江里子(2) 松田  果蓮(3)
北翔大 北見藤高 札幌西高 旭川大高 札幌国際大 札幌西陵高 札幌国際情報高 札幌東高 立命館慶祥高
北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道

100mH    15.41   788    16.95   602    16.34   673    16.21   689    16.92   606    16.65   637    18.39   449    17.16   579      DNS      
  (-0.4)   788   (-0.4)   602   (-0.4)   673   (-0.4)   689   (-0.4)   606   (-0.4)   637   (-0.4)   449   (-0.4)   579         

H.J     1.46   577     1.43   544     1.40   512     1.35   460     1.55   678     1.35   460     1.43   544     1.30   409             0
         1365          1146          1185          1149          1284          1097           993           988             0

SP     8.93   460    10.20   543     7.46   365     7.94   395     7.40   361     8.21   413     7.48   366     6.94   331      DNS      
         1825          1689          1550          1544          1645          1510          1359          1319         

200m    26.28   773    30.74   432    27.82   645    27.40   679    26.84   725    28.27   610    28.72   575    29.34   529              
  (+1.1)  2598   (+1.1)  2121   (+1.1)  2195   (+1.1)  2223   (+1.1)  2370   (+1.1)  2120   (+1.1)  1934   (+1.1)  1848         

1日目得点  2598  2121  2195  2223  2370  2120  1934  1848      
順位     1     5     4     3     2     6     7     8  1000
LJ     5.00   559     4.28   374     4.83   514     4.32   384     5.39   668     4.67   472     4.12   336     4.41   406      DNS      

  (+0.7)   559   (+1.2)   374   (+0.9)   514   (+1.3)   384   (+0.8)   668   (+1.3)   472   (+1.3)   336   (-0.5)   406         
JT    39.74   662    40.23   672    23.73   358    18.60   263    24.13   366    24.75   378    21.36   314    21.95   325      DNS      

         1221          1046           872           647          1034           850           650           731         
800m  2:37.90   597  2:32.22   665  2:30.32   689  2:34.13   642      DNS       2:59.93   366  2:36.47   614  2:40.94   562              

         1818          1711          1561          1289                  1216          1264          1293         
2日目得点  1818  1711  1561  1289  1034  1216  1264  1293
総得点  4416  3832  3756  3512  3404  3336  3198  3141      
順位     1     2     3     4     5     6     7     8



招集所審判長 関口　勝彦
ｽﾀｰﾄ審判長 安田　吉晴
ﾄﾗｯｸ審判長 戸塚　信

【開催日】 投てき審判長 大道　裕昭

【主催団体】 決勝記録一覧表 跳躍審判長 野村　勉
(GR:大会新) 女  子 【競技場】帯広の森陸上競技場

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

 7/17 七種競技 小澤  菜月(2) 4416 白石    光(3) 3832 津川歩乃梨(2) 3756 釜澤  歩果(2) 3512 佐藤  真夢(4) 3404 佐藤真由香(2) 3336 岩木  友香(2) 3198 西脇江里子(2) 3141
七種競技 北海道･北翔大 北海道･北見藤高 北海道･札幌西高 北海道･旭川大高 北海道･札幌国際大 北海道･札幌西陵高 北海道･札幌国際情報高 北海道･札幌東高

 7/17 女子  +0.5 石堂  陽奈(2) 11.92 鮫澤  聖香(3) 12.15 臼井  文音(4) 12.22 村岡  柊有 12.41 髙橋友紀子 12.46 稲垣    舞(2) 12.55 槙    涼奈(3) 12.73
１００ｍ 北海道･環太平洋大 北海道･恵庭北高 北海道･立命館大 北海道･北海道ﾊｲﾃｸAC 北海道･DohokuAthleteClu 北海道･北翔大 北海道･帯広南町中

 7/16  -0.2 佐々木菜緒(3) 24.54 島田  雪菜 24.60 臼井  文音(4) 25.15 石田  真夕(3) 25.63 山崎  心愛(3) 25.91 志田  美月(1) 26.48 佐藤  陽向(3) 26.73
２００ｍ 北海道･北海高 北海道･北海道ﾊｲﾃｸAC 北海道･立命館大 北海道･北海道栄高 北海道･音更共栄中 北海道･立命館慶祥高 北海道･札幌大谷高

 7/17 見澤  萌栞(3) 42.14 杉山  晏菜(2) 42.16 齊藤  美優(2) 42.56 菅原  美優(2) 43.81 佐﨑    奏(3) 44.00 佐久間衣月(3) 44.51 工藤  実桜(1) 44.83 春名  凜子(3) 45.08
３００ｍ 北海道･札幌南高 北海道･立命館慶祥高 北海道･小樽潮陵高 北海道･旭川龍谷高 北海道･恵庭北高 北海道･釧路北中 北海道･遺愛女子高 北海道･釧路北中

 7/17 池田  朱桜(3) 58.41 才川  千陽(3) 59.13 髙橋  萌生(2) 59.80 山田美沙希(3) 59.84 立野  夢咲(2) 1:00.58 菊地  妃華(1) 1:01.71 横山    詩(2) 1:02.43 太田  愛菜(2) 1:02.79
４００ｍ 北海道･北翔大 北海道･北海高 北海道･帯広南商業高 北海道･北翔大 北海道･北海高 北海道･旭川大高 北海道･函館大妻高 北海道･札幌大

 7/16 戸井田美空(3) 2:10.90 吉田紗奈江 2:15.56 上西  彩未(3) 2:16.09 始関  千華(2) 2:17.78 山田美沙希(3) 2:18.51 井内  千尋(1) 2:21.53 小林美夕菜(3) 2:23.45 中橋  奏瑛(2) 2:24.58
８００ｍ 北海道･北教大岩見沢 北海道･DohokuAthleteClu 北海道･立命館慶祥高 北海道･札幌南高 北海道･北翔大 北海道･札幌日大高 北海道･旭川東高 北海道･帯広緑園中

 7/17 益塚    稀(2) 4:36.53 始関  千華(2) 4:40.76 戸井田美空(3) 4:45.23 塩原叶々愛(2) 4:45.32 佐藤  理子 4:51.15 清水  華穂(2) 4:53.61 松本  夢来(3) 4:54.12 二色  悠楽(2) 4:54.31
１５００ｍ 北海道･旭川龍谷高 北海道･札幌南高 北海道･北教大岩見沢 北海道･旭川龍谷高 北海道･釧路地方陸協 北海道･釧路湖陵高 北海道･函館大妻高 北海道･旭川龍谷高

 7/16 寺島  優奈 16:41.12 清水  美穂 16:44.65 菊地  優子 17:24.21 杉本  麗奈(3) 19:42.27
５０００ｍ 北海道･ﾎｸﾚﾝ 北海道･ﾎｸﾚﾝ 北海道･ﾎｸﾚﾝ 北海道･北教大岩見沢

 7/16  -0.2 村岡  柊有 13.64 納村  琉愛(3) 14.04 髙橋友紀子 14.14 中山  璃子(2) 14.53 坂東    凜(3) 14.60 馬場  歩果(3) 14.88 岡田  結愛(1) 14.96
１００ｍＨ 北海道･北海道ﾊｲﾃｸAC 北海道･北海道栄高 北海道･DohokuAthleteClu 北海道･環太平洋大 北海道･北海高 北海道･武修館高 北海道･甲南大

 7/16 鈴木  彩絢(2) 1:06.31 青柳  眞子(2) 1:06.66 神保  妃里(2) 1:07.68 谷脇  愛珠(2) 1:09.06 持丸  未歩(2) 1:09.16 朝野  愛加(3) 1:09.23 山下  凛子(2) 1:10.19 萬屋  天音(2) 1:10.83
４００ｍＨ 北海道･釧路湖陵高 北海道･立命館慶祥高 北海道･恵庭南高 北海道･立命館慶祥高 北海道･旭川大高 北海道･北海道栄高 北海道･札幌啓成高 北海道･札幌旭丘高

 7/17 林    理紗 44.97 南畑  万葉(3) 47.13 青柳  眞子(2) 48.20 谷脇  愛珠(2) 48.70 本田  春希(3) 48.77 嵐    月乃(3) 50.00
３００ｍＨ 北海道･東京陸協 北海道･恵庭南高 北海道･立命館慶祥高 北海道･立命館慶祥高 北海道･北海道栄高 北海道･釧路江南高

 7/17 永井  優会(1) 48:18.00 大村由莉香 51:54.68 伊藤  朱里(3) 56:55.42 橋本  未来(3) 57:08.20 大泉    柊(2) 1:00:02.46 飴    麻帆(3) 1:00:59.42
10000m競歩 北海道･金沢学院大 北海道･札幌陸協 北海道･釧路湖陵高 北海道･北翔大 北海道･札幌白石高 北海道･釧路湖陵高

 7/17 中村  詠美(3) 1.60 京谷  萌子 1.60 松原  琴音(2) 1.55 山口  虹羽(3) 北海道･北海高 1.50 山崎    桜(1) 1.50 杉本  玲奈(2) 1.45
走高跳 北海道･北翔大 北海道･北海道ﾊｲﾃｸAC 北海道･東海大北海道 本間  渚彩(2) 北海道･札幌北高 北海道･立命館慶祥高 北海道･網走南ｹ丘高

奥山  優月(2) 北海道･恵庭北高 中本咲里耶(3)
北海道･旭川大高
藤野  夏帆(3)
北海道･北教大函館

 7/17 若松  亜美(3) 3.80 宮本希梨花 3.30 小野寺萌華(1) 3.20 引地  良奈(4) 3.00 佐藤  絢音(3) 3.00 内藤  琉杏(3) 2.80 坂本  瑞樹(3) 北海道･檜山北高 2.70
棒高跳 北海道･北教大岩見沢 北海道･札幌陸協 北海道･同志社大 北海道･北教大岩見沢 北海道･北翔大 北海道･帯広三条高 鈴木  瞳月(3) 北海道･釧路江南高

 7/16 小玉  葵水(4) 5.83(+1.1) 尾崎  里帆(M2) 5.78(+0.7) 大越  梨聖(2) 5.70(+0.9) 神田  琉杏(2) 5.39(+0.0) 長田  裕香(1) 5.37(+0.8) 蓑口  あい(1) 5.28(+0.8) 須藤ひなた(2) 5.28(+0.9) 小田  葉月(3) 5.27(+0.2)
走幅跳 北海道･東海大北海道 北海道･北海道大 北海道･中央大 北海道･立命館慶祥高 北海道･北教大岩見沢 北海道･立命館慶祥高 北海道･旭川龍谷高 北海道･札幌大谷高

 7/17 菊地ひかり(4) 12.06(+1.7) 須藤ひなた(2) 11.29(+1.0) 堀下  結愛(2) 11.26(+0.8) 佐藤  愛夕(3) 11.03(+1.2) 菊池  藍花(2) 10.93(+0.8) 中田  里桜(3) 10.87(+0.7) 船見さくら(3) 10.82(+0.5) 井村　結愛(1) 10.82(+1.2)
三段跳 北海道･東海大北海道 北海道･旭川龍谷高 北海道･北海道栄高 北海道･網走南ｹ丘高 北海道･小樽水産高 北海道･日本女子体育大 北海道･白樺学園高 北海道･白樺学園高

 7/16 久保田亜由(3) 14.52 辻    茉侑(3) 12.88 泊澤まりか(2) 11.62 山内沙耶佳(4) 10.72 湯浅    宝(1) 10.53 川村  羽海(1) 10.41 東    侑亜(2) 10.37 池田  侑未(3) 10.13
砲丸投 北海道･九州共立大 GR 北海道･函館大妻高 北海道･札幌大 北海道･札幌大 北海道･札幌大 北海道･幕別清陵高 北海道･札幌大谷高 北海道･札幌大谷高

 7/17 西山  藍那(3) 47.23 川村  羽海(1) 39.29 辻    茉侑(3) 36.13 中島  愛梨(1) 34.10 長谷川  楓 33.96 泊澤まりか(2) 31.52 多田  悠理(2) 31.15 炭野    桜 30.69
円盤投 北海道･筑波大 GR 北海道･幕別清陵高 北海道･函館大妻高 北海道･厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 北海道･札大AC 北海道･札幌大 北海道･深川西高 北海道･ｵﾎｰﾂｸAC

 7/16 宮崎  奈月(4) 45.91 白石    光(3) 40.31 中西  麻実(3) 38.06 相馬  夏好(1) 36.87 小熊美香莉(3) 35.50 小松  夏歩(3) 35.50 松本  萌加(3) 35.30 小石川恋歌(2) 35.08
やり投 北海道･旭川医科大 北海道･北見藤高 北海道･北教大旭川 北海道･北見藤高 北海道･苫小牧東高 北海道･小樽潮陵高 北海道･東海大札幌 北海道･恵庭北高

 7/16 加藤  理華(3) 47.13 鈴木  芽生(1) 44.93 阿部  冬彩 44.79 齊藤  成美(M1) 42.74 帰山  知里(1) 40.55 小石川恋歌(2) 39.35 澤向  美樹(1) 39.15 西岡  優希(2) 37.22
ハンマー投 北海道･流通経済大 北海道･札幌大 北海道･釧路地方陸協 北海道･順天堂大 北海道･札幌大 北海道･恵庭北高 北海道･幕別清陵高 北海道･幕別清陵高

 7/16 北海道･北海道栄高      47.37 北海道･北翔大       47.99 北海道･白樺学園高      48.67 北海道･北海道大      49.46 北海道･北海高B       49.46 北海道･恵庭北高      49.58
４×１００ｍ 堀下  結愛(2) 池田  朱桜(3) 山口  梨乃(2) 山寺    柊(1) 小林ゆづき(1) 盛田  侑鈴(2)

納村  琉愛(3) 古田    楓(3) 澤村  愛花(3) 入江  明歩(3) 笠原  葵璃(1) 工藤    凜(2)
石田  真夕(3) 稲垣    舞(2) 高橋  紅羽(2) 松林あかね(M1) 髙橋  夏翠(2) 鮫澤  聖香(3)
武田愛結花(2) 山崎  愛結(4) 船見さくら(3) 尾崎  里帆(M2) 杉浦ｾﾘﾅ(2) 佐﨑    奏(3)

 7/17 北海道･Dohoku Athlete Club    4:03.92 北海道･北海高B     4:04.66 北海道･旭川大高    4:07.39 北海道･北海道栄高    4:15.91 北海道･札幌大谷高    4:22.42 北海道･釧路江南高    4:25.70 北海道･札幌南高    4:29.91
４×４００ｍ 髙橋友紀子 笠原  葵璃(1) 持丸  未歩(2) 朝野  愛加(3) 澤田    葵(2) 涌嶋  琴美(1) 岡本  七夏(2)

吉田紗奈江 立野  夢咲(2) 菊地  妃華(1) 武田愛結花(2) 仲條  紗菜(2) 森田  桃羽(1) 石川    葵(1)
豊澤みどり 小林ゆづき(1) 田野    葵(1) 中谷  玲唯(1) 山口  彩羽(3) 宮崎  恭佳(1) 兼松  芽生(1)
飯田  望見 加藤  美涼(2) 松本  優那(1) 髙桑  由奈(1) 遠藤  聖女(2) 嵐    月乃(3) 始関  千華(2)


