
第57回高体連北見支部新人陸上競技選手権大会予選会成績一覧表（女子） （様式　　３）

支部名 平成２７年８月２８日～８月２９日　　網走市運動公園陸上競技場

月 参加 風力

日
人員 ＋－

記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名

大会新         

12''29 12''88 13''58 13''62 13''83 13''89 13''89 13''95

26''51 27''06 27''86 28''61 29''02 29''31 29''68 30''18

1'01''88 1'05''13 1'05''18 1'05''99 1'06''02 1'06''33 108''87 110''60

2'21''89 2'27''99 2'28''88 2'31''70 2'31''72 2'34''27 2'37''05 DNS

4'56''00 5'14''37 5'18''32 5'22''46 5'23''38 5'31''41 5'32''65 5'35''57

11'28''00 11'47''59 11'51''02 11'51''78 11'58''32 12'02''08 12'26''04 12'30''33

着差あり 着差あり

14''38 14''54 15''79 16''94 17''21 17''21 17''62 20''98

1'07''01 1'08''92 1'11''05 1'12''21 1'18''75 1'27''82 DNS DNS

34'09''28 35'19''45 38'17''98 DNS ''' ''' ''' '''

大会新 田中　茉由 木幡　夢 林　美里 鈴木　愛海 橋本　　日菜 新岡　玲菜 岡崎　愛海 阿部　　冬彩

武田　彩生 長澤　佑紀 坂口　愛　　 渡辺　悠里亜 清井　　彩夏 久慈　菜央 表田　志穗 北山　　夏蓮

藤森　栞菜 遠藤　真愛 中村　彩華 千坂　麻矢 藤沢　　奈央 天間　有紀 境澤　みなみ 綿谷　　木梅

今　桃子 松浦　るか 堀内　優花 竹縄　沙希 佐藤　　凪紗 片川　うらん 菅原　聖奈 兜森　　麻由

大会新 中塚　世莉菜 鈴木　愛海 遠藤　真愛 吉岡　　純奈 笠間　　雪乃 田中　梓織 萩平　和歌奈 表田　志穗

藤森　栞菜 前田　樹里 関口　妃奈莉 笠原　　雪乃 村雲　　央佳 黒川　姫那 矢萩　　彩乃 境澤　みなみ

武田　彩生 丹羽　香苗 木幡　夢 藤沢　　奈央 宇野　結梨亜 三上　水紀 鳥羽　　萌香 菅原　聖奈

今　桃子 渡辺　悠里亜 長澤　佑紀 橋本　　日菜 兜森　　麻由 丹治　ティアラ 中西　唯奈 岡崎　愛海

1m52 1m49 1m43 1m35 1m35 1m30 1m20 1m20

5m29(+1.7) 5m15(+1.8) 5m07(+2.8) 4m79(+2.9) 4m68(+0.9) 4m41(+1.9) 4m38(+0.3) 4m23(+1.9)

11m49 10m19 9m63 8m07 6m83 5m58 0 0

33m82 33m75 29m50 26m38 24m46 0 0 0

35m17 32m63 32m02 30m60 26m86 18m35 16m96 16m44

97 95 72 64 60 51

86 62 55 54 41 26

フ ィ ー ル ド 49 43 18 14 10 10

オープン

2m10 1m70 1m70 0 0 0 0 0

大会新

10m90(+2.3) 10m88(+0.8) 10m08(+0.9) 8m92(+1.9) 8m36(+3.3) 8m29(+2.5) 16m96 16m44

支部新・大会新

40m09 21m08 19m75 18m87 0 0 0 0

第1日 第２日

１３時現在 晴れ 晴れ 主催者名 記録主任

風　　向 南南西 西

風　　速 1.4 2.4 北海道高等学校体育連盟　　北　　見　支部 総　　　務

　　オホーツク　　　　陸　上　競　技　協　会 審　判　長

湿　　度 56% 49% 　

常呂

平賀　　華奈 遠軽高1

28

29

29

遠軽高1

遠軽高2 尾崎　　京子 遠軽高1 #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/Aハンマー投 4 阿部　　冬彩

上本　菜直世 斜里高2北見北斗高2網走南ヶ丘高2 松原　佑佳 網走桂陽高1

#N/A

三段跳 4 坂口　愛　　 常呂高2 神開　まりも 大江　美聡 北見北斗高1北見北斗高2

#N/A #N/A #N/A #N/A

長野　早希湊　櫻彩

#N/A#N/A #N/A #N/A宇野　結梨亜

参加校数18校

紋別高2

網走南ヶ丘 北見北斗

北見北斗 遠軽

平賀　　華奈 遠軽高1

温　　度 20 21

松浦　るか

内藤　成美 常呂高1

北見柏陽

北見柏陽

北見柏陽網走南ヶ丘

#N/A

参加人員114名

常呂

棒高跳 4 尾崎　　京子 遠軽高2

遠軽 紋別 美幌

興部高

得　　　　点

総　　　　合 遠軽 北見緑陵

ト　ラ　ッ　ク 北見緑陵 網走南ヶ丘 網走桂陽

網走桂陽高 4'49''35 北見商業高 4'53''35北見柏陽高 4'28''76 遠軽高 4'31''48北見北斗高 4'24''31北見緑陵高 4'15''42
4'09''20

網走南ヶ丘高 4'17''90

53''26 常呂高 53''32 網走南ヶ丘高 興部高 R1 遠軽高'55''07 北見柏陽高 56''15 雄武高 58''87

7 8

28 4×100MR 63 北見緑陵高 51''51 北見北斗高

3

北　　見　　支　　部

種　　目
1 2

田中　茉由 北見緑陵高2

27 +0.8 藤森　栞菜 北見緑陵高2

6

北見緑陵高1

網走南ヶ丘高1 長野　楓 北見緑陵高2 藤沢　　奈央 北見柏陽高1

武田　彩生100M

長野　智心

鈴木　愛海

4 5

北見北斗高1関口　妃奈莉北見柏陽高2小西　　悠月

矢萩　　彩乃 北見商業高2

29 網走南ヶ丘高1竹縄　沙希遠軽高1北山　　夏蓮紋別高2神開　まりも北見緑陵高2 雄武高2新岡　玲菜網走桂陽高1田中　梓織北見北斗高1木幡　夢

28 200M 16 +1.4 田中　梓織 網走桂陽高1渡辺　悠里亜 網走南ヶ丘高2 中西　唯奈 北見商業高2

北見緑陵高2田中　茉由 北見柏陽高2高薄　　里網走桂陽高2丹治　ティアラ北見商業高2中西　唯奈29

16800M28

遠藤　真愛16

北見柏陽高2吉岡　　純奈 北見緑陵高1長野　智心網走桂陽高2丹治　ティアラ北見北斗高1関口　妃奈莉網走南ヶ丘高1前田　樹里北見柏陽高1笠原　　雪乃北見緑陵高2

400M 北見北斗高2

29 1500M 16 中塚　世莉菜

中塚　世莉菜

遠軽高1 丹羽　香苗北見緑陵高2 笠原　　雪乃 北見柏陽高1 兜森　　麻由 遠軽高1 村雲　　央佳

網走南ヶ丘高1丹羽　香苗

網走桂陽高1 黒川　姫那 網走桂陽高1網走南ヶ丘高1 三室　萌 湧別高1 三上　水紀

網走桂陽高1黒川　姫那湧別高1三室　萌 雄武高1髙橋　茉那網走南ヶ丘高2佐藤　菜子北見商業高2萩平　和歌奈遠軽高1村雲　　央佳 美幌高2横山　ひな子

長澤　佑紀 北見北斗高116 +3.2

網走南ヶ丘高1前田　樹里

藤森　栞菜 北見緑陵高2

3000M28

29 100MH 今　桃子 北見緑陵高2

11

藤沢　　奈央北見柏陽高1

北山　　夏蓮 遠軽高1 千坂　麻矢綿谷　　木梅 遠軽高2 木幡　夢

北見北斗高2

北見北斗高1 興部高1

北見緑陵高2今　桃子北見柏陽高1

網走南ヶ丘高2 菅原　聖奈

常呂高2堀内　優花遠軽高1兜森　　麻由 西川　　歌咲遠軽高128 長澤　佑紀8400MH 遠藤　真愛北見北斗高1 笠間　　雪乃

#N/A網走桂陽高1 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A湊　櫻彩網走桂陽高1古川　蒼生遠軽高24 佐藤　菜子 楠　　　夏帆網走南ヶ丘高2

松浦　るか

5000MW28

28 走高跳 11

29 4×400MR 63

北見北斗高2

工藤　春花

坂口　愛　　 常呂高2 髙橋　明日香 北見柏陽高1 尾崎　　京子 遠軽高1

紋別高2神開　まりも

佐藤　　凪紗

北見北斗高1大江　美聡北見緑陵高2

北見柏陽高1宇野　結梨亜 遠軽高2

北見緑陵高2

川井　美優 網走南ヶ丘高1

畑田　さやか 片川　うらん北見柏陽高1 雄武高2

#N/A#N/A#N/A

矢木　春菜 網走南ヶ丘高1

清井　　彩夏紋別高2村上　星那

#N/A紋別高1佐々木　愛香常呂高1

28 坂口　愛　　19走幅跳 常呂高2

内藤　成美常呂高128

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

炭野　　桜　 所　胡桃未遠軽高1平賀　　華奈美幌高2阿部　　冬彩 遠軽高210砲丸投

美幌高210円盤投29 炭野　　桜　常呂高2中村　彩華

斜里高2雄武高1天間　有紀

阿部　　冬彩 #N/A常呂高1所　胡桃未遠軽高2石田　　天音遠軽高2

林　美里 長野　早希網走桂陽高1湊　櫻彩紋別高2村上　星那遠軽高1平賀　　華奈1228 遠軽高2石田　　天音常呂高2中村　彩華やり投

49''62

常呂高2


