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川上　莉奈(1) 13.68 古宮　沙季(2) 14.02 メドウズ舞良(2) 14.02 三浦恵里佳(2) 14.09 鷲見　更紗(2) 14.33 中村　　翔(2) 14.89 對馬　瑠夏(2) 14.95 齊藤　天音(3) 15.86
士別翔雲 美深 名寄 名寄 士別翔雲 稚内 稚内 名寄
鷲見　更紗(2) 28.38 三浦恵里佳(2) 28.74 川上　莉奈(1) 28.86 古宮　沙季(2) 28.89 新野　梨菜(2) 29.17 中村　　翔(2) 30.01 妹尾　奈美(3) 30.79 谷川　莉子(1) 31.10
士別翔雲 名寄 士別翔雲 美深 豊富 稚内 名寄 美深
小嶋　菜生(3) 1:03.80 鷲見　更紗(2) 1:04.35 三浦恵里佳(2) 1:05.44 中谷奈津穂(2) 1:07.94 前多　美幸(2) 1:08.34 中村　　翔(2) 1:08.86
名寄 士別翔雲 名寄 名寄 士別翔雲 稚内
村上　瑠維(3) 2:28.22 黒川　葉月(1) 2:28.23 中谷奈津穂(2) 2:34.57 前多　美幸(2) 2:47.02 菊池　風花(1) 2:59.33 佐久間凪沙(1) 3:05.72 内山　美礼(1) 3:27.53
稚内 士別翔雲 名寄 士別翔雲 稚内 名寄 名寄
黒川　葉月(1) 5:08.49 竹本　直華(3) 5:12.96 村上　瑠維(3) 5:19.95 樋口　桃香(3) 5:40.21 佐藤　優衣(2) 5:45.72 菊池　風花(1) 5:59.35 吉野あかね(2) 6:06.11
士別翔雲 名寄 稚内 名寄 士別翔雲 稚内 名寄
黒川　葉月(1) 10:48.52 竹本　直華(3) 10:52.53 村上　瑠維(3) 11:28.04 樋口　桃香(3) 12:05.75 佐藤　優衣(2) 12:11.83 吉野あかね(2) 12:55.00 菊池　風花(1) 13:18.31
士別翔雲 GR 名寄 GR 稚内 名寄 士別翔雲 名寄 稚内
田代　彩華(3) 17.52 山下　菜月(2) 19.47 三田　詩穂(2) 19.94 有澤　真衣(2) 20.79
名寄 名寄 枝幸 名寄
小嶋　菜生(3) 1:14.75 田代　彩華(3) 1:16.90 吉野あかね(2) 1:27.25
名寄 名寄 名寄
松澤　弥子(3) 32:57.37 田畑　早葵(2) 34:25.03
名寄 名寄
名寄・士別翔雲 53.78 名寄・名寄 53.89 名寄・豊富 57.38 名寄・稚内 58.20
川上　莉奈(1) 田代　彩華(3) 榎本　里菜(1) 村上　瑠維(3)
鷲見　更紗(2) 三浦恵里佳(2) 平間　由唯(1) 對馬　瑠夏(2)
本間　美吹(1) 小嶋　菜生(3) 中谷　好伽(2) 中村　　翔(2)
前多　美幸(2) 衡山　梨央(3) 新野　梨菜(2) 三浦　胡音(1)
名寄・名寄 4:23.50 名寄・士別翔雲 4:37.53 名寄・稚内 4:59.78
衡山　梨央(3) 本間　美吹(1) 三浦　胡音(1)
三浦恵里佳(2) 前多　美幸(2) 村上　瑠維(3)
中谷奈津穂(2) 川上　莉奈(1) 菊池　風花(1)
小嶋　菜生(3) 鷲見　更紗(2) 中村　　翔(2)
本間　美吹(1) 1m40 妹尾　奈美(3) 1m35 嘉門　涼音(3) 1m35 山下　菜月(2) 1m30 佐久間凪沙(1) 1m20
士別翔雲 名寄 下川商業 名寄 名寄
本間　美吹(1) 5m00(-1.3) 吉田　夏鈴(2) 4m46(+0.1) 有澤　真衣(2) 4m33(+1.0) 嘉門　涼音(3) 4m25(+0.6) 成田　羅夢(3) 4m23(+1.2) 平間　由唯(1) 3m77(+1.2)
士別翔雲 名寄 名寄 下川商業 名寄 豊富
吉田　夏鈴(2) 9m66(+1.3) 齊藤　天音(3) 9m33(+0.5) 丸山　奈海(3) 8m55(+0.8)
名寄 GR 名寄 名寄
佐藤　未侑(2) 7m24 古川向日葵(2) 6m53 川上　莉奈(1) 6m35 岡本　　明(2) 5m97 佐藤　　華(2) 5m86 成田　羅夢(3) 5m80 堀田　真奈(2) 5m59
名寄 下川商業 士別翔雲 士別翔雲 名寄 名寄 豊富
市川　　夢(3) 27m41 上坂　涼音(2) 25m53 佐藤　佳那(3) 20m57 本間　美吹(1) 18m21 佐藤　優衣(2) 16m96 佐藤　未侑(2) 16m25 村上　　翼　(1) 15m22 古川向日葵(2) 14m73
名寄 美深 名寄 士別翔雲 士別翔雲 名寄 美深 下川商業
市川　　夢(3) 33m08 佐藤　　華(2) 21m58 岡本　　明(2) 20m77 佐藤　佳那(3) 17m67
名寄 GR 名寄 士別翔雲 名寄
山下　菜月(2) 28m10 上坂　涼音(2) 26m79 田代　彩華(3) 25m37 中谷　好伽(2) 18m51 古川向日葵(2) 17m90 前多　美幸(2) 14m82 村上　　翼　(1) 14m10 岡本　　明(2) 14m09
名寄 美深 名寄 豊富 下川商業 士別翔雲 美深 士別翔雲
衡山　梨央(3) 3015点 メドウズ舞良(2) 2156点 田辺谷綾夏(1) 1562点
名寄 GR 名寄 枝幸

女子 名寄 189点 士別翔雲 89点 稚内 27点 美深 18点 下川商業 14点 豊富 10点 枝幸 8点
女子トラック 名寄 98点 士別翔雲 60点 稚内 27点 美深 8点 豊富 6点 枝幸 4点

女子フィールド 名寄 91点 士別翔雲 29点 下川商業 14点 美深 10点 枝幸 4点 豊富 4点
凡例  GR:大会記録

5月27日
高校女子100m�

風：-1.5

5月28日
高校女子200m�

風：+1.7

5月26日 高校女子400m

5月27日 高校女子800m

5月26日 高校女子1500m

5月28日 高校女子3000m

5月26日
高校女子100mH(0.838m)�

風：+1.3

5月27日 高校女子400mH(0.762m)

5月26日 高校女子5000mW

5月27日 高校女子4X100mR

5月28日 高校女子4X400mR

5月28日 高校女子走高跳

5月26日 高校女子走幅跳

5月27日 高校女子三段跳

5月26日 高校女子砲丸投(4.000kg)

5月27日 高校女子円盤投(1.000kg)

5月26日
高校女子ハンマー投

(4.000kg)

5月28日 高校女子やり投(600g)

19.88(-0.9)-1m15-4m55-34.12(-0.8)

3m43(+1.7)-7m12-3:03.99

対抗得点

平成２９年度　第64回高体連名寄支部陸上競技選手権大会兼北海道高等学校陸上競技選手権大会予選

18.01(-0.9)-1m23-5m52-28.84(-0.8)

4m57(+0.6)-17m69-2:30.34

5月27日�
～28日

高校女子七種競技
20.47(-0.9)-1m23-5m09-29.98(-0.8)

3m92(-0.3)-18m08-3:05.89


