
日付 種目

竹内　充吾(3)  11.25 (-1.1) 井澤　真(3)  11.43 (-1.1) 阿部　拓海(3)  11.49 (-1.1) 渡辺　雄大(3)  11.54 (-1.1) 十文字　洸稀(3)  11.74 (-1.1) 高橋　寿弥(3)  11.77 (-1.1) 菊地　恭大(3)  11.85 (-1.1)

札幌・清田中 札幌・白石中 札幌・星置中 札幌・柏中 札幌・稲陵中 札幌・真栄中 札幌・清田中

阿部　拓海(3)  22.96 (-0.4) 竹内　充吾(3)  23.03 (-0.4) 中川　善(3)  23.49 (-0.4) 城　北斗(3)  23.89 (-0.4) 因幡　一希(3)  23.93 (-0.4) 高橋　寿弥(3)  23.95 (-0.4) 渡辺　雄大(3)  24.24 (-0.4) 山下　竜司(3)  24.46 (-0.4)

札幌・星置中 札幌・清田中 札幌・前田中 札幌・向陵中 札幌・北陽中 札幌・真栄中 札幌・柏中 札幌・手稲西中

西元寺　遼介(3)  51.63 城　北斗(3)  52.23 近藤　翔太(3)  52.87 中川　善(3)  53.11 松田　瑛斗(3)  53.41 因幡　一希(3)  53.78 今田　大介(3)  53.89 渡邊　善貴(3)  54.12

札幌・柏中 GR 札幌・向陵中 札幌・清田中 札幌・前田中 札幌・栄町中 札幌・北陽中 札幌・札幌中 札幌・真栄中

辻澤　由都(3)  2:05.59 永島　悠平(3)  2:05.79 堀込　駿太(3)  2:07.62 佐藤　稜馬(3)  2:07.68 山崎　皓平(3)  2:08.73 山本　龍宙(3)  2:10.79 田中　聡隼(3)  2:12.16 森本　来(3)  2:13.45

札幌・栄南中 札幌・星置中 札幌・北陽中 札幌・前田中 札幌・柏中 札幌・真駒内曙中 札幌・手稲中 札幌・星置中

齊藤　匠馬(3)  4:16.71 小笹　陽輝(3)  4:17.29 釜谷　芽空(3)  4:18.06 永島　悠平(3)  4:24.29 山崎　皓平(3)  4:24.87 辻澤　由都(3)  4:25.78 篠原　佑弥(3)  4:25.82 竹田　康之助(2)  4:30.84

札幌・新琴似中 札幌・向陵中 札幌・澄川中 札幌・星置中 札幌・柏中 札幌・栄南中 札幌・栄南中 札幌・西岡中

小笹　陽輝(3)  9:24.03 釜谷　芽空(3)  9:26.72 齊藤　匠馬(3)  9:39.02 鶉橋　優斗(3)  9:39.92 小寺　恭平(2)  9:50.67 細川　懐生(3)  9:52.51 藤岡　悠矢(3)  9:55.23 三上　吾武(2)  9:55.63

札幌・向陵中 札幌・澄川中 札幌・新琴似中 札幌・栄中 札幌・栄南中 札幌・清田中 札幌・真栄中 札幌・あいの里東中

井澤　真(3)  14.74 (-1.8) 長井　基(3)  15.92 (-1.8) 松田　涼佑(3)  16.13 (-1.8) 北川　広大(2)  16.17 (-1.8) 竹本　修(3)  16.26 (-1.8) 川岡　士真(3)  16.43 (-1.8) 小山田　昌真(2)  16.87 (-1.8) 山館　智哉(3)  17.29 (-1.8)

札幌・白石中 札幌・琴似中 札幌・前田中 札幌・北都中 札幌・平岡中 札幌・屯田北中 札幌・藻岩中 札幌・真栄中

札幌・清田中  45.07 札幌・柏中  45.84 札幌・真栄中  46.40 札幌・前田中  46.51 札幌・北陽中  46.52 札幌・北都中  46.68 札幌・栄中  47.04 札幌・手稲中  47.15

菊地　恭大(3) 越後谷　崇(3) 片桐　颯(2) 茂木　翔馬(3) 中田　瞬矢(3) 藤井　颯哉(3) 牧野　瞬輝(2) 風間　匠(3)

竹内　充吾(3) 福岡　裕人(3) 高橋　寿弥(3) 松田　涼佑(3) 正木　大翔(3) 工藤　央翔(3) 山本　真哉(2) 高橋　侑吾(3)

田口　莉久隼(3) 西元寺　遼介(3) 山館　智哉(3) 池尻　有希(3) 高瀬　繁剛(3) 北川　広大(2) 末永　宇教(2) 植村　哲平(2)

近藤　翔太(3) 渡辺　雄大(3) 渡邊　善貴(3) 中川　善(3) 因幡　一希(3) 高田　真太郎(2) 齋藤　翔太(3) 小田原　悠太(3)

中島　凌(2)  1.80 正木　大翔(3)  1.77 小田原　悠太(3)  1.77 神　裕馬(3)  1.74 西村　公良(3)  1.68 平　大躍(3)  1.65

札幌・信濃中 札幌・北陽中 札幌・手稲中 札幌・米里中 札幌・手稲中 札幌・青葉中

武田　周(3)  1.68 大森　空(3)  1.65

札幌・東栄中 札幌・八軒中

井上　柊宥(3)  1.65

札幌・屯田北中

山崎　太陽(3)  1.65

札幌・札幌中

片山　泰樹(2)  2.90 金井　駿(3)  2.90 川原　颯斗(3)  2.80 尾中　颯(3)  2.80 圓山　遥斗(3)  2.70 北村　勇斗(3)  2.70 内山　幸希(3)  2.50 岩崎　将英(2)  2.50

札幌・藻岩中 札幌・もみじ台中 札幌・もみじ台中 札幌・平岡中 札幌・発寒中 札幌・平岡中 札幌・藻岩中 札幌・北陽中

瀬川　純平(3)  6.23 (+1.0) 工藤　央翔(3)  w5.91 (+2.7) 山栄　真太朗(3)  w5.85 (+2.7) 高橋　侑吾(3)  5.84 (+1.8) 菊地　恭大(3)  5.78 (+1.4) 西元寺　遼介(3)  w5.74 (+3.3) 永田　大和(3)  5.47 (+1.3) 大矢知　瑞生(3)  w5.45 (+2.7)

札幌・啓明中 札幌・北都中 札幌・白石中 札幌・手稲中 札幌・清田中 札幌・柏中 札幌・八軒中 札幌・真駒内曙中

西村　瑠華(3)  11.09 廣田　風吾(2)  10.88 曽根　匠一(3)  10.84 享保　拓哉(3)  10.40 梶浦　蓮(2)  10.36 石井　大朗(3)  10.18 正木　大翔(3)  9.96 須藤　悠貴(3)  9.82

札幌・八軒中 札幌・あいの里東中 札幌・発寒中 札幌・柏中 札幌・もみじ台南中 札幌・平岡中 札幌・北陽中 札幌・青葉中

松田　涼佑(3)  2328 工藤　央翔(3)  w2159 越後谷　崇(3)  2126 北川　広大(2)  2100 小田原　悠太(3)  2082 井上　柊宥(3)  w2067 田口　莉久隼(3)  2039 中田　瞬矢(3)  w1996

札幌・前田中 札幌・北都中 札幌・柏中 札幌・北都中 札幌・手稲中 札幌・屯田北中 札幌・清田中 札幌・北陽中

7月1日 110mH

7月1日 砲丸投

7月1日 走高跳

7月1日 400m

 1.49

 56.96  55.49  57.84  56.32  57.34  58.96  56.60  55.12

 10.09  10.64  8.33

 1.76  1.70  1.61  1.55  1.73  1.67  1.61

 16.19 (+1.5)  17.63 (+1.1) w 17.17 (+3.1)  18.18 (+0.7) w 16.90 (+2.2)

 8.29  9.65  8.94  8.83  9.33

7月1日 四種競技

 15.17 (+0.7) w 17.52 (+3.1)  15.92 (+1.1)

7月2日 走幅跳

7月2日 砲丸投

7月2日 走高跳

7月1日 棒高跳

7月2日 110mH

7月2日 4x100mR

7月2日 1500m

7月2日 3000m

7月1日 400m

7月2日 800m

7位 8位

男子 7月1日 100m

7月2日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 札幌市中学校体育連盟　札幌市教育委員会 札幌市中学校長会 陸協名

競技会名 札幌市中学校体育連盟　設立70周年記念　平成29年度　第70回　札幌市中学校体育連盟陸
期日・時刻 2017/7/2 審判長

競技場名 札幌市円山競技場 記録主任 斉藤　一幸



小林　愛莉(3)  12.56 (0.0) 吉野　琉花(3)  12.68 (0.0) 工藤　瑠奈(2)  12.83 (0.0) 稲垣　舞(3)  12.84 (0.0) 穴田　美友(3)  12.93 (0.0) 由利　日菜(2)  12.95 (0.0) 山口　ひより(3)  13.01 (0.0)

札幌・上野幌中 札幌・札幌中 札幌・柏中 札幌・啓明中 札幌・札幌中 札幌・北白石中 札幌・北都中

小林　愛莉(3)  26.63 (-2.6) 山口　ひより(3)  27.05 (-2.6) 水口　爽(2)  27.23 (-2.6) 朝倉　恭莉愛(2)  27.57 (-2.6) 工藤　瑠奈(2)  27.62 (-2.6) 番平　理子(2)  27.72 (-2.6) 穴田　美友(3)  27.87 (-2.6) 北野　莉世(3)  28.06 (-2.6)

札幌・上野幌中 札幌・北都中 札幌・青葉中 札幌・上野幌中 札幌・柏中 札幌・伏見中 札幌・札幌中 札幌・西岡中

粒見　綾(3)  2:24.86 上西　彩未(1)  2:25.33 中村　綾花(3)  2:26.19 菊地　未来(3)  2:26.46 原田　百那(3)  2:29.10 乾　ミルモ(3)  2:32.46 小川　さくら(2)  2:34.44 早坂　涼子(3)  2:34.96

札幌・稲穂中 札幌・新川中 札幌・北陽中 札幌・平岡緑中 札幌・厚別北中 札幌・札幌中 札幌・伏見中 札幌・あいの里東中

上西　彩未(1)  5:02.22 中村　綾花(3)  5:03.19 菊地　未来(3)  5:03.23 永井　南美(3)  5:07.19 小川　未夢(3)  5:07.78 原田　百那(3)  5:09.79 後藤　栞乃(1)  5:10.45 小川　さくら(2)  5:14.01

札幌・新川中 札幌・北陽中 札幌・平岡緑中 札幌・啓明中 札幌・北都中 札幌・厚別北中 札幌・新琴似北中 札幌・伏見中

吉野　琉花(3)  15.15 (-1.7) 鈴木　里沙(2)  15.68 (-1.7) 秋山　咲希(3)  15.90 (-1.7) 櫻井　詩織(2)  16.00 (-1.7) 廣澤　未来(3)  16.06 (-1.7) 髙橋　明音(3)  16.07 (-1.7) 桐山　花音(3)  16.13 (-1.7) 伹木　南咲(2)  16.26 (-1.7)

札幌・札幌中 札幌・柏中 札幌・北陽中 札幌・稲穂中 札幌・伏見中 札幌・伏見中 札幌・真栄中 札幌・向陵中

札幌・稲穂中  50.63 札幌・琴似中  51.26 札幌・札幌中  51.35 札幌・藻岩中  51.70 札幌・北白石中  52.21 札幌・西陵中  52.99 札幌・柏中  53.06 札幌・青葉中  53.21

本間　友梨(2) 坂本　奈未(3) 加賀谷　遥(3) 木村　凜々子(3) 西田　桜来(3) 吉田　百花(3) 鈴木　里沙(2) 八十嶋　彩乃(2)

工藤　聖莉奈(3) 前田　のぞ望(3) 吉野　琉花(3) 高橋　侑里(3) 高山　桜(3) 坂本　真穂(3) 岡村　侑奈(1) 水口　爽(2)

粒見　綾(3) 天野　夏月(3) 穴田　美友(3) 蝦名　莉子(3) 稲場　可那子(3) 佐々木　花音(3) 西野　京香(3) 竹永　梨々花(2)

工藤　夢珠奈(1) 竹林　日和子(3) 鍋島　陽菜(2) 武田　はるな(3) 由利　日菜(2) 関井　萌(2) 工藤　瑠奈(2) 浜田　綾乃(3)

上原　麻友子(2)  1.58 加賀谷　遥(3)  1.58 長谷川　莉乃(3)  1.55 工藤　聖莉奈(3)  1.52 水口　爽(2)  1.52 早田　百花子(2)  1.49 笈口　萌優(3)  1.46 藤田　りりあ(3)  1.40

札幌・あいの里東中 札幌・札幌中 札幌・西岡北中 札幌・稲穂中 札幌・青葉中 札幌・栄中 札幌・西岡北中 札幌・元町中

髙橋　真彩(3)  1.40

札幌・西陵中

西野　琴羽(3)  1.40

札幌・北陽中

吉岡　真央(3)  4.89 (+1.3) 前川　日菜(1)  4.84 (+2.0) 瀨川　裕香子(2)  4.81 (+1.4) 坂本　真愛(3)  4.77 (+1.8) 桐山　花音(3)  4.75 (+1.0) 稲場　可那子(3)  4.72 (+0.8) 坂東　凜(1)  4.57 (+1.7) 松田　理沙(3)  4.56 (+1.5)

札幌・あいの里東中 札幌・向陵中 札幌・藻岩中 札幌・西岡北中 札幌・真栄中 札幌・北白石中 札幌・新陵中 札幌・西岡北中

阿蘇　ちひろ(3)  11.17 佐々木　蒼(3)  10.62 石倉　萌香(3)  10.32 片桐　蘭(2)  9.99 小澤　菜月(3)  9.98 蔵石　美南(3)  9.95 多田　このは(2)  9.63 新林　胡桃(3)  9.48

札幌・西岡北中 札幌・発寒中 札幌・北陽中 札幌・あいの里東中 札幌・稲穂中 札幌・発寒中 札幌・東栄中 札幌・北陽中

廣澤　未来(3)  2638 秋山　咲希(3)  2296 上原　麻友子(2)  2291 山口　虹羽(1)  2261 櫻井　詩織(2)  2187 早田　百花子(2)  2176 高橋　侑里(3)  2133 阿部　加鈴(3)  2002

札幌・伏見中 札幌・北陽中 札幌・あいの里東中 札幌・光陽中 札幌・稲穂中 札幌・栄中 札幌・藻岩中 札幌・手稲中

7月1日 100mH

7月1日 走高跳

7月1日 砲丸投

7月1日 200m

w (wind assist) : 追風参考

 8.08  9.32

 26.85 (-0.7)  28.38 (-0.7)  28.16 (-0.7)  27.88 (-0.7)  29.21 (-0.7)  29.61 (-0.7)  28.19 (-0.7)  29.08 (-1.4)

 9.82  8.65  7.06  7.26  6.87  8.47

 16.52 (+0.4)  16.48 (+1.4)

 1.50  1.38  1.53  1.38  1.47  1.50  1.35  1.20

 15.51 (+0.8)  15.61 (+0.9)  16.29 (+0.4)  15.49 (+0.9)  15.85 (+0.9)  16.84 (+0.9)

7月2日 砲丸投

7月1日 四種競技

7月2日 走高跳

7月1日 走幅跳

7月2日 100mH

7月2日 4x100mR

7月2日 800m

7月2日 1500m

女子 7月1日 100m

7月2日 200m


