
ト ラ ッ ク 審 判 長 佐藤　好男

ス タ ー ト 審 判 長 佐藤　好男

跳 躍 審 判 長 佐藤　好男

投 て き 審 判 長 佐藤　好男

混 成 審 判 長 佐藤　好男

招 集 所 審 判 長 佐藤　好男

記 録 主 任 丸　すみ子

日付 種目

古川　紫都(1) 13.52 藤田　菜々美(2) 13.54 紺野　千尋(2) 13.61 佐賀　陸海(3) 14.06 湯川　真琴(3) 14.36 白井　杏奈(3) 14.38
士別翔雲 稚内 士別翔雲 剣淵 名寄 枝幸
藤田　菜々美(2) 28.88 紺野　千尋(2) 29.02 古川　紫都(1) 29.11 佐賀　陸海(3) 29.98 白井　杏奈(3) 30.47 遠藤　みのり(1) 30.94 湯川　真琴(3) 31.69
稚内 士別翔雲 士別翔雲 剣淵 枝幸 名寄 名寄
遠藤　みのり(1) 1:13.30
名寄
小林　愛理(1) 2:50.20 笠原　咲月(3) 3:08.13 竹下　美咲(3) 3:18.33
稚内 名寄 名寄産業
浪花　里緒(2) 5:40.38 織戸　由衣(3) 5:42.81 小林　愛理(1) 5:44.78 山田　楓　(3) 6:27.22 小野　天音(1) 6:30.45 中川　華緒(1) 6:31.83 沖澤　穂栞(3) 6:37.54
稚内 士別翔雲 稚内 名寄 稚内 枝幸 名寄産業
浪花　里緒(2) 12:22.73 小林　愛理(1) 12:30.56 沖澤　穂栞(3) 14:27.32 中川　華緒(1) 14:31.51 竹下　美咲(3) 14:53.18 高橋　佑奈(3) 16:15.45
稚内 稚内 名寄産業 枝幸 名寄産業 下川商業
斉藤　幸江(3) 17.97 佐賀　陸海(3) 20.92
士別翔雲 剣淵
笠原　咲月(3) 39:13.08
名寄
士別翔雲 55.40 稚内 57.88 名寄 58.11
斉藤　幸江(3) 河口　ひなの(1) 山田　楓　(3)
古川　紫都(1) 高橋　乃々花(2) 笠原　咲月(3)
星野　佑衣(3) 浪花　里緒(2) 遠藤　みのり(1)
紺野　千尋(2) 藤田　菜々美(2) 湯川　真琴(3)
稚内 4:49.61 士別翔雲 4:50.90 名寄 4:58.36
河口　ひなの(1) 星野　佑衣(3) 遠藤　みのり(1)
小林　愛理(1) 古川　紫都(1) 笠原　咲月(3)
浪花　里緒(2) 斉藤　幸江(3) 山田　楓　(3)
藤田　菜々美(2) 紺野　千尋(2) 湯川　真琴(3)
古川　紫都(1) 4m60(+0.5) 遠藤　みのり(1) 4m07(-0.7) 山田　楓　(3) 3m09(+0.4)
士別翔雲 名寄 名寄
斉藤　幸江(3) 6m42 田中　はみつ(3) 5m96 織戸　由衣(3) 5m76 佐藤　妃月(1) 5m66 河口　ひなの(1) 5m10
士別翔雲 名寄 士別翔雲 稚内 稚内
湯川　真琴(3) 17m41 河口　ひなの(1) 16m14 上坂　海月(2) 16m10 星野　佑衣(3) 15m20 佐藤　妃月(1) 10m94 田中　はみつ(3) 10m64
名寄 稚内 美深 士別翔雲 稚内 名寄
上坂　海月(2) 24m43 星野　佑衣(3) 17m41 山田　楓　(3) 14m07 笠原　咲月(3) 13m20 田中　はみつ(3) 7m79
美深 士別翔雲 名寄 名寄 名寄

女子総合 士別翔雲 65点 稚内 63点 名寄 61点 剣淵 11点 美深 10点 名寄産業 10点 枝幸 7点 下川商業 1点
女子トラック 稚内 51点 士別翔雲 41点 名寄 31点 剣淵 11点 名寄産業 10点 枝幸 7点 下川商業 1点

女子フィールド 名寄 30点 士別翔雲 24点 稚内 12点 美深 10点
凡例  GR:大会記録

5月22日
高校女子100m�

風：+0.2

5月23日
高校女子200m�

風：+0.6

5月21日 高校女子400m

5月22日 高校女子800m

5月22日 高校女子4X100mR

5月23日 高校女子4X400mR

5月21日 高校女子1500m

5月23日 高校女子3000m

5月21日
高校女子100mH(0.838m)�

風：+1.1

対抗得点

第74回高体連名寄支部陸上競技選手権大会 【21010151】�
士別市 【13130】�
2021/05/21 ～ 2021/05/23

1位 2位 3位 4位 5位

5月21日 高校女子走幅跳

5月21日

6位 7位 8位

5月23日 高校女子やり投(600g)

高校女子砲丸投(4.000kg)

5月22日 高校女子円盤投(1.000kg)

5月21日 高校女子5000mW


