
5/22 100ｍ 13 +1.8 

5/23 200ｍ 10 +0.6 

5/21 400ｍ 12

5/22・23 800ｍ 13

5/21 1500ｍ 12

5/23 3000ｍ 10

5/21 100mH 8 +2.0 

5/22 400mH 10

5/21 5000mW 4

5/21 走高跳 12

5/23 棒高跳 5

5/23 砲丸投 14

5/21 円盤投 15

5/21 ハンマー投 8

5/22 やり投 16

５／２２・２３ 七種競技 4

点 点 点 点 点 点 点 点

点 点 点 点 点 点 点 点

点 点 点 点 点 点 点 点

点

主催者名

参加校数 校

参加人員 名 記録主任

総　  務

審 判 長

岩見沢市東山公園陸上競技場

月日 種目
参加
人数

風
力

1 2

第72回全道高等学校陸上競技選手権大会支部予選会成績一覧表（女子）
支部名 空　知

令和元年５月２１日～５月２３日

氏名 校名 記録 氏名記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名
3 4 5 6 7 8

12”70 島津　結衣 岩見沢東・2 13”15 渡辺　愛佳 砂川・2 13”69 樋浦　凜乃 岩見沢緑陵・2

校名 記録 氏名 校名校名 記録 氏名 校名 記録 氏名校名 記録

14”39 橋元　ひなた 岩見沢緑陵・1 14”54 佐々木　虹世 美唄聖華･113”86 仁木　望愛 岩見沢緑陵・2 14”19 髙玉　彩華 砂川・2

砂川・2 28”11 菅谷　未侑 深川西・1

15”28 吉岡　友里 岩見沢西･1

1'05”66 佐々木　稀月 滝川・2 1'09”13 有本　百花 滝川・2 1'09”68

32”24 佐々木　美羽 岩見沢緑陵・128”60 清水　咲枝 岩見沢農業・2 29”31 仁木　望愛 岩見沢緑陵・226”61 渡辺　愛佳

2'28”40 水戸部　結衣 滝川・2 2'31”26 野田　楓華 岩見沢東・2 2'41”13 藤原　千菜美

清水　咲枝 岩見沢農業・2西川　希海 岩見沢緑陵・3 1'10”38 藤原　千菜美 滝川・2 1'10”98

5'10”94 野田　楓華 岩見沢東・2 5'21”18 水戸部　結衣

岩見沢東･2 2'47”79 吉田　梨々花 美唄聖華・3滝川・2 2'42”70 嶋　唯菜 岩見沢農業・2 2'44”24 山元　千紘

嶋　唯菜 岩見沢農業・2 5'50”41 村元　梨花子

岩見沢緑陵・13'09”58 髙坂　優衣

岩見沢緑陵・1

11'38”62 嶋　唯菜 岩見沢農業・2 12'25”52 村元　梨花子 岩見沢緑陵・3

深川西・1 7'02”73 平塚　結 岩見沢緑陵・2 7'35”83 柴田　りの岩見沢緑陵・3 5'57”62 吉田　梨々花 美唄聖華・3 6'18”16 前田　優里滝川・2 5'31”40

16”43 樋浦　凜乃 岩見沢緑陵・2 18”55 古田　姫花

13'20”41 橋本　未来 岩見沢東・3 13'42”97 前田　優里 深川西・113'04”71 平塚　結 岩見沢緑陵・2 13'05”46 髙坂　優衣 岩見沢緑陵・1

岩見沢農業・2 19”36 吉岡　友里 岩見沢西･1

1'11”86 古田　姫花 岩見沢農業・2 1'17”02 藤原　千菜美 滝川･2 1'23”20 平澤　夢子 滝川･2

30'07”07 橋本　未来 岩見沢東･3 31'55”71 平塚　結 岩見沢緑陵・2 44'04”66

大泉　涼

5/22 4×100MR 33 52”53

髙玉　彩華

柴田　りの 岩見沢緑陵・1

真下　菜智 樋浦　凜乃 奥野　結愛 佐々木　稀月 清水　咲枝 菅谷　未侑
岩見沢農業 57”97

柴田　祐依

深川西岩見沢東 54”52

平澤　夢子

滝川 56”90

古田　姫花

砂川 53”13

橋元　ひなた

岩見沢緑陵

5/23 4×400MR 33 4'19”54

藤原　千菜美

佐々木　稀月

渡辺　愛佳 仁木　望愛 島津　結衣 有本　百花 嶋　唯菜 福井　栞奈

松原　琴音 西川　希海 野田　楓華 藤原　千菜美 山口　ゆから 福岡　こころ
53”75

嶋　唯菜 福岡　こころ

山口　ゆから 菅谷　未侑

滝川 4'29”14

渡邊　梨香

岩見沢緑陵 4'34”17

奥野　結愛

村元　梨花子 橋本　未来

有本　百花 樋浦　凜乃 野田　楓華 清水　咲枝 前田　優里

水戸部　結衣 西川　希海 島津　結衣
深川西岩見沢東 4'36”31

古田　姫花

岩見沢農業 5'12”68

柴田　祐依

深川西･3 1m25 柴田　碧 美唄聖華・21m46 松原　琴音 砂川･2 1m43 大泉　涼 岩見沢東･2

2m60 佐々木　稀月 滝川･2 2m50 平澤　夢子 滝川･2 2m00 奥野　結愛 岩見沢東・2

1m15
佐々木　美羽
佐々木　虹世

岩見沢緑陵・
１　　　　美唄

聖華･1
1m20 橋元　ひなた 岩見沢緑陵・1 1m15 山口　ゆから 岩見沢農業･21m25 福井　栞奈

5/22 走幅跳 9
-0.4 

島津　結衣 岩見沢東・2
-0.1

4m96 4m92 4m90 4m83 4m78
橋元　ひなた 岩見沢緑陵・1

-0.2
柴田　碧

4m10
菅谷　未侑 深川西・1

+0.6 
仁木　望愛 岩見沢緑陵・2

+3.4 
4m74

真下　菜智 砂川・2
+2.3 

西川　希海 岩見沢緑陵・3
+3.0 

5/23 三段跳 7
+1.6 

真下　菜智 砂川・2
+1.5 

西川　希海 岩見沢緑陵・3
+1.2 

柴田　碧 美唄聖華･2

山口　ゆから 岩見沢農業･2美唄聖華･2
+1.5 
3m99

10m39大会新 9m96 9m10

9m24 菊池　花瑠 岩見沢緑陵・1 8m36 中島　そら美 岩見沢緑陵・2

28m89 福岡　こころ 深川西・2 25m43 余野　梨生 岩見沢西・3 22m56

7m24 福岡　こころ 深川西・2 7m03 渡邊　梨香 岩見沢緑陵･37m96 永山　莉子 岩見沢西・2 7m82 余野　梨生 岩見沢西・38m19 髙橋　咲良 岩見沢西・1

深川西・3 17m60栗林　結衣 美唄尚栄・2 21m34 永山　莉子 岩見沢西・2 20m40

8m04 今井　瑠南 美唄尚栄・2

中島　そら美 岩見沢緑陵・2 17m13 髙橋　咲良30m47 余野　梨生 岩見沢西・3 26m29 今井　瑠南 美唄尚栄・2 23m66 山元　萌

櫻井　愛来 美唄聖華･3 17m60 渡邊　梨香 岩見沢緑陵･3山元　萌 岩見沢西・2 18m08 福井　栞奈

30m66 永山　莉子 岩見沢西・2 28m21 佐々木　稀月 滝川・237m17 栗林　結衣 美唄尚栄・2 36m68 渡邊　梨香 岩見沢緑陵･3 32m45 山元　萌 岩見沢西・2

岩見沢西・1岩見沢西・2 18m14

20m91 髙橋　咲良 岩見沢西・127m08 福岡　こころ 深川西・2 24m91 福井　栞奈 深川西・3

得　点

学校名

総合 96 岩見沢緑陵 60 滝川

1371点 佐々木　美羽 岩見沢緑陵・1

トラック 57 岩見沢緑陵 47 滝川 35 岩見沢東 35

36 岩見沢農 25 深川西 18 美唄尚栄50 岩見沢東 40 岩見沢西 36 砂川

フィールド 36 岩見沢西 33 岩見沢緑陵 18

岩見沢西 3 美唄聖華岩見沢農業 19 砂川 10 深川西 4

17 砂川 15 深川西 15

北海道高等学校体育連盟空知支部

11 空 知 陸 上 競 技 協 会

七種競技 6 岩見沢緑陵

岩見沢東 13 滝川 7 美唄聖華美唄尚栄

61 松 田 直 也

玉 井 康 夫

西 村 昇 一

風　　向 風　　速 温　　度 湿　　度 天　　候 ｺﾝﾃﾞｼｮﾝ

第１日 12:00 西南西 3.3m 15.3℃ 90% 雨 良

第２日 12:00 南東 2.6m 22.0℃ 43% 晴れ 良好

第３日 12:00 南東 3.2m 25.0℃ 44% 晴れ 良好


