
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

佐々木　琉翔(3) 11.54 渋梨子　大也(3) 11.72 荒井　拓弥(2) 11.82 神保　清太(2) 11.87 田上　一平(3) 12.03 安藤　将大(3) 12.23 田島　大椰(2) 12.26 菊地　幸三(1) 12.71
士別翔雲 名寄 稚内 稚内 下川商業 名寄産業 士別翔雲 豊富
佐々木　琉翔(3) 23.13 神保　清太(2) 23.68 田上　一平(3) 24.25 荒井　拓弥(2) 24.98 天野　駿翔(2) 25.36 遠藤　慈海(2) 25.80 岡田　董生(1) 26.06 鷹合　斗志(2) 26.92
士別翔雲 稚内 下川商業 稚内 稚内 剣淵 士別翔雲 剣淵
川上　純季(2) 53.16 神保　清太(2) 54.74 渋梨子　大也(3) 56.23 阿部　修也(1) 57.98 天野　駿翔(2) 1:00.80 藤原　　輝(1) 1:01.08 高松　哲朗(1) 1:06.98
士別翔雲 稚内 名寄 士別翔雲 稚内 名寄 士別翔雲
阿部　修也(1) 2:11.41 松下　賢真(3) 2:13.31 市橋　宗大(3) 2:14.56 近藤　聖真(1) 2:15.52 藤原　　輝(1) 2:19.04 佐藤　準之助(2) 2:21.76 古川　遥翔(1) 2:22.11 佐藤　大雅(3) 2:32.15
士別翔雲 枝幸 士別翔雲 士別翔雲 名寄 稚内 稚内 稚内
佐藤　準之助(2) 4:35.27 岡田　結稀(3) 4:37.80 稲垣　匠冴(2) 4:37.90 遠藤　瑠斗(3) 4:44.91 市橋　宗大(3) 4:46.06 松下　賢真(3) 4:56.20 古川　遥翔(1) 4:57.07 大河内　貫志(2) 4:59.39
稚内 下川商業 士別翔雲 下川商業 士別翔雲 枝幸 稚内 士別翔雲
稲垣　匠冴(2) 17:59.17 佐藤　準之助(2) 18:08.88 岡田　結稀(3) 18:09.10 古垣　翔冴(1) 18:11.31 中川　大空(3) 20:34.09 上川　侑真(1) 20:49.23
士別翔雲 稚内 下川商業 士別翔雲 枝幸 士別翔雲
大河　魁人(2) 18.77
剣淵
川上　純季(2) 1:01.60 渋梨子　大也(3) 1:05.24 天野　駿翔(2) 1:10.16 内村　僚太(1) 1:18.66
士別翔雲 名寄 稚内 士別翔雲
近藤　聖真(1) 11:23.02 古垣　翔冴(1) 12:01.82 澤木　和斗(1) 12:44.98
士別翔雲 士別翔雲 士別翔雲
士別翔雲 46.53 稚内 47.17 剣淵 49.30
田島　大椰(2) 竹田　昊誠(2) 芳賀　大陽(2)
川上　純季(2) 荒井　拓弥(2) 鷹合　斗志(2)
安田　怜央(2) 天野　駿翔(2) 大河　魁人(2)
佐々木　琉翔(3) 神保　清太(2) 遠藤　慈海(2)
士別翔雲 3:44.17 稚内 3:53.11 剣淵 4:16.89
田島　大椰(2) 天野　駿翔(2) 鷹合　斗志(2)
阿部　修也(1) 佐藤　準之助(2) 遠藤　慈海(2)
市橋　宗大(3) 荒井　拓弥(2) 芳賀　大陽(2)
川上　純季(2) 神保　清太(2) 大河　魁人(2)
大河　魁人(2) 1m55 石成　北岳(1) 1m45 横山　優聖(2) 1m45
剣淵 豊富 士別翔雲
安藤　将大(3) 5m72(+4.2) 遠藤　瑠斗(3) 5m58(+2.0) 三上　琉以(2) 5m55(+1.9) 安田　怜央(2) 5m50(+2.6) 遠藤　慈海(2) 4m89(+1.3) 渡邉　哲平(1) 4m79(+3.8) 芳賀　大陽(2) 4m45(+1.3) 横山　龍之介(1) 4m37(+0.8)
名寄産業 公認5m55(+1.5) 下川商業 名寄産業 士別翔雲 公認5m19(+0.4) 剣淵 士別翔雲 公認4m64(+1.7) 剣淵 士別翔雲
安田　怜央(2) 11m60(0.0)
士別翔雲
中山　嶺弥(2) 9m21 和泉　玖音(3) 7m33 讃岐　奨吾(1) 7m25 井渕　波瑠輝(3) 7m18 谷　　彪冴(1) 7m10 田辺谷嘉起(2) 6m06 川原　直夢(2) 5m90 玉川　大翔(1) 5m11
剣淵 礼文 礼文 遠別農業 士別翔雲 枝幸 士別翔雲 名寄
中山　嶺弥(2) 26m91 井渕　波瑠輝(3) 23m77 田島　大椰(2) 22m85 谷　　彪冴(1) 15m92 鶴岡　琢磨(1) 14m99
剣淵 遠別農業 士別翔雲 士別翔雲 士別翔雲
中山　嶺弥(2) 34m59 佐藤　大雅(3) 30m28 横山　優聖(2) 26m25 井渕　波瑠輝(3) 24m93 田辺谷嘉起(2) 21m95 竹田　昊誠(2) 21m62 高松　哲朗(1) 19m93
剣淵 稚内 士別翔雲 遠別農業 枝幸 稚内 士別翔雲

R4高体連男子トラック 士別翔雲 86点 稚内 50点 下川商業 18点 名寄 17点 剣淵 15点 枝幸 8点 名寄産業 1点
R4高体連男子フィールド 士別翔雲 29点 剣淵 26点 遠別農業 11点 名寄産業 10点 礼文 9点 稚内 6点 下川商業/豊富 5点

R4高体連男子総合 士別翔雲 115点 稚内 56点 剣淵 41点 下川商業 23点 名寄 17点 名寄産業 11点 遠別農業 11点 枝幸 11点
凡例 

5月21日 高校男子円盤投(1.750kg)

5月20日 高校男子やり投(800g)

対抗得点

5月20日 高校男子走幅跳

5月22日 高校男子三段跳

5月21日 高校男子砲丸投(6.000kg)

5月21日 高校男子4X100mR

5月22日 高校男子4X400mR

5月21日 高校男子走高跳

5月22日
高校男子110mH(1.067m)�

風：+2.4

5月21日 高校男子400mH(0.914m)

5月22日 高校男子3000mSC(0.914m)

5月21日 高校男子800m

5月20日 高校男子1500m

5月21日 高校男子5000m

8位

5月21日
高校男子100m�

風：+1.0

5月22日
高校男子200m�

風：-0.9

5月20日 高校男子400m
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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(2) 13.42 藤田　菜々美(3) 13.78 紺野　千尋(3) 13.85 石川　奈緒(2) 13.95 中井　楓華(3) 16.99
士別翔雲 稚内 士別翔雲 下川商業 美深高等養護
古川　紫都(2) 28.25 藤田　菜々美(3) 30.18 追久保　妃月(2) 31.67
士別翔雲 稚内 稚内
浪花　里緒(3) 1:07.02 追久保　妃月(2) 1:14.08
稚内 稚内
浪花　里緒(3) 2:37.62
稚内
小林　愛理(2) 5:46.30 中川　華緒(2) 5:55.76 頓宮　望乃佳(1) 6:04.54
稚内 枝幸 士別翔雲
小林　愛理(2) 12:33.54 中川　華緒(2) 13:12.80 吉田　蒼空(1) 16:02.86
稚内 枝幸 下川商業
遠藤　みのり(2) 20.89
名寄
藤田　菜々美(3) 1:17.21 遠藤　みのり(2) 1:19.83
稚内 名寄
河野　円香(2) 31:31.36
稚内
稚内 58.85 士別翔雲 1:00.22
河野　円香(2) 香島　楓(1)
追久保　妃月(2) 古川　紫都(2)
小林　愛理(2) 紺野　千尋(3)
藤田　菜々美(3) 鈴木　亜悠(1)
稚内 4:44.85
浪花　里緒(3)
小林　愛理(2)
追久保　妃月(2)
藤田　菜々美(3)
古川　紫都(2) 4m77(+1.2) 石川　奈緒(2) 4m39(-0.1) 西村　瑞七(2) 4m10(+0.8) 安藤　優希(1) 3m94(+1.4)
士別翔雲 下川商業 豊富 豊富
遠藤　みのり(2) 9m63(+0.1)
名寄
鈴木　亜悠(1) 6m55 土田　日菜乃(2) 5m86 香島　楓(1) 5m10
士別翔雲 下川商業 士別翔雲
上坂　海月(3) 19m68 鈴木　亜悠(1) 17m10
美深 士別翔雲
上坂　海月(3) 24m18 鈴木　亜悠(1) 21m66 土田　日菜乃(2) 21m44 吉田　蒼空(1) 16m89
美深 士別翔雲 下川商業 下川商業

R4高体連女子トラック 稚内 67点 士別翔雲 25点 名寄 11点 枝幸 10点 下川商業 7点 美深高等養護 2点
R4高体連女子フィールド 士別翔雲 26点 下川商業 17点 美深 12点 豊富 7点 名寄 6点

R4高体連女子総合 稚内 67点 士別翔雲 51点 下川商業 24点 名寄 17点 美深 12点 枝幸 10点 豊富 7点 美深高等養護 2点
凡例 

対抗得点
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5月20日 高校女子砲丸投(4.000kg)

5月21日 高校女子円盤投(1.000kg)

5月22日 高校女子やり投(600g)

5月22日 高校女子4X400mR

5月20日 高校女子走幅跳

5月21日 高校女子三段跳

5月21日 高校女子400mH(0.762m)

5月20日 高校女子5000mW

5月21日 高校女子4X100mR

5月20日 高校女子1500m

5月22日 高校女子3000m

5月20日
高校女子100mH(0.838m)�

風：-0.6

5月22日
高校女子200m�

風：-0.8

5月20日 高校女子400m

5月21日 高校女子800m

5月21日
高校女子100m�

風：-1.2
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