
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

木村　亮太(2) 11.97 竹内　佑希(2) 12.28 中野　仙太郎(1) 12.30 土谷　空飛夢(1) 12.35 片岡　　涼(1) 12.53 上原　愛輝(2) 12.57 鈴木　貴斗(1) 12.63 熊田　優斗(2) 12.84
名寄産業 遠別農業 遠別農業 枝幸 名寄 士別翔雲 士別翔雲 名寄産業
若狹　君紀(2) 25.31 芳賀　郁斗(1) 25.45 上原　愛輝(2) 25.84 鈴木　貴斗(1) 25.90 中野　仙太郎(1) 26.50 工藤　　丈(1) 27.19 丹治　雄斗(1) 27.27 小野　稜真(1) 28.27
枝幸 遠別農業 士別翔雲 士別翔雲 遠別農業 名寄 下川商業 稚内
星　　惟織(2) 54.43 若狹　君紀(2) 58.66 小野　稜真(1) 1:00.41 袖岡　真聖(1) 1:01.95 吉田　渚(2) 1:02.09 芳賀　郁斗(1) 1:02.30 大星　羽丘(1) 1:03.31 岩崎　兼大(1) 1:06.22
名寄 枝幸 稚内 枝幸 稚内 遠別農業 名寄産業 名寄産業
星　　惟織(2) 2:06.15 尾崎　匠(1) 2:14.03 佐藤　旦拓(1) 2:17.08 松下　侍元(1) 2:21.41 樫原　耕平(1) 2:28.71 吉田　渚(2) 2:33.59 大宮　恋(2) 2:39.48
名寄 士別翔雲 稚内 枝幸 名寄 稚内 遠別農業
伊藤　勇斗(1) 4:33.49 沼田　倫(1) 4:37.85 松下　侍元(1) 5:00.33 石川　大将(1) 5:05.29 吉田　隆史(1) 5:27.34 角田　智樹(2) 6:28.33
士別翔雲 士別翔雲 枝幸 名寄 名寄産業 美深高等養護
伊藤　愛斗(2) 18:40.09 藤吉　希旺(1) 18:41.44 石川　大将(1) 19:10.87 吉田　隆史(1) 19:35.05 伊藤　楽(1) 20:10.40
下川商業 士別翔雲 名寄 名寄産業 遠別農業
熊田　優斗(2) 20.49 赤本　涼太(1) 20.67
名寄産業 遠別農業
木村　亮太(2) 1:03.36 片岡　　涼(1) 1:03.64 岡崎　哲大(1) 1:06.37 工藤　　丈(1) 1:14.69 佐々木　佑人(2) 1:16.47
名寄産業 名寄 士別翔雲 名寄 名寄産業
伊藤　勇斗(1) 11:22.11 沼田　倫(1) 11:22.13 佐々木　佑人(2) 12:01.57 佐藤　旦拓(1) 12:18.45 樫原　耕平(1) 12:43.13 赤本　涼太(1) 12:51.69
士別翔雲 士別翔雲 名寄産業 稚内 名寄 遠別農業
中谷　　開(2) 34:36.92
名寄
士別翔雲 47.72 名寄産業 48.38 遠別農業 48.50 名寄 48.72 稚内 51.23
鈴木　貴斗(1) 大星　羽丘(1) 赤本　涼太(1) 片岡　　涼(1) 高野　未夢瞳(1)
尾崎　匠(1) 熊田　優斗(2) 中野　仙太郎(1) 西元　一貴(2) 小野　稜真(1)
岡崎　哲大(1) 谷川 誠弥(2) 芳賀　郁斗(1) 石川　大将(1) 佐藤　旦拓(1)
上原　愛輝(2) 木村　亮太(2) 竹内　佑希(2) 三浦　航大(2) 吉田　渚(2)
名寄 3:49.83 士別翔雲 3:52.11 枝幸 4:00.69 名寄産業 4:02.32 稚内 4:03.64
片岡　　涼(1) 伊藤　勇斗(1) 佐藤　市乃(1) 熊田　優斗(2) 高野　未夢瞳(1)
樫原　耕平(1) 尾崎　匠(1) 松下　侍元(1) 谷川 誠弥(2) 小野　稜真(1)
三浦　航大(2) 岡崎　哲大(1) 袖岡　真聖(1) 岩崎　兼大(1) 吉田　渚(2)
星　　惟織(2) 上原　愛輝(2) 若狹　君紀(2) 木村　亮太(2) 佐藤　旦拓(1)
西元　一貴(2) 1m65
名寄
土谷　空飛夢(1) 5m48(0.0) 谷川 誠弥(2) 5m13(0.0) 折田　大也(2) 5m07(+0.4) 高野　未夢瞳(1) 4m96(+0.7) 石丸　　翔(1) 4m92(+0.6) 尾崎　匠(1) 4m84(+0.2) 西元　一貴(2) 4m49(0.0)
枝幸 名寄産業 名寄 稚内 枝幸 士別翔雲 名寄
折田　大也(2) 10m93(+0.5) 阿部　夕朔(1) 9m92(+0.8)
名寄 枝幸
大宮　恋(2) 9m55 千葉 将也(2) 7m12 赤田　昂大(1) 6m52 細川　柊羽(1) 5m97 鈴木　悠真(1) 5m29
遠別農業 名寄産業 名寄産業 名寄 名寄
谷川 誠弥(2) 25m94 細川　柊羽(1) 19m65 田中　貴大(1) 19m12 中谷　　開(2) 16m88
名寄産業 名寄 名寄産業 名寄
赤田　昂大(1) 28m76 田中　貴大(1) 26m83 石井　涼賀(2) 25m93 伊藤　楽(1) 12m20
名寄産業 名寄産業 遠別農業 遠別農業
袖岡　真聖(1) 33m64 玉井　航(2) 33m34 岡崎　哲大(1) 30m67 鈴木　悠真(1) 30m00 三浦　航大(2) 28m24 千葉 将也(2) 23m42
枝幸 遠別農業 士別翔雲 名寄 名寄 名寄産業

男子総合 名寄 83点 名寄産業 73点 士別翔雲 60点 枝幸 47点 遠別農業 47点 稚内 21点 下川商業 6点 美深高等養護 1点
男子トラック 士別翔雲 55点 名寄 49点 名寄産業 37点 遠別農業 29点 枝幸 28点 稚内 18点 下川商業 6点 美深高等養護 1点

男子フィールド 名寄産業 36点 名寄 34点 枝幸 19点 遠別農業 18点 士別翔雲 5点 稚内 3点

対抗得点

8月25日 高校男子やり投(800g)

8月25日 高校男子砲丸投(6.000kg)

8月24日 高校男子円盤投(1.750kg)

8月24日
高校男子ハンマー投

(6.000kg)

8月24日 高校男子走高跳

8月25日 高校男子走幅跳

8月24日 高校男子三段跳

8月25日 高校男子5000mW

8月24日 高校男子4X100mR

8月25日 高校男子4X400mR

8月25日
高校男子110mH(1.067m)

風：-0.3

8月25日 高校男子400mH(0.914m)

8月24日 高校男子3000mSC(0.914m)

8月25日 高校男子800m

8月24日 高校男子1500m

8月25日 高校男子5000m

8位

8月24日
高校男子100m

風：-1.1

8月25日
高校男子200m

風：0.0

8月24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

風間　優希(1) 13.56 川上　莉奈(2) 13.83 相原　琳(1) 14.74 宇佐美　さくら(1) 15.17 大町　碧惟(1) 15.20 谷川　莉子(2) 15.23
士別翔雲 士別翔雲 稚内 枝幸 下川商業 美深
黒川　菜月(2) 27.74 風間　優希(1) 28.25 谷川　莉子(2) 31.72 相原　琳(1) 32.17 宇佐美　さくら(1) 32.45
士別翔雲 士別翔雲 美深 稚内 枝幸
黒川　菜月(2) 1:00.57 石垣　七海(1) 1:14.04
士別翔雲 稚内
黒川　葉月(2) 2:23.24 田中　夕貴(1) 3:00.11 石垣　七海(1) 3:03.13 牧口　李(1) 3:14.77
士別翔雲 士別翔雲 稚内 枝幸
黒川　葉月(2) 4:58.57 菊池　風花(2) 5:22.66 佐久間　凪沙(2) 6:04.15
士別翔雲 稚内 名寄
菊池　風花(2) 11:47.77 内山　美礼(2) 13:57.89
稚内 名寄
氏家　麻由花(1) 18.20 田辺谷　綾夏(2) 20.59 今江　愛(1) 21.85 田中　夕貴(1) 23.38
士別翔雲 枝幸 稚内 士別翔雲
今江　愛(1) 1:25.46 氏家　麻由花(1) 1:26.03 妹尾　莉奈(1) 1:27.93 田辺谷　綾夏(2) 1:31.10 西川　彩音(1) 1:41.69
稚内 士別翔雲 名寄 枝幸 名寄
士別翔雲 51.60 稚内 58.20 名寄 58.94
川上　莉奈(2) GR 今江　愛(1) 妹尾　莉奈(1)
風間　優希(1) 相原　琳(1) 及川　　凜(1)
黒川　菜月(2) 杉本　瑞希(1) 風間　　凜(1)
本間　美吹(2) 石垣　七海(1) 佐久間　凪沙(2)
士別翔雲 4:14.41 名寄 4:56.91 稚内 5:02.58
黒川　菜月(2) GR 及川　　凜(1) 杉本　瑞希(1)
黒川　葉月(2) 佐久間　凪沙(2) 相原　琳(1)
中村　 咲(1) 内山　美礼(2) 今江　愛(1)
風間　優希(1) 橋場　夢叶(1) 石垣　七海(1)
佐久間　凪沙(2) 1m20
名寄
本間　美吹(2) 5m11(+0.4) 杉本　瑞希(1) 4m62(0.0) 中村　 咲(1) 4m17(+1.1) 平間　由唯(2) 4m14(0.0) 風間　　凜(1) 3m13(0.0)
士別翔雲 GR 稚内 士別翔雲 豊富 名寄
本間　美吹(2) 10m39(+1.1)
士別翔雲 GR
川上　莉奈(2) 6m99 安達　七海(2) 5m59 大町　碧惟(1) 4m80 橋場　夢叶(1) 4m76 石上　綾音(1) 4m67 酒井　春菜(2) 4m56 風間　　凜(1) 4m36
士別翔雲 名寄産業 下川商業 名寄 遠別農業 遠別農業 名寄
森　綾乃(2) 22m33 石上　綾音(1) 16m11 安達　七海(2) 16m08 妹尾　莉奈(1) 15m94 及川　　凜(1) 12m77
遠別農業 遠別農業 名寄産業 名寄 名寄
橋場　夢叶(1) 13m01 及川　　凜(1) 10m69
名寄 名寄
中村　 咲(1) 22m35 西川　彩音(1) 12m46 内山　美礼(2) 9m66
士別翔雲 名寄 名寄

女子総合 士別翔雲 99点 名寄 60点 稚内 51点 枝幸 16点 遠別農業 14点 名寄産業 9点 下川商業 6点 美深 5点
女子トラック 士別翔雲 71点 稚内 46点 名寄 24点 枝幸 16点 美深 5点 下川商業 2点

女子フィールド 名寄 36点 士別翔雲 28点 遠別農業 14点 名寄産業 9点 稚内 5点 下川商業 4点 豊富 3点
凡例  GR:大会記録

4位 5位 6位 7位 8位

対抗得点

8月24日 高校女子円盤投(1.000kg)

8月24日
高校女子ハンマー投

(4.000kg)

8月25日 高校女子やり投(600g)

8月25日 高校女子走幅跳

8月24日 高校女子三段跳

8月25日 高校女子砲丸投(4.000kg)

8月24日 高校女子4X100mR

8月25日 高校女子4X400mR

8月24日 高校女子走高跳

8月25日 高校女子3000m

8月25日
高校女子100mH(0.838m)

風：+0.3

8月25日 高校女子400mH(0.762m)

8月24日 高校女子400m

8月25日 高校女子800m

8月24日 高校女子1500m

8月24日
高校女子100m

風：-2.2

8月25日
高校女子200m

風：-0.5
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