
平成２７年５月２２日（金）～２４日（日）

総　　　　　　　　　務 玉井　康夫

審 判 長 佐藤　好男

記 録 主 任 丸　すみ子

日付 種目

駒形　夏美(3) 13.42 遠藤　みさと(3) 13.53 林　　優花(2) 13.75 衡山　梨央(1) 13.96 出﨑　実千瑠(3) 14.21 浅野　真子(3) 14.83 北村　　涼音(1) 15.71 齊藤　天音(1) 16.51

士別翔雲 名寄 士別翔雲 名寄 枝幸 稚内 下川商業 名寄

駒形　夏美(3) 28.50 遠藤　みさと(3) 28.98 林　　優花(2) 29.70 出﨑　実千瑠(3) 30.29 衡山　梨央(1) 30.84 大井　ひかる(3) 31.38 西村　美穂(2) 31.90

士別翔雲 名寄 士別翔雲 枝幸 名寄 稚内 名寄

駒形　夏美(3) 1:01.78 遠藤　みさと(3) 1:05.22 大井　ひかる(3) 1:09.34 西村　美穂(2) 1:11.32 出﨑　実千瑠(3) 1:11.34 高橋　柚奈(1) 1:18.30

士別翔雲 名寄 稚内 名寄 枝幸 稚内

嘉藤　里音(2) 2:36.61 大西　弘莉(2) 2:41.05 田中　　葵(2) 2:43.46 田代　彩華(1) 2:55.59 小嶋　菜生(1) 2:57.11 高橋　柚奈(1) 2:59.85 戸田　弥祥(2) 3:08.96

士別翔雲 稚内 名寄 名寄 名寄 稚内 枝幸

嘉藤　里音(2) 5:24.66 衡山　梨央(1) 5:27.43 大西　弘莉(2) 5:37.10 坪山　奈央(3) 5:50.36 樋口　桃香(1) 5:59.02 山道　優花(3) 6:02.79 高橋　柚奈(1) 6:31.36

士別翔雲 名寄 稚内 礼文 名寄 名寄 稚内

大西　弘莉(2) 12:02.28 嘉藤　里音(2) 12:32.81 田中　　葵(2) 12:41.09 坪山　奈央(3) 12:42.30 佐々木　穂香(2) 13:04.88 山道　優花(3) 13:22.51

稚内 士別翔雲 名寄 礼文 名寄 名寄

佐藤　悠衣(3) 17.98 田代　彩華(1) 19.18 角谷　風花(3) 20.64 戸田　弥祥(2) 21.40 小嶋　菜生(1) 21.48

士別翔雲 名寄 名寄 枝幸 名寄

大井　ひかる(3) 1:14.44 佐藤　悠衣(3) 1:14.79 田代　彩華(1) 1:21.33 西村　美穂(2) 1:26.11

稚内 士別翔雲 名寄 名寄

佐々木　穂香(2) 33:18.03 松澤　弥子(1) 37:02.93 成田　羅夢(1) 37:54.96

名寄 名寄 名寄

士別翔雲 52.55 名寄 54.74 稚内 59.36

林　　優花(2) 髙橋　七虹(2) 高橋　柚奈(1)

嘉藤　里音(2) 田中　　葵(2) 大西　弘莉(2)

栁澤　智華(3) 西村　美穂(2) 浅野　真子(3)

駒形　夏美(3) 遠藤　みさと(3) 大井　ひかる(3)

士別翔雲 4:24.68 名寄 4:32.37 稚内 4:53.95

佐藤　悠衣(3) 衡山　梨央(1) 高橋　柚奈(1)

嘉藤　里音(2) 田中　　葵(2) 大西　弘莉(2)

栁澤　智華(3) 西村　美穂(2) 浅野　真子(3)

駒形　夏美(3) 遠藤　みさと(3) 大井　ひかる(3)

栁澤　智華(3) 1m50 髙橋　七虹(2) 1m25

士別翔雲 名寄

栁澤　智華(3) 4m89(+1.3) 浅野　真子(3) 4m26(+0.6) 角谷　風花(3) 4m22(+0.2) 田中　　葵(2) 4m12(-0.9) 髙橋　七虹(2) 3m97(+0.1) 戸田　弥祥(2) 3m93(+2.0) 林　　優花(2) 3m89(+1.5) 北村　　涼音(1) 3m57(+1.5)

士別翔雲 稚内 名寄 名寄 名寄 枝幸 士別翔雲 下川商業

栁澤　智華(3) 7m17 市川　　夢(1) 6m69 渡辺　有砂(1) 6m43 佐藤　佳那(1) 5m43 鎌田　理子(2) 5m20

士別翔雲 名寄 枝幸 名寄 名寄

市川　　夢(1) 20m95 鎌田　理子(2) 17m67 中谷　伎利(3) 17m53 佐藤　佳那(1) 16m04 森　　　雛乃(3) 12m85

名寄 名寄 豊富 名寄 下川商業

中谷　伎利(3) 24m38 鎌田　理子(2) 22m19 市川　　夢(1) 22m04 渡辺　有砂(1) 19m76 妹尾　奈美(1) 14m53

豊富 名寄 名寄 枝幸 名寄

佐藤　悠衣(3) 2999点 髙橋　七虹(2) 2102点 角谷　風花(3) 1874点 竹本　直華(1) 1772点

士別翔雲 GR 名寄 名寄 名寄

女子総合 名寄 151点 士別翔雲 90点 稚内 42点 枝幸 18点 豊富 10点 礼文 6点 下川商業 2点

女子トラック 名寄 90点 士別翔雲 66点 稚内 37点 枝幸 10点 礼文 6点

女子フィールド 名寄 49点 士別翔雲 18点 豊富 10点 枝幸 8点 稚内 5点 下川商業 2点

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし

参加校数 ７校 １３時現在 第１日 第２日 第３日

参加人員 ４３名 風　　　向 西北西 西南西 西

風　　　速 ２．５ ２．５ ３．３

温　　　度 １８．０ １９．５ １７．５

湿　　　度 ５３．０％ ４６．０％ ４０．０％

天　　　候 曇 晴 晴

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｼｮﾝ 良好 良好 良好

主催者名 道北陸上競技協会

5月23日
高校女子100m

風：-0.5

5月24日
高校女子200m

風：-3.4

5月22日 高校女子1500m

5月22日 高校女子砲丸投
(4.000kg)

平成２７年度　第６２回高体連名寄支部陸上競技選手権大会　兼　第６８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）

士　別　市　陸　上　競　技　場

5月22日 高校女子400m

5月23日 高校女子800m

7位 8位1位 2位

5月24日
高校女子
4X400mR

5位 6位

5月24日 高校女子3000m

5月22日
高校女子

100mH(0.838m)
風：-1.0

5月24日
高校女子
走高跳

5月22日
高校女子
走幅跳

5月23日 高校女子
400mH(0.762m)

5月22日
高校女子
5000mW

5月23日
高校女子
4X100mR

対抗得点

18.73(-3.3)-1m40-6m51-29.59(-1.1) 21.32(-3.3)-1m15-5m69-30.14(-1.1) 20.59(-3.3)-NM-5m37-32.77(-1.1)

3位 4位

5月23日 高校女子円盤投
(1.000kg)

5月24日
高校女子やり投

(600g)

22.19(-3.3)-1m15-4m65-30.74(-1.1)

4m56(+3.6)-19m30-2:43.19 4m12(+1.8)-16m99-3:02.62 3m98(+2.8)-22m12-2:51.21 3m22(+3.1)-9m43-2:46.55

5月23日
～24日

高校女子
七種競技


