
第６２回北海道高等学校陸上競技選手権大会兼秩父宮賜杯第６２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北海道予選会成績一覧表（女子） （様式 ３）

ブロック名 平成２１年６月２３日～６月２６日 北見市東陵陸上競技場

月 参加 風力

日
人員 ＋－

記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名

着差あり 着差あり

12''54 12''64 12''70 12''82 12''82 12''87 12''88 12''91

25''04 25''05 25''25 25''54 25''63 25''75 25''84 25''89

57''83 58''67 58''68 59''08 59''26 59''53 1'00''17 1'02''02

2'17''29 2'18''48 2'18''80 2'21''80 2'22''45 2'23''47 2'25''12 2'27''40

4'40''15 4'41''42 4'43''02 4'49''96 4'50''37 4'52''69 5'01''43 5'03''62

9'59''48 10'00''28 10'08''15 10'15''49 10'18''84 10'20''12 10'30''04 10'48''58

14''87 15''38 15''54 15''63 15''87 16''03 16''12 16''17

1'02''11 1'02''46 1'03''10 1'03''38 1'04''50 1'04''69 1'05''16 1'05''59

15'26''81 15'29''60 15'39''76 15'40''99 15'51''86 16'26''91 17'25''37 17'28''65

館山 佳奈 佐々木奈穂子 山田沙奈恵 田中 美穂 赤坂 真優 齋藤 杏奈 鷹 彩乃 鈴木 杏奈

平加有梨奈 西村 愛沙 長野 沙織 梅田 知里 佐渡穂菜美 石田 理都 大清水なつみ 新浜 里香

万年由里子 成澤 美耶 山本 真悠 小玉 実加 湊 百絵 本間 史恵 髙村 真衣 黒坂 眞衣

星 沙也加 牧野 桃子 中川詩穂子 剣持 明那 里見 萌 勝木玲美花 髙村 祐衣 堀籠 梨花

高校新 佐々木奈穂子 山田沙奈恵 鈴木 杏奈 梶谷 彩織 片山紗也香 中島明日香 高坂 夏実 中田 汐音

西村 愛沙 小林 璃奈 新浜 里香 齋藤 杏奈 鈴木 夏美 山本 千裕 里見 萌 島 奈緒子

石田 ゆい 中川詩穂子 古場 菜月 濱道 瑞恵 川嶋莉加子 館山 佳奈 湊 百絵 鎌田 羅

牧野 桃子 長野 沙織 堀籠 梨花 石田 理都 山崎 稚奈 平加有梨奈 佐渡穂菜美 尾形 芽依

７位

1ｍ69 1ｍ60 1ｍ60 1ｍ57 1ｍ54 1ｍ54 1ｍ54 1ｍ54

5ｍ63（+1.3） 5ｍ57（+2.1） 5ｍ53（+3.4） 5ｍ45（+1.1） 5ｍ33（+2.6） 5ｍ31（+2.7） 5ｍ26（-0.4） 5ｍ17（+1.0）

大会新

14ｍ04 12ｍ70 12ｍ17 11ｍ58 11ｍ32 11ｍ09 11ｍ05 10ｍ55

41ｍ76 36ｍ37 36ｍ30 35ｍ78 35ｍ54 34ｍ93 34ｍ39 32ｍ98

40ｍ95 40ｍ13 40ｍ06 39ｍ13 39ｍ11 37ｍ91 37ｍ54 35ｍ74

4273点 4090点 3929点 3878点 3834点 3774点 3702点 3570点
82 46 38 33 32 28

50 38 32 30 28 23

33 32 19 14 13 7.5

6月23日 6月24日 6月25日 6月26日

１３時現在 晴 晴 晴 曇 主催者名 記録主任 印

風 向 北東 西南西 南東 西南西 北海道高等学校体育連盟

風 速 2.5 3.3 2.0 2.5 （財）北海道陸上競技協会 総 務 印

北海道教育委員会

審 判 長 印

湿 度 66% 43% 36% 40%

6/25.26

高原 修

芦野 智實

杉野 睦夫

札幌静修 大麻

札幌藻岩

２９℃ ３０．５℃ ３１℃

参加人員 722 名

温 度 ２２℃

帯広農業フ ィ ー ル ド

参加校数 143 校

室蘭大谷

函館大妻 札幌拓北 旭川大学

旭川龍谷 大麻 帯広南商業得 点

総 合 恵庭北 帯広農業

ト ラ ッ ク 恵庭北 札幌静修

恵庭北

4'00''07 釧路湖陵

旭川龍谷 帯広南商業

4'01''16 旭川龍谷3'58''84 武修館 3'59''70 札幌大谷 3'59''86 恵庭南 3'59''98 恵庭北大麻 3'55''96

49''6448''74 帯広南商 49''27 岩見沢緑陵48''54

帯広南商

49''65 武修館49''38 釧路湖陵 49''49 札幌大谷恵庭北 48''60 大麻

3

函館大妻

4 5 6

室蘭大谷3

里見 萌 釧路湖陵3 中川詩穂子

帯広南商36/24

北 海 道

7 8
種 目

1 2

堀籠 梨花帯広農3淡路 由香100M 58 -3.5 星 沙也加 恵庭北2 高田 茜

高田 茜 苫小牧東3

苫小牧東3 札幌藻岩1戸部 祐菜函館中部3加納 由梨

6/26 200M 56 +1.8 星 沙也加 恵庭北2

本別3

帯広南商3

釧路湖陵3里見 萌

札幌藻岩1函館中部3

札幌南2太田 早紀

中川詩穂子

淡路 由香 帯広農3 戸部 祐菜佐々木奈穂子 大麻3

山本 絵美武修館3

旭川龍谷2長野 沙織

加納 由梨

島 奈緒子函館中部3松本ありさ帯広南商2 西村 愛沙 大橋 華子恵庭南3山崎 稚奈大麻256400M6/23

58800M6/25 田中 友理 深川西2沼田ゆきこ札幌山の手3金森 早紀伊達緑丘2沖田 真理子苫小牧東2森永 美波

室蘭大谷1

札幌西陵2川島 茜恵庭南3山崎 稚奈旭川龍谷3尾形 芽依札幌静修1

6/24 1500M 58 高橋 さき 札幌静修1 太田ゆき菜田中 友理 札幌静修1 地原菜津美 札幌静修2 森永 美波 苫小牧東2 井上 愛恵 帯広柏葉3 木元 有香 函館工3

札幌静修3 帯広柏葉3太田ゆき菜札幌静修1村上沙也加

札幌南3 村上沙也加

樋渡 麻美札幌南3井上 愛恵 室蘭大谷3中村 怜華旭川龍谷2菊地 郁菜493000M6/26 札幌静修2地原菜津美室蘭大谷1高橋 さき

小野寺 佳歩6/23 100MH 50 -3.5 中原 元子 恵庭北1 羽角 彩恵 札幌第一2 森合 早紀 旭川大学3 片山紗也香 恵庭南2山本 千裕 恵庭北1 安孫子飛鳥 帯広農1

館山 佳奈室蘭栄3蛭子井 愛札幌南2

滝川3

網走南ヶ丘3河邊 珠里恵庭北3

常呂3 村澤 唯

山本 千裕大麻3 太田 早紀恵庭南2片山紗也香札幌大谷2

室蘭清水丘3小松 祐貴子苫小牧総合経3

6/25 牧野 桃子43400MH 石田 理都恵庭北1

石川 千陽北見北斗3渡辺 沙央子旭川北3 嶋津 麻衣中標津1松本 彩映遠軽3西村 紗央里203000MW 井上 絢子旭川龍谷3川田 愛旭川龍谷36/23

6/23 走高跳 45

6/26 4×400MR 270

6/24 4×100MR 325

恵庭北1 青木 栄美花 旭川大学2 今 あかり京谷 萌子 恵庭北3 仲澤 由依 留萌2函館中部2 諏訪田 愛 旭川大学3 久留宮 夏帆旭川工1 金谷 柚希 札幌国際情報2 飯田はるか

函館中部2吉田 祥美小樽桜陽3仲澤 由依 中村ひかる札幌南2中田 紗綾札幌丘珠3恵庭北3 安部 結花札幌藻岩1工藤 葵函館西3

滝川西3金子いずみ帯広農1

6/24 平加有梨奈58走幅跳 笠原亜梨沙恵庭北1

犬伏 志歩札幌藻岩3山下 真生池田2

金子いずみ札幌藻岩3

阿原 典子

小川 敬圭札幌拓北3

松久 瑞季札幌拓北2牧野 里菜函館大妻2川口 茜帯広農2伊藤 楓帯広農36/23

旭川工1今 あかり札幌拓北2牧野 里菜恵庭南3工藤 遥滝川西3

54砲丸投

北見柏陽3

54円盤投6/24 堤 佳菜帯広農3阿原 典子 山下 真生函館工2

大麻2釜谷 英里北見北斗1山崎 紗知子 佐久 真菜美恵庭北1吉岡佳菜絵6/25 函館大妻2座間 千枝帯広農3加藤 千裕 岩見沢西2伊藤のどか函館大妻2川口 茜

7種競技 20

58やり投

山崎亜加音札幌国際情報2野村 なみ 常呂3小野寺 佳歩札幌藻岩3高橋 咲依

3'54''86

北見北斗1山崎 紗知子 室蘭栄2戸澤 亜季帯広大谷2田西 未侑岩見沢東3宮野 希歩恵庭南2


