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凡例 GR:大会記録
日付 種目

駒形 夏美(2) 13.11 遠藤 みさと(2) 13.64 出﨑 実千瑠(2) 13.82 大藤 千春(3) 14.35 田村 和泉(3) 14.46 林 優花(1) 14.51 冬川 薫(3) 15.11 浅野 真子(2) 15.14

士別翔雲 名寄 枝幸 豊富 士別翔雲 士別翔雲 名寄 稚内

駒形 夏美(2) 27.18 大友 歩惟(3) 27.82 遠藤 みさと(2) 28.53 出﨑 実千瑠(2) 29.40 駒田 美結(3) 30.42 林 優花(1) 30.42 大井 ひかる(2) 30.89

士別翔雲 稚内 名寄 枝幸 名寄 士別翔雲 稚内

駒形 夏美(2) 1:00.43 大友 歩惟(3) 1:00.77 遠藤 みさと(2) 1:07.54 嘉藤 里音(1) 1:08.84 星 知南(3) 1:10.77 大井 ひかる(2) 1:10.82 浅野 真子(2) 1:12.91 駒田 美結(3) 1:13.23

士別翔雲 GR 稚内 GR 名寄 士別翔雲 名寄産業 稚内 稚内 名寄

城守 綺那(3) 2:35.00 渡辺 弘美(3) 2:37.97 三上 あゆみ(3) 2:43.76 星 知南(3) 2:44.23 濱田 理沙(1) 2:48.48 井上 未久(3) 2:50.42 嘉藤 里音(1) 3:02.05 田中 葵(1) 3:04.43

士別翔雲 稚内 稚内 名寄産業 下川商業 名寄 士別翔雲 名寄

城守 綺那(3) 5:16.28 渡辺 弘美(3) 5:18.41 三上 あゆみ(3) 5:30.29 井上 未久(3) 5:36.89 濱田 理沙(1) 5:41.13 大西 弘莉(1) 5:44.44 坪山 奈央(2) 5:47.04 山田 野乃花(3) 5:49.59

士別翔雲 稚内 稚内 名寄 下川商業 稚内 礼文 下川商業

城守 綺那(3) 11:34.87 三上 あゆみ(3) 11:38.24 渡辺 弘美(3) 11:43.48 井上 未久(3) 12:08.75 濱田 理沙(1) 12:31.50 大西 弘莉(1) 12:34.48 山田 野乃花(3) 12:51.30 山口 楓馨(3) 12:54.93

士別翔雲 稚内 稚内 名寄 下川商業 稚内 下川商業 名寄

佐藤 悠衣(2) 17.88 千葉 彩加(3) 20.16 髙橋 七虹(1) 23.79 佐々木 穂香(1) 28.67

士別翔雲 名寄 名寄 名寄

大友 歩惟(3) 1:08.48 佐藤 悠衣(2) 1:14.43 千葉 彩加(3) 1:14.43 大井 ひかる(2) 1:19.55 嘉藤 里音(1) 1:26.16 長尾 京華(3) 1:29.16

稚内 GR 士別翔雲 名寄 稚内 士別翔雲 豊富

山口 楓馨(3) 27:29.59

名寄 GR

士別翔雲 53.10 稚内 55.24 名寄 55.94 枝幸 56.85 下川商業 58.43

佐藤 悠衣(2) 大井 ひかる(2) 駒田 美結(3) 戸田 弥祥(1) 河野 恵吏(3)

田村 和泉(3) 佐々木 麻由(3) 冬川 薫(3) 秋田 紗弥(3) 濱田 理沙(1)

栁澤 智華(2) 渡辺 弘美(3) 千葉 彩加(3) 出﨑 実千瑠(2) 古川 桜(3)

駒形 夏美(2) 大友 歩惟(3) 遠藤 みさと(2) 田中 茜(3) 浅野 愛梨(3)

士別翔雲 4:24.31 稚内 4:30.55 名寄 4:38.31 下川商業 5:00.75

田村 和泉(3) GR 佐々木 麻由(3) 駒田 美結(3) 河野 恵吏(3)

城守 綺那(3) 三上 あゆみ(3) 遠藤 みさと(2) 古川 桜(3)

佐藤 悠衣(2) 大友 歩惟(3) 角谷 風花(2) 濱田 理沙(1)

駒形 夏美(2) 渡辺 弘美(3) 千葉 彩加(3) 山田 野乃花(3)

栁澤 智華(2) 1m49 田村 和泉(3) 1m35 田中 茜(3) 1m30 千葉 彩加(3) 1m30

士別翔雲 士別翔雲 枝幸 名寄

栁澤 智華(2) 4m50(-0.5) 角谷 風花(2) 4m31(-0.9) 駒田 美結(3) 4m11(-1.2) 佐々木 麻由(3) 4m03(+0.5) 浅野 愛梨(3) 4m00(-1.3) 大藤 千春(3) 3m99(-0.3) 林 優花(1) 3m87(+0.2) 戸田 弥祥(1) 3m82(+2.0)

士別翔雲 名寄 名寄 稚内 下川商業 豊富 士別翔雲 枝幸

古川 桜(3) 8m31 秋田 紗弥(3) 7m80 田村 和泉(3) 7m02 中島 奈々(3) 6m60 井手 菜摘(3) 5m37 西村 美穂(1) 4m78 山口 楓馨(3) 4m70

下川商業 枝幸 士別翔雲 遠別農業 名寄 名寄 名寄

秋田 紗弥(3) 26m32 古川 桜(3) 23m83 長尾 京華(3) 17m71 河野 恵吏(3) 17m18 中島 奈々(3) 15m80 栁澤 智華(2) 14m83 浅野 愛梨(3) 13m15 冬川 薫(3) 12m72

枝幸 下川商業 豊富 下川商業 遠別農業 士別翔雲 下川商業 名寄

古川 桜(3) 32m44 秋田 紗弥(3) 26m96 山田 野乃花(3) 23m40 河野 恵吏(3) 22m50 中島 奈々(3) 20m25 中谷 伎利(2) 20m05 角谷 風花(2) 18m42 髙橋 七虹(1) 16m70

下川商業 枝幸 下川商業 下川商業 遠別農業 豊富 名寄 名寄

佐藤 悠衣(2) 2836点 角谷 風花(2) 1991点 髙橋 七虹(1) 1892点

士別翔雲 名寄 名寄

女子学校対抗 士別翔雲 96点 名寄 76点 稚内 62点 下川商業 40点 枝幸 30点 豊富 10点 遠別農業 7点 名寄産業 5点

女子トラック 士別翔雲 68点 稚内 59点 名寄 52点 下川商業 11点 枝幸 10点 名寄産業 5点 豊富 4点

女子フィールド 下川商業 29点 士別翔雲 22点 枝幸 20点 名寄 15点 遠別農業 7点 豊富 6点 稚内 3点

22.75(+0.9)-1m20-4m98-31.43(+0.7)

3m83(+0.5)-17m83-3:01.35

第６１回高体連名寄支部陸上競技選手権大会 兼第６７回北海道高等学校陸上競技選手権大会名寄支部予選会 決勝一覧（女子）
平成２６年５月２３日（金）～５月２５日（日） 士別市陸上競技場

18.08(+0.9)-1m35-5m98-29.40(+0.7)

4m23(+2.2)-15m93-2:44.22

5月24日
～25日

高校女子七種競
技 20.86(+0.9)-1m15-5m35-32.28(+0.7)

4m07(+1.7)-17m41-3:00.61

5月23日
高校女子砲丸投

(4.000kg)

5月24日
高校女子円盤投

(1.000kg)

5月25日
高校女子やり投

(600g)

5月25日
高校女子
4X400mR

5月25日 高校女子走高跳

5月23日 高校女子走幅跳

5月24日
高校女子

400mH(0.762m)

5月23日
高校女子
5000mW

5月24日
高校女子
4X100mR

5月23日 高校女子1500m

5月25日 高校女子3000m

5月23日
高校女子

100mH(0.838m)
風：-2.5

5位

5月25日
高校女子200m

風：-3.1

5月23日 高校女子400m

5月24日 高校女子800m

6位

5月24日
高校女子100m

風：+1.8

学校対抗

7位 8位1位 2位 3位 4位


