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日付 種目

風間　優希(2) 13.26 黒川　菜月(3) 13.35 川上　莉奈(3) 13.66 杉本　瑞希(2) 14.13 相原　　琳(2) 14.43 宇佐美　さくら(2) 14.79 大町　碧惟(2) 14.99 湯川　真琴(1) 15.24
士別翔雲 士別翔雲 士別翔雲 稚内 稚内 枝幸 下川商業 名寄
黒川　菜月(3) 26.81 風間　優希(2) 28.51 杉本　瑞希(2) 29.43 及川　　凜(2) 29.77 相原　　琳(2) 30.24 田中　夕貴(2) 30.58 宇佐美　さくら(2) 31.50 白井　杏奈(1) 32.73
士別翔雲 士別翔雲 稚内 名寄 稚内 士別翔雲 枝幸 枝幸
黒川　菜月(3) 1:00.77 及川　　凜(2) 1:11.44 今江　　愛(2) 1:11.99 橋場　夢叶(2) 1:12.45 田辺谷　綾夏(3) 1:20.96 佐藤　　空(1) 1:28.24 板橋　采栄(1) 1:31.62
士別翔雲 名寄 稚内 名寄 枝幸 稚内 稚内
菊池　風花(3) 2:40.55 石垣　七海(2) 2:55.62 西川　彩音(2) 3:03.26 牧口　　李(2) 3:04.66 笠原　咲月(1) 3:10.67 佐藤　　空(1) 3:19.54
稚内 稚内 名寄 枝幸 名寄 稚内
菊池　風花(3) 5:29.73 黒川　葉月(3) 5:42.93 佐久間　凪沙(3) 5:58.41 織戸　由衣(1) 5:59.88
稚内 士別翔雲 名寄 士別翔雲
菊池　風花(3) 11:50.18 織戸　由衣(1) 13:07.46 風間　　凜(2) 14:29.49 田中　はみつ(1) 15:35.91
稚内 士別翔雲 名寄 名寄
氏家　麻由花(2) 18.36 斉藤　幸江(1) 18.70 田辺谷　綾夏(3) 19.21 相原　　琳(2) 21.36 中村　　咲(2) 21.71
士別翔雲 士別翔雲 枝幸 稚内 士別翔雲
今江　　愛(2) 1:18.61 中村　　咲(2) 1:22.07 氏家　麻由花(2) 1:22.30 妹尾　莉奈(2) 1:23.78 田辺谷　綾夏(3) 1:24.24 風間　　凜(2) 1:35.71
稚内 士別翔雲 士別翔雲 名寄 枝幸 名寄
風間　　凜(2) 39:34.63 田中　はみつ(1) 39:35.43 笠原　咲月(1) 41:53.47
名寄 名寄 名寄
士別翔雲 51.37 名寄 57.59 稚内 58.46 枝幸 59.27
川上　莉奈(3) GR 妹尾　莉奈(2) 杉本　瑞希(2) 白井　杏奈(1)
風間　優希(2) 及川　　凜(2) 石垣　七海(2) 宇佐美　さくら(2)
黒川　菜月(3) 風間　　凜(2) 相原　　琳(2) 牧口　　李(2)
本間　美吹(3) 佐久間　凪沙(3) 今江　　愛(2) 田辺谷　綾夏(3)
士別翔雲 4:25.49 名寄 4:40.95 稚内 4:45.52
風間　優希(2) 及川　　凜(2) 石垣　七海(2)
斉藤　幸江(1) 佐久間　凪沙(3) 杉本　瑞希(2)
本間　美吹(3) 妹尾　莉奈(2) 菊池　風花(3)
黒川　菜月(3) 橋場　夢叶(2) 今江　　愛(2)
本間　美吹(3) 1m40 佐久間　凪沙(3) 1m30 田中　夕貴(2) 1m25
士別翔雲 名寄 士別翔雲
本間　美吹(3) 5m39(+1.0) 杉本　瑞希(2) 4m87(+4.5) 平間　由唯(3) 4m58(+3.9) 飯豊　里真 (2) 4m37(+2.0) 笠原　咲月(1) 3m05(+2.9)
士別翔雲 GR 稚内 公認記録なし 豊富 公認4m41(+0.4) 士別翔雲 名寄 公認2m86(+1.2)

本間　美吹(3) 10m87(+0.5) 飯豊　里真 (2) 9m33(+0.1)
士別翔雲 GR 士別翔雲
川上　莉奈(3) 7m04 大町　碧惟(2) 6m48 田中　はみつ(1) 6m36 安達　七海(3) 6m19 酒井　春菜(3) 5m68 宇佐美　さくら(2) 5m14
士別翔雲 下川商業 名寄 名寄産業 遠別農業 枝幸
森　　綾乃(3) 21m26 安達　七海(3) 18m58 湯川　真琴(1) 18m27 妹尾　莉奈(2) 17m93 石上　綾音(2) 17m56
遠別農業 名寄産業 名寄 名寄 遠別農業
橋場　夢叶(2) 14m15 妹尾　莉奈(2) 14m07 及川　　凜(2) 13m03
名寄 名寄 名寄
木村　愛咲花(2) 20m84 中村　　咲(2) 20m35 西川　彩音(2) 20m30 佐久間　凪沙(3) 17m75 氏家　麻由花(2) 12m48 橋場　夢叶(2) 12m19
遠別農業 士別翔雲 名寄 名寄 士別翔雲 名寄
今江　　愛(2) 1904点
稚内

2019団体戦･女子 士別翔雲 123点 名寄 98点 稚内 68点 遠別農業 16点 枝幸 16点 名寄産業 8点 下川商業 5点 豊富 4点
2019団体トラック・女子 士別翔雲 80点 稚内 57点 名寄 57点 枝幸 15点

2019団体フィールド・女子 士別翔雲 43点 名寄 41点 遠別農業 16点 名寄産業 8点 下川商業/稚内 5点 豊富 4点 枝幸 1点
凡例  GR:大会記録

8位

第72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 【19011005】�
士別市 【13130】�
2019/05/24 ～ 2019/05/26

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

20.24(+0.1)-1m15-4m01-31.46(-0.2)

3m50(-1.4)-17m15-2:57.72

5月25日�
～26日

高校女子七種競技

対抗得点

5月25日 高校女子円盤投(1.000kg)

5月24日
高校女子ハンマー投

(4.000kg)

5月26日 高校女子やり投(600g)

5月24日 高校女子走幅跳

5月25日 高校女子三段跳

5月24日 高校女子砲丸投(4.000kg)

5月25日 高校女子4X100mR

5月26日 高校女子4X400mR

5月26日 高校女子走高跳

5月24日
高校女子100mH(0.838m)�

風：-1.3

5月25日 高校女子400mH(0.762m)

5月24日 高校女子5000mW

5月25日 高校女子800m

5月24日 高校女子1500m

5月26日 高校女子3000m

5月25日
高校女子100m�

風：+0.9

5月26日
高校女子200m�

風：+1.2

5月24日 高校女子400m


