
高校女子100m
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)                 13.00     吉村美鈴(稚内大谷)                    平成８年
北海道高校記録(HHR)          11.46     御家瀬　緑(札幌・恵庭北)              令和元年
日本高校記録(HR)             11.43     土井杏南(埼玉・埼玉栄)                平成24年 8月22日 10:10 決　勝

決　勝　

(風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾝﾉ ﾁﾋﾛ

1 4 712 紺野　千尋(1) 士別翔雲 13.97
ﾌｼﾞﾀ ﾅﾅﾐ

2 5 42 藤田　菜々美(1) 稚内 14.31
ｼﾗｲ ｱﾝﾅ

3 3 301 白井　杏奈(2) 枝幸 14.82
ﾎｼﾉ ﾕｲ

OP 6 711 星野　佑衣(2) 士別翔雲 15.29

高校女子200m
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)                  27.0     藤野幸恵(風連)                        平成5年
北海道高校記録(HHR)          23.67     石堂陽菜(札幌・立命館慶祥)            令和元年
日本高校記録(HR)             23.45     齋藤愛美(山口・倉敷中央)              平成28年 8月22日 12:45 決　勝

決　勝　

(風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾗｲ ｱﾝﾅ

1 5 301 白井　杏奈(2) 枝幸 31.04
ｺﾝﾉ ﾁﾋﾛ

OP 6 712 紺野　千尋(1) 士別翔雲 29.70
ﾌｼﾞﾀ ﾅﾅﾐ

OP 4 42 藤田　菜々美(1) 稚内 30.58



高校女子800m
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)               2:23.11     吉田江里(士別)                        平成18年
北海道高校記録(HHR)        2:07.14     保坂よし子(室蘭・室蘭大谷)            平成4年
日本高校記録(HR)           2:02.57     塩見綾乃(京都・京都文教)              平成29年 8月22日 13:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾀﾀﾞ ﾕｳｷ

1 3 721 耒田　友希(1) 遠別農業 2:57.49

高校女子1500m
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)               4:51.12     黒川葉月(士別翔雲)                    平成29年
北海道高校記録(HHR)        4:24.58     若林由佳(旭川・旭川龍谷)              平成25年
日本高校記録(HR)           4:07.86     小林祐梨子(兵庫・須磨学園)            平成18年 8月22日 10:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾘﾄ ﾕｲ

1 1 710 織戸　由衣(2) 士別翔雲 6:03.62
ｵｷｻﾞﾜ ﾎﾉｶ

2 2 501 沖澤　穂栞(2) 名寄産業 6:33.08

高校女子3000m
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)              10:48.52     黒川葉月(士別翔雲)                    平成29年
北海道高校記録(HHR)        9:12.45     鬼島怜美(室蘭・室蘭大谷)              平成13年
日本高校記録(HR)           8:52.33     小林祐梨子(兵庫・須磨学園)            平成17年 8月22日 11:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅﾐﾊﾅ ﾘｵ

1 1 41 浪花　里緒(1) 稚内 12:54.59
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ

2 2 601 高橋　佑奈(2) 下川商業 13:34.06

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 710 710 710 710

記録 1:32.00 3:13.00 4:03.00 4:52.00
決　勝

ラップ表 400m

ナンバー 721

記録 1:18.00
決　勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 601 41

記録 4:03.00 8:37.00
決　勝



高校女子100mH(0.838m)
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)                  17.2     白江飛鳥(枝幸)                        昭和61年
北海道高校記録(HHR)          13.39     寺田明日香(札幌・恵庭北)              平成19年
日本高校記録(HR)             13.34     小林歩未(千葉・市岩橋)                平成19年 8月22日 11:10 決　勝

決　勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｲﾄｳ ｻﾁｴ

1 7 708 斉藤　幸江(2) 士別翔雲 18.41

高校女子5000mW
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)              31:56.15     山口風馨(名寄)                        平成25年
北海道高校記録(HHR)       23:11.73     松本彩映(釧路・中標津)                平成23年
日本高校記録(HR)          21:33.44     藤井奈々子(福岡・北九州市立)          平成29年 8月22日 09:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｻﾊﾗ ｻﾂｷ

1 4 462 笠原　咲月(2) 名寄 35:04.50

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 462 462 462 462

記録 6:39.00 13:55.00 21:12.00 28:26.00
決　勝



高校女子4X100mR
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)                 51.60     川上・風間・黒川菜・本間(士別翔雲)    平成30年
北海道高校記録(HHR)          45.68     吉田・臼井・石堂・松田(札幌・立命館慶祥)平成25年
日本高校記録(HR)             44.48     斉田・福田・上村・イヨバ(東京・東京)  平成27年 8月22日 14:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 士別翔雲 708 斉藤　幸江(2) ｻｲﾄｳ ｻﾁｴ 57.12
712 紺野　千尋(1) ｺﾝﾉ ﾁﾋﾛ
711 星野　佑衣(2) ﾎｼﾉ ﾕｲ
710 織戸　由衣(2) ｵﾘﾄ ﾕｲ

2 5 名寄 464 山田　楓(2) ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 58.63
462 笠原　咲月(2) ｶｻﾊﾗ ｻﾂｷ
463 田中　はみつ(2) ﾀﾅｶ ﾊﾐﾂ
461 湯川　真琴(2) ﾕｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

高校女子4X400mR
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)               4:14.41     黒川菜・黒川葉・中村･風間(士別翔雲)   平成30年
北海道高校記録(HHR)        3:46.41     林・葛綿・荒谷・清野(札幌・立命館慶祥)平成27年
日本高校記録(HR)           3:37.67     戸谷・川田・戸谷・佐々木(大阪・東大阪大敬愛)平成28年 8月22日 14:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 名寄 462 笠原　咲月(2) ｶｻﾊﾗ ｻﾂｷ 5:19.05

463 田中　はみつ(2) ﾀﾅｶ ﾊﾐﾂ
464 山田　楓(2) ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
461 湯川　真琴(2) ﾕｶﾞﾜ ﾏｺﾄ



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)                  9m27     金井美奈子(士別翔雲)                  平成5年
北海道高校記録(HHR)          14m41     阿原典子(十勝・帯広農)                平成21年
日本高校記録(HR)             15m70     郡奈々佳(大阪・東大阪大敬愛)          平成27年 8月22日 09:15 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾊﾐﾂ

1 1 463 田中　はみつ(2) 名寄 6m58 5m68 6m44 6m58 6m36 6m35 6m39 6m58

高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)                 31m96     寺島沙恵(士別翔雲)                    平成22年
北海道高校記録(HHR)          48m07     寺井沙希(十勝・帯広農)                平成25年
日本高校記録(HR)             54m00     齋藤真希(山形・鶴岡工)                平成31年 8月22日 10:15 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾕｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

1 1 461 湯川　真琴(2) 名寄 17m80 16m15 15m21 17m80 × 15m14 16m02 17m80

高校女子やり投(600g)
審 判 長：熊谷　　守
記録主任：丸　すみ子

大会記録(GR)                 36m98     佐々木悠(士別翔雲)                    平成24年
北海道高校記録(HHR)          58m90     北口榛花(旭川・旭川東)                平成27年
日本高校記録(HR)             58m90     北口榛花(北海道・旭川東)              平成27年 8月22日 12:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴｻｶ ﾐﾂﾞｷ

1 3 401 上坂　海月(1) 美深 20m43 24m09 20m09 24m09 19m63 × 21m75 24m09
ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

2 2 464 山田　楓(2) 名寄 14m29 12m41 13m02 14m29 13m34 13m07 12m73 14m29
ﾎｼﾉ ﾕｲ

3 1 711 星野　佑衣(2) 士別翔雲 13m10 × × 13m10 12m25 13m51 12m80 13m51


