
高校女子100m
審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            12.69     田中彩椰(名寄産業)                    平成25年
北海道高校記録(HHR)     11.62     伊藤佳奈恵(札幌・恵庭北)              平成5年 5月21日 10:00 予　選
日本高校記録(NR)        11.43     土井杏南(埼玉・埼玉栄)                平成24年 5月21日 12:00 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 道北 ｽﾐ ｻﾗｻ 道北

1 6 682 林　　優花(3) 士別翔雲 13.53 Q 1 5 683 鷲見　更紗(1) 士別翔雲 13.57 Q
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｺ 道北 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾎ 道北

2 5 490 髙橋　七虹(3) 名寄 14.65 Q 2 3 488 西村　美穂(3) 名寄 14.33 Q
ﾀﾅﾊｼ　ﾏﾉ 道北 ﾄﾞﾓﾝ ｻﾔｶ 道北

3 7 961 棚橋　愛乃(2) 美深高等養護 16.69 Q 3 4 721 土門　紗哉華(1) 遠別農業 15.00 Q
ﾔﾉ ﾕｳｷ 道北 ﾌﾙﾐﾔ ｻｷ 道北

3 297 矢野　優希(1) 枝幸 DNS 4 8 428 古宮　沙季(1) 美深 15.05 q
ﾂｼﾏ ﾘｭｳｶ 道北 ﾐﾀ ｼﾎ 道北

4 46 對馬　瑠夏(1) 稚内 DNS 5 6 296 三田　詩穂(1) 枝幸 15.28 q
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵ 道北 ｻｲﾄｳ ｱﾏﾈ 道北

8 44 樋口　莉緒(1) 稚内 DNS 6 7 468 齊藤　天音(2) 名寄 15.62
ｻﾄｳ ｺｺﾛ 道北

2 42 佐藤　　心(2) 稚内 DNS

決　勝　
(風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 道北

1 6 682 林　　優花(3) 士別翔雲 13.39
ｽﾐ ｻﾗｻ 道北

2 4 683 鷲見　更紗(1) 士別翔雲 13.65
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾎ 道北

3 5 488 西村　美穂(3) 名寄 14.24
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｺ 道北

4 3 490 髙橋　七虹(3) 名寄 14.46
ﾌﾙﾐﾔ ｻｷ 道北

5 1 428 古宮　沙季(1) 美深 14.77
ﾄﾞﾓﾝ ｻﾔｶ 道北

6 7 721 土門　紗哉華(1) 遠別農業 15.11
ﾐﾀ ｼﾎ 道北

7 2 296 三田　詩穂(1) 枝幸 15.32
ﾀﾅﾊｼ　ﾏﾉ 道北

8 8 961 棚橋　愛乃(2) 美深高等養護 16.98

高校女子200m
審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            26.6      藤野幸恵(風連)                        平成5年
北海道高校記録(HHR)     23.81     福島千里(十勝・帯広南商)              平成18年
日本高校記録(NR)        23.48     中村宝子(静岡・浜松西)                平成18年 5月22日 10:45 決　勝

決　勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 道北

1 4 682 林　　優花(3) 士別翔雲 27.92
ｽﾐ ｻﾗｻ 道北

2 6 683 鷲見　更紗(1) 士別翔雲 28.29
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 道北

3 1 491 田中　　葵(3) 名寄 28.55
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾎ 道北

4 3 488 西村　美穂(3) 名寄 29.90
ｼﾝﾉ ﾘﾅ 道北

5 5 166 新野　梨菜(1) 豊富 30.44
ｾﾉｵ ﾅﾐ 道北

6 7 462 妹尾　奈美(2) 名寄 31.30
ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 道北

2 45 尾形　美咲(1) 稚内 DNS
ﾂｼﾏ ﾘｭｳｶ 道北

8 46 對馬　瑠夏(1) 稚内 DNS

凡例  DNS:欠場



審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            1:01.18   簑島怜奈(名寄)                        平成23年
北海道高校記録(HHR)     54.84     木田真有(十勝・帯広南商)              平成11年
日本高校記録(NR)        52.45     杉浦はる香(静岡・浜松市立)            平成25年 5月20日 13:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ｻﾄﾈ 道北

1 4 681 嘉藤　里音(3) 士別翔雲 1:04.12
ｺｼﾞﾏ ﾅｵ 道北

2 5 467 小嶋　菜生(2) 名寄 1:05.48
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 道北

3 3 491 田中　　葵(3) 名寄 1:05.50
ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｶ 道北

4 6 463 竹本　直華(2) 名寄 1:09.69
ｼﾝﾉ ﾘﾅ 道北

5 8 166 新野　梨菜(1) 豊富 1:10.35
ｳｴｻｶ ｽｽﾞﾈ 道北

6 2 427 上坂　涼音(1) 美深 1:17.88
ﾂｼﾏ ﾘｭｳｶ 道北

7 46 對馬　瑠夏(1) 稚内 DNS

審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            2:21.68   吉田江里(士別)                        平成19年
北海道高校記録(HHR)     2:07.14   保坂よし子(室蘭・室蘭大谷)            平成4年
日本高校記録(NR)        2:04.00   西村美樹(東京・東京)                  平成12年 5月21日 12:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ｻﾄﾈ 道北

1 6 681 嘉藤　里音(3) 士別翔雲 2:28.26
ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ 道北

2 5 43 村上　瑠維(2) 稚内 2:29.47
ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｶ 道北

3 4 463 竹本　直華(2) 名寄 2:32.16
ﾅｶﾀﾆ ﾅﾂﾎ 道北

4 8 483 中谷奈津穂(1) 名寄 2:43.95
ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾘ 道北

5 3 41 大西　弘莉(3) 稚内 2:49.10
ｱﾘｻﾜ ﾏｲ 道北

6 2 479 有澤　真衣(1) 名寄 3:16.70
ｼﾝﾉ ﾘﾅ 道北

7 166 新野　梨菜(1) 豊富 DNS

審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            4:57.00   吉田江里(士別)                        平成19年
北海道高校記録(HHR)     4:25.48   斎藤智佐(室蘭・室蘭大谷)              昭和63年
日本高校記録(NR)        4:07.66   小林祐梨子(兵庫・須磨学園)            平成18年 5月20日 14:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｶ 道北

1 5 463 竹本　直華(2) 名寄 5:12.89
ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ 道北

2 7 43 村上　瑠維(2) 稚内 5:22.82
ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾘ 道北

3 4 41 大西　弘莉(3) 稚内 5:32.33
ｻﾄｳ ﾕｲ 道北

4 6 685 佐藤　優衣(1) 士別翔雲 5:57.03
ﾖｼﾉ ｱｶﾈ 道北

5 3 478 吉野あかね(1) 名寄 6:34.29
ｵｲｶﾜ ｱﾕ 道北

6 1 482 及川　有結(1) 名寄 7:41.27
ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 道北

2 45 尾形　美咲(1) 稚内 DNS

高校女子400m

高校女子800m

高校女子1500m

凡例  DNS:欠場



審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            10:54.7   向当奈緒美(士別)                      昭和61年
北海道高校記録(HHR)     9:12.45   鬼島怜美(室蘭・室蘭大谷)              平成13年
日本高校記録(NR)        8:52.33   小林祐梨子(兵庫・須磨学園)            平成17年 5月22日 09:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ 道北

1 3 43 村上　瑠維(2) 稚内 11:43.27
ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾘ 道北

2 5 41 大西　弘莉(3) 稚内 12:26.61
ｻﾄｳ ﾕｲ 道北

3 6 685 佐藤　優衣(1) 士別翔雲 12:47.78
ｻｻｷ ﾎﾉｶ 道北

4 2 487 佐々木穂香(3) 名寄 12:57.48
ﾖｼﾉ ｱｶﾈ 道北

5 4 478 吉野あかね(1) 名寄 13:57.93
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔｺ 道北

6 7 472 松澤　弥子(2) 名寄 14:03.23
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵ 道北

1 44 樋口　莉緒(1) 稚内 DNS

審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            16.4      今野裕恵(美深)                        昭和60年
北海道高校記録(HHR)     13.39     寺田明日香(札幌・恵庭北)              平成18年
日本高校記録(NR)        13.39     寺田明日香(北海道・恵庭北)            平成18年 5月20日 12:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｼﾛ ｱﾔｶ 道北

1 7 464 田代　彩華(2) 名寄 18.28
ｺｼﾞﾏ ﾅｵ 道北

2 5 467 小嶋　菜生(2) 名寄 18.79
ｲｼｶﾜ ﾅﾅ 道北

3 8 425 石川　なな(3) 美深 19.38
ﾐﾀ ｼﾎ 道北

4 6 296 三田　詩穂(1) 枝幸 20.03
ｱﾘｻﾜ ﾏｲ 道北

5 3 479 有澤　真衣(1) 名寄 23.15
ﾄﾀﾞ ﾐｻｷ 道北

4 293 戸田　弥祥(3) 枝幸 DNS

審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            1:08.48   大友歩惟(稚内)                        平成26年
北海道高校記録(HHR)     59.61     阿部真由美(札幌・東海大四)            平成2年
日本高校記録(NR)        57.09     石塚晴子(大阪・東大阪大敬愛)          平成27年 5月21日 10:55 決　勝

決　勝　
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ｻﾄﾈ 道北

1 6 681 嘉藤　里音(3) 士別翔雲 1:09.88
ｺｼﾞﾏ ﾅｵ 道北

2 5 467 小嶋　菜生(2) 名寄 1:14.48
ﾐｳﾗ ｴﾘｶ 道北

3 3 484 三浦恵里佳(1) 名寄 1:28.48
ﾖｼﾀﾞ ｶﾘﾝ 道北

4 7 481 吉田　夏鈴(1) 名寄 1:33.65
ﾄﾀﾞ ﾐｻｷ 道北

4 293 戸田　弥祥(3) 枝幸 DNS

審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            31:05.68  仙頭桃菜(名寄)                        平成25年
北海道高校記録(HHR)     23:11.73  松本彩映(釧路・中標津)                平成23年
日本高校記録(NR)        21:45.09  岡田久美子(埼玉・熊谷女)              平成21年 5月20日 11:30 決　勝

決　勝　
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾎﾉｶ 道北

1 2 487 佐々木穂香(3) 名寄 34:19.42
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔｺ 道北

2 3 472 松澤　弥子(2) 名寄 36:01.76
ﾀﾊﾞﾀ ｻｷ 道北

1 480 田畑　早葵(1) 名寄 DNS

高校女子3000m

高校女子100mH(0.838m)

高校女子400mH(0.762m)

高校女子5000mW

凡例  DNS:欠場



高校女子4X100mR
審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            51.9      澤田・黒川・小川・宇羅(士別)          平成5年
北海道高校記録(HHR)     45.90     石井・西本・澤口・玉田(札幌・恵庭北)  平成25年
日本高校記録(NR)        44.48     斉田・福田・上村・イヨバ(東京・東京)  平成27年 5月21日 14:50 決　勝

決　勝　

1着 53.64 2着 53.88 3着 58.60
5ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ

1 490 1 684 1 43

2 491 2 682 2 46

3 488 3 681 3 41

4 475 4 683 4 42

4着 1:00.71
6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ

1 295

2 297

3 296

4 293

高校女子4X400mR
審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            4:24.51   越智・五嶋・三瓶・塩見(名寄)   　　       平成21年
北海道高校記録(HHR)     3:46.41   林・葛綿・荒谷・清野(札幌・立命館慶祥) 　 平成27年
日本高校記録(NR)        3:37.86   筬島・新宮・高橋・三木(大阪・東大阪大敬愛)平成21年 5月22日 13:20 決　勝

決　勝　

1着 4:22.32 2着 4:29.61 3着 4:49.98
4ﾚｰﾝ GR 6ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ

1 488 1 685 1 46

2 475 2 683 2 41

3 467 3 682 3 42

4 491 4 681 4 43

4着 4:57.90
3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ

1 295

2 297

3 296

4 293

戸田　弥祥(3)

枝幸(道北)

ﾏﾂｸﾗ ｽｽﾞ松倉　珠寿(1)

ﾔﾉ ﾕｳｷ矢野　優希(1)

ﾐﾀ ｼﾎ三田　詩穂(1)

ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾘ大西　弘莉(3)

ｻﾄｳ ｺｺﾛ佐藤　　心(2)

ﾄﾀﾞ ﾐｻｷ

稚内(道北)

ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ村上　瑠維(2)

ﾂｼﾏ ﾘｭｳｶ對馬　瑠夏(1)

名寄(道北)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｺ髙橋　七虹(3)

ﾀﾅｶ ｱｵｲ田中　　葵(3)

士別翔雲(道北)

ﾏｴﾀ ﾐﾕｷ前多　美幸(1)

ﾊﾔｼ ﾕｳｶ林　　優花(3)

西村　美穂(3)

名寄(道北) 士別翔雲(道北) 稚内(道北)

西村　美穂(3) ﾆｼﾑﾗ ﾐﾎ 佐藤　優衣(1) ｻﾄｳ ﾕｲ 對馬　瑠夏(1)

ﾋﾗﾔﾏ ﾘｵ衡山　梨央(2)

ｶﾄｳ ｻﾄﾈ嘉藤　里音(3)

ｽﾐ ｻﾗｻ

ﾆｼﾑﾗ ﾐﾎ

鷲見　更紗(1)

ﾂｼﾏ ﾘｭｳｶ

衡山　梨央(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾘｵ 鷲見　更紗(1) ｽﾐ ｻﾗｻ 大西　弘莉(3) ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾘ

ｻﾄｳ ｺｺﾛ

田中　　葵(3) ﾀﾅｶ ｱｵｲ 嘉藤　里音(3) ｶﾄｳ ｻﾄﾈ 村上　瑠維(2) ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ

小嶋　菜生(2) ｺｼﾞﾏ ﾅｵ 林　　優花(3) ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 佐藤　　心(2)

三田　詩穂(1) ﾐﾀ ｼﾎ

戸田　弥祥(3) ﾄﾀﾞ ﾐｻｷ

枝幸(道北)

松倉　珠寿(1) ﾏﾂｸﾗ ｽｽﾞ

矢野　優希(1) ﾔﾉ ﾕｳｷ



高校女子走高跳
審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            1m60      佐藤千春(礼文)                        昭和57年
北海道高校記録(HHR)     1m76      高美奈恵(旭川・旭川北)                平成3年
日本高校記録(NR)        1m90      佐藤　恵(新潟・沼垂)                  昭和58年 5月22日 11:30 決　勝

決　勝　

ｾﾉｵ ﾅﾐ 道北 ○ × ○ × ○ × × × × × ×

1 4 462 妹尾　奈美(2) 名寄 1m36
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｺ 道北 × ○ ○ × ○ × × × × × ×

2 2 490 髙橋　七虹(3) 名寄 1m35
ｶﾓﾝ ｽｽﾞﾈ 道北 ○ × ○ × × ×

3 3 614 嘉門　涼音(2) 下川商業 1m30
ﾖｼﾀﾞ ｶﾘﾝ 道北 × × ×

1 481 吉田　夏鈴(1) 名寄 NM

順位決定戦

ｾﾉｵ ﾅﾐ 道北 × × ○

462 妹尾　奈美(2) 名寄
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｺ 道北 × × ×

490 髙橋　七虹(3) 名寄

ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40 1m38

1m25

1m36

1m30 1m35 1m40
記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例  NM:記録なし



高校女子走幅跳
審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            5m15      窪田瑞枝(美深)                        昭和57年
北海道高校記録(HHR)     6m02      平加有梨奈(札幌・恵庭北)              平成21年
日本高校記録(NR)        6m44      中野　瞳(兵庫・長田)                  平成19年 5月20日 14:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾐ ｻﾗｻ 道北 × 4m73 × 4m73 4m45 × × 4m73
1 10 683 鷲見　更紗(1) 士別翔雲 +0.9 +0.9 +1.7 +0.9

ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 道北 3m77 4m16 4m13 4m16 3m92 4m23 4m25 4m25
2 7 682 林　　優花(3) 士別翔雲 -0.6 +2.6 -0.3 +2.6 -0.9 -0.3 +2.3 +2.3

ﾀﾅｶ ｱｵｲ 道北 4m10 4m12 4m18 4m18 × × 3m92 4m18
3 8 491 田中　　葵(3) 名寄 -0.3 +1.7 -0.8 -0.8 +1.2 -0.8

ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｺ 道北 × 4m12 4m08 4m12 3m97 3m89 × 4m12
4 9 490 髙橋　七虹(3) 名寄 +0.9 +0.3 +0.9 +0.9 -0.6 +0.9

ｲｼｶﾜ ﾅﾅ 道北 2m43 4m00 3m89 4m00 3m88 3m82 4m06 4m06
5 1 425 石川　なな(3) 美深 -1.0 -1.5 +1.1 -1.5 +2.5 0.0 +0.6 +0.6

ｶﾓﾝ ｽｽﾞﾈ 道北 3m51 3m68 × 3m68 3m58 3m58 3m92 3m92
6 6 614 嘉門　涼音(2) 下川商業 0.0 -0.3 -0.3 +0.3 -0.3 +1.7 +1.7

ｻｲﾄｳ ｱﾏﾈ 道北 3m76 3m58 3m72 3m76 3m49 3m71 3m72 3m76
7 5 468 齊藤　天音(2) 名寄 -0.9 -0.5 +1.0 -0.9 +2.8 +1.4 +2.0 -0.9

ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 道北 － 3m40 － 3m40 － 3m22 3m17 3m40
8 4 686 岡本　　明(1) 士別翔雲 -0.4 -0.4 +0.4 +0.3 -0.4

ｻﾄｳ ｺｺﾛ 道北

2 42 佐藤　　心(2) 稚内 DNS
ﾄﾀﾞ ﾐｻｷ 道北

3 293 戸田　弥祥(3) 枝幸 DNS

高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            9m90      大谷史恵(下川商)                      昭和58年
北海道高校記録(HHR)     14m41     阿原典子(十勝・帯広農)                平成21年
日本高校記録(NR)        15m70     郡奈々佳(大阪・東大阪大敬愛)          平成27年 5月20日 14:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ 道北

1 7 294 渡辺　有砂(2) 枝幸 6m20 7m29 6m99 7m29 6m55 6m25 6m28 7m29
ｲﾁｶﾜ ﾕﾒ 道北

2 8 461 市川　　夢(2) 名寄 5m87 5m43 6m12 6m12 6m15 6m13 6m36 6m36
ﾄﾞﾓﾝ ｻﾔｶ 道北

3 5 721 土門　紗哉華(1) 遠別農業 5m79 5m36 5m87 5m87 6m09 5m94 6m35 6m35
ｻﾄｳ ｶﾅ 道北

4 6 469 佐藤　佳那(2) 名寄 5m61 5m87 5m78 5m87 6m03 6m01 6m11 6m11
ﾅﾘﾀ ﾗﾑ 道北

5 3 470 成田　羅夢(2) 名寄 5m23 5m14 5m27 5m27 5m75 5m40 5m41 5m75
ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 道北

6 1 686 岡本　　明(1) 士別翔雲 4m78 4m92 4m36 4m92 4m47 4m80 4m67 4m92
ﾏｴﾀ ﾐﾕｷ 道北

7 2 684 前多　美幸(1) 士別翔雲 4m56 4m10 4m79 4m79 4m48 4m76 4m63 4m79
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵ 道北

4 44 樋口　莉緒(1) 稚内 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            34m50     柳瀬美知子(士別翔雲)                  平成22年
北海道高校記録(HHR)     48m07     寺井沙希(十勝・帯広農)                平成25年
日本高校記録(NR)        51m25     郡奈々佳(大阪・東大阪大敬愛)          平成27年 5月21日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁｶﾜ ﾕﾒ 道北

1 8 461 市川　　夢(2) 名寄 × 23m23 － 23m23 － 25m94 － 25m94
ｻﾄｳ ｶﾅ 道北

2 6 469 佐藤　佳那(2) 名寄 18m73 － － 18m73 － 19m37 － 19m37
ｳｴｻｶ ｽｽﾞﾈ 道北

3 2 427 上坂　涼音(1) 美深 16m90 16m64 15m78 16m90 19m18 － － 19m18
ｶﾏﾀﾞ ﾘｺ 道北

4 7 489 鎌田　理子(3) 名寄 18m27 － × 18m27 × × × 18m27
ｻﾄｳ ﾕｲ 道北

5 1 685 佐藤　優衣(1) 士別翔雲 14m49 × － 14m49 － × × 14m49
ﾏｴﾀ ﾐﾕｷ 道北

6 3 684 前多　美幸(1) 士別翔雲 11m04 10m78 － 11m04 － 11m35 11m36 11m36
ﾌﾙﾐﾔ ｻｷ 道北

7 4 428 古宮　沙季(1) 美深 － 9m88 － 9m88 11m00 － － 11m00
ｻﾄｳ ｺｺﾛ 道北

5 42 佐藤　　心(2) 稚内 DNS

高校女子やり投(600g)
審 判 長：佐藤　好男
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)            40m57     佐々木悠(士別翔雲)                    平成25年
北海道高校記録(HHR)     58m90     北口榛花(旭川・旭川東)                平成27年
日本高校記録(NR)        58m90     北口榛花(北海道・旭川東)              平成27年 5月22日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ 道北

1 5 294 渡辺　有砂(2) 枝幸 18m86 － 24m69 24m69 － － － 24m69
ｶﾏﾀﾞ ﾘｺ 道北

2 6 489 鎌田　理子(3) 名寄 20m39 21m15 － 21m15 － － 21m55 21m55
ｻﾄｳ ｶﾅ 道北

3 4 469 佐藤　佳那(2) 名寄 18m53 18m82 － 18m82 － － 19m06 19m06
ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 道北

4 1 686 岡本　　明(1) 士別翔雲 15m52 － － 15m52 － － － 15m52
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾐ 道北

5 2 473 丸山　奈海(2) 名寄 14m55 14m72 － 14m72 － － 15m01 15m01
ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 道北

3 45 尾形　美咲(1) 稚内 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子七種競技

大会記録(GR)            2999      佐藤悠衣(士別翔雲)                    平成27年
北海道高校記録(HHR)     5073      庄司安那(札幌・恵庭南)                平成17年 審 判 長：佐藤　好男
日本高校記録(NR)        5519      ヘンプヒル恵(京都・京都文教)          平成26年 記録主任：丸　すみ子

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

18.41 1m23 5m88 28.34 4m42 18m48 2:34.91

1 475 +0.5 +0.9 -0.3 2957
(447) (340) (264) (604) (408) (261) (633)
18.03 1m10 6m08 30.57 4m00 22m68 2:49.28

2 464 +0.5 +0.9 +0.6 2544
(485) (222) (276) (443) (308) (339) (471)
20.67 1m23 5m66 32.42 3m55 21m45 3:07.45

3 477 +0.5 +0.9 +1.6 1990
(249) (340) (250) (326) (210) (316) (299)
25.17 1m05 5m02 31.55 3m07 8m87 2:57.30

4 684 +0.5 +0.9 +1.0 1385
(20) (180) (210) (379) (119) (86) (391)(1)

(1)
ﾏｴﾀ ﾐﾕｷ 道北

前多　美幸 士別翔雲

(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ 道北

山下　菜月 名寄

(2)
ﾀｼﾛ ｱﾔｶ 道北

田代　彩華 名寄

氏名 所属

ﾋﾗﾔﾏ ﾘｵ 道北

衡山　梨央 名寄

凡例 


