
日付 種目

前田　大(3)  11.29 (+2.0) 清水　文人(3)  11.41 (+2.0) 田島　千蓮(3)  11.51 (+2.0) 五十嵐　智紀(3)  11.56 (+2.0) 前原　颯(3)  11.63 (+2.0) 柴田　侑弥(3)  11.71 (+2.0) 鏡　春輝(3)  11.73 (+2.0) 住吉　晴音(3)  w11.92 (+2.2)

札幌・西野中 札幌・星置中 札幌・平岸中 札幌・西岡中 市立札幌開成中等前期 札幌・札幌中 札幌・札幌中 札幌・星置中

宮坂　侑汰(3)  23.25 (+1.9) 村上　唯斗(3)  23.44 (+1.9) 竹田　龍一(2)  23.45 (+1.9) 森山　創生(3)  23.59 (+1.9) 前田　大(3)  23.75 (+1.9) 根岸　豊(3)  24.15 (+1.9) 鏡　春輝(3)  24.30 (+1.9) 清水　文人(3)  24.87 (+1.9)

札幌・北都中 札幌・常盤中 札幌・南が丘中 札幌・平岡緑中 札幌・西野中 札幌・真駒内曙中 札幌・札幌中 札幌・星置中

森山　創生(3)  51.81 村上　唯斗(3)  53.00 宮坂　侑汰(3)  53.66 田中　稜大(3)  54.09 桝田　海斗(3)  55.53 根岸　豊(3)  56.17 西柳　風雅(3)  56.55 南部　隼(2)  58.93

札幌・平岡緑中 札幌・常盤中 札幌・北都中 札幌・あいの里東中 札幌・真駒内曙中 札幌・真駒内曙中 札幌・柏中 札幌・啓明中

髙橋　治大(3)  2:05.00 都香　太陽(3)  2:05.12 手塚　颯太(3)  2:07.10 槇　航太郎(2)  2:07.90 澤村　昇利(2)  2:08.74 三上　晋生(3)  2:09.00 大間　慶次郎(3)  2:09.28 猿田　亮介(3)  2:17.92

札幌・篠路中 札幌・南が丘中 札幌・清田中 市立札幌開成中等前期 札幌・あいの里東中 札幌・西岡中 札幌・北陽中 札幌・新琴似北中

大橋　正昊(3)  4:16.52 細谷　海至(3)  4:18.12 野崎　翔太郎(3)  4:19.57 福原　晴翔(3)  4:20.95 槇　航太郎(2)  4:23.20 髙橋　治大(3)  4:23.91 都香　太陽(3)  4:24.08 澤村　昇利(2)  4:24.62

札幌・八軒東中 札幌・柏中 札幌・栄中 札幌・向陵中 市立札幌開成中等前期 札幌・篠路中 札幌・南が丘中 札幌・あいの里東中

大橋　正昊(3)  9:20.90 細谷　海至(3)  9:27.57 野崎　翔太郎(3)  9:32.13 福原　晴翔(3)  9:34.57 鼻野木　悠翔(2)  9:35.08 笹岡　凌匠(3)  9:35.79 藤原　幹大(3)  9:38.08 秋元　斡(2)  9:38.09

札幌・八軒東中 札幌・柏中 札幌・栄中 札幌・向陵中 札幌・北白石中 札幌・前田中 札幌・向陵中 札幌・篠路中

川村　海翔(3)  15.15 (+1.5) 稲葉　大介(3)  15.65 (+1.5) 柴田　侑弥(3)  15.71 (+1.5) 浦田　光瑠(3)  15.75 (+1.5) 千葉　淳平(3)  15.87 (+1.5) 尾崎　凛人(3)  16.46 (+1.5) 田中　光星(3)  16.49 (+1.5) 本間　和樹(3)  16.94 (+1.5)

札幌・藻岩中 札幌・新琴似中 札幌・札幌中 札幌・真栄中 札幌・札苗北中 札幌・伏見中 札幌・厚別南中 札幌・篠路中

金子　璃功斗(3)  16.94 (+1.9)

札幌・東月寒中

札幌・札幌中  45.60 札幌・柏中  46.39 札幌・西岡中  46.47 札幌・新陵中  46.48 札幌・平岸中  46.60 市立札幌開成中等前期  46.92 札幌・啓明中  46.93 札幌・星置中  47.65

中田　亮吾(3) 原　実(2) 松井　勇生(3) 藤本　琉来(3) 山中　翔真(3) 平野　智希(3) 道端　佑弥(3) 兼子　大和(2)

柴田　侑弥(3) 武井　啓太(3) 澤田石　涙翼(3) 千葉　翔馬(3) 宮本　翔生(2) 野澤　侶丞(2) 南部　隼(2) 清水　文人(3)

武田　優輝(3) 西柳　風雅(3) 三上　晋生(3) 岩渕　佑生(3) 飯坂　颯斗(2) 宮澤　朝凪(2) 木村　泰斗(3) 菅原　隆世(3)

鏡　春輝(3) 長谷　逸平(3) 五十嵐　智紀(3) 矢萩　愛士(3) 田島　千蓮(3) 前原　颯(3) 大槻　周太朗(3) 住吉　晴音(3)

加納　大翔(3)  1.68 松田　航季(3)  1.68 伊藤　巧真(3)  1.68 安斉　拓人(3)  1.65 諏江　匠弥(3)  1.60 斉藤　凜太朗(2)  1.60 髙澤　空(3)  1.55 平山　勇大(2)  1.55

札幌・東栄中 札幌・北都中 札幌・清田中 札幌・啓明中 札幌・屯田北中 札幌・丘珠中 札幌・札幌中 札幌・東栄中

竹下　北杜(3)  2.80 山内　皓太(3)  2.60 駿河　竜成(3)  2.30 大澤　和希(2)  2.10 橋本　蒼硫(3)  1.90 髙橋　心(2)  1.70 橋田　燎弥(1)  1.70

札幌・藻岩中 札幌・藻岩中 札幌・新陵中 札幌・屯田北中 札幌・東栄中 札幌・東栄中 札幌・平岡中

石川　愁人(3)  w6.00 (+3.2) 桑原　和希(3)  w5.97 (+2.9) 矢萩　愛士(3)  w5.96 (+2.8) 山本　哲平(3)  w5.79 (+2.2) 橋本　祈亜(3)  5.67 (+1.8) 津川　一登(2)  w5.64 (+5.1) 上原　志貴(3)  w5.57 (+2.6) 伊藤　奎梧(3)  5.57 (+1.7)

札幌・あいの里東中 札幌・上野幌中 札幌・新陵中 札幌・藻岩中 札幌・手稲西中 札幌・屯田北中 札幌・柏中 札幌・東栄中

後藤　大晴(3)  13.03 菅原　将人(3)  12.58 藤本　琉来(3)  11.63 加藤　颯(3)  10.61 濱田　亮太(3)  10.33 谷口　隼大(3)  9.71 末藤　春比古(3)  9.70 三澤　悠雅(3)  9.39

札幌・柏丘中 GR 札幌・北白石中 札幌・新陵中 札幌・北都中 札幌・真駒内中 札幌・栄中 札幌・新陵中 札幌・手稲中

松田　航季(3)  2250 浦田　光瑠(3)  w2014 藤本　琉来(3)  1964 稲葉　大介(3)  1959 金子　璃功斗(3)  1793 伊藤　哲志(3)  1676 末藤　春比古(3)  w1669 山村　健太(2)  1644

札幌・北都中 札幌・真栄中 札幌・新陵中 札幌・新琴似中 札幌・東月寒中 札幌・手稲中 札幌・新陵中 札幌・福井野中

6月30日 110mH

6月30日 砲丸投

6月30日 走高跳

6月30日 400m

 1.40

 57.55  59.71  59.86  1:01.43  57.28  1:00.19  1:01.16  1:01.37

 9.03  10.67  9.56

 1.64  1.58  1.55  1.55  1.46  1.43  1.46

 15.93 (+1.4)  17.15 (+0.8)  18.22 (+1.4) w 19.28 (+2.9)  18.25 (+0.8)

 10.30  8.35  13.04  9.00  7.11

6月30日 四種競技

 15.85 (+1.4) w 15.80 (+2.9)  18.80 (+2.0)

7月1日 走幅跳

7月1日 砲丸投

7月1日 走高跳

6月30日 棒高跳

7月1日 110mH

7月1日 4x100mR

7月1日 1500m

7月1日 3000m

6月30日 400m

7月1日 800m

7位 8位

男子 6月30日 100m

7月1日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

斉藤一幸

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 令和元年度 第72回 札幌市中学校体育連盟陸上競技選手権大会
期日・時刻 2019/7/1 審判長

競技場名 札幌市円山競技場 記録主任



鮫澤　聖香(3)  w12.14 (+2.8) 清水　礼(3)  w12.49 (+2.8) 向後　咲枝(2)  w12.82 (+2.8) 佐﨑　奏(3)  w12.83 (+2.8) 高橋　沙英(3)  w12.91 (+2.8) 津田　真結理(3)  w13.07 (+2.8) 竹ケ原　虹(3)  w13.09 (+2.8) 佐藤　陽向(3)  13.15 (+2.0)

札幌・前田中 札幌・真駒内曙中 札幌・屯田北中 札幌・青葉中 札幌・平岡中 札幌・真駒内中 札幌・北都中 札幌・稲穂中

神田　琉杏(2)  w26.88 (+2.1) 佐﨑　奏(3)  w26.89 (+2.1) 高橋　沙英(3)  w27.06 (+2.1) 大谷　胡桃(3)  w27.13 (+2.1) 福丸　真央(2)  w27.50 (+2.1) 川又　友菜(3)  w27.76 (+2.1) 野呂　雛子(2)  w28.36 (+2.1) 遠藤　聖女(2)  w29.38 (+2.1)

札幌・厚別南中 札幌・青葉中 札幌・平岡中 札幌・札苗北中 札幌・西野中 札幌・あいの里東中 札幌・琴似中 札幌・札苗北中

上西　彩未(3)  2:17.23 長谷川　千晴(2)  2:29.24 吉岡　咲姫(2)  2:29.89 田口　晴海(3)  2:29.98 内見　菜緒(2)  2:30.09 松田　ひなた(2)  2:30.25 原田　椎菜(3)  2:30.63 竹澤　夏季(3)  2:31.02

札幌・新川中 GR 札幌・北都中 札幌・あいの里東中 札幌・向陵中 札幌・青葉中 札幌・栄町中 札幌・札苗北中 札幌・青葉中

上西　彩未(3)  4:42.53 原田　椎菜(3)  4:58.62 布施　歩海(3)  5:00.13 松田　ひなた(2)  5:06.05 山崎　浩奈(2)  5:07.11 吉岡　咲姫(2)  5:08.30 佐藤根　花奈(3)  5:09.90 上村　萌寧(2)  5:12.05

札幌・新川中 GR 札幌・札苗北中 札幌・あいの里東中 札幌・栄町中 札幌・平岡緑中 札幌・あいの里東中 札幌・上篠路中 札幌・前田中

盛田　侑鈴(2)  15.17 (+1.1) 坂東　凜(3)  15.34 (+1.1) 諸澤　愛琉(3)  15.61 (+1.1) 本間　ののか(3)  15.98 (+1.1) 栁川　果歩(3)  16.00 (+1.1) 肥田　せな(3)  16.19 (+1.1) 永島　綾乃(3)  16.28 (+1.1) 南畑　万葉(3)  16.35 (+1.1)

札幌・篠路中 札幌・新陵中 札幌・真栄中 札幌・清田中 札幌・栄中 札幌・東月寒中 札幌・星置中 札幌・あいの里東中

札幌・柏中  50.56 札幌・あいの里東中  51.22 札幌・稲穂中  51.36 札幌・青葉中  51.80 札幌・真栄中  52.86 札幌・清田中  52.89 札幌・琴似中  52.99

鎌田　真由香(3) 上杉　さくら子(3) 森谷　泉海(2) 渡邉　朱夏(3) 川面　風音(3) 本間　ののか(3) 山城　叶愛(2)

見澤　萌栞(3) 川又　友菜(3) 工藤　夢珠奈(3) 佐﨑　奏(3) 浜向　遥菜(3) 杉浦　セリナ(2) 久滝　七穂(2)

岡村　侑奈(3) 木下　紗希(3) 宮川　琴羽(3) 籾山　真緒(3) 諸澤　愛琉(3) 濱中　花奈(3) 野呂　雛子(2)

國分　美涼(3) 古内　佑奈(2) 佐藤　陽向(3) 内見　菜緒(2) 鶴來　玲奈(2) 佐々木　綾(3) 山田　瑞稀(3)

壬生　知花(3)  1.52 髙橋　郁乃(3)  1.52 山本　明里(3)  1.46 東屋　萌乃香(2)  1.43 本間　渚彩(2)  1.43 小野寺　紅好(2)  1.40 岡村　愛実(3)  1.40

札幌・北陽中 札幌・東栄中 札幌・手稲中 札幌・星置中 札幌・八軒中 札幌・札幌中 札幌・平岡中

津川　歩乃梨(2)  1.40

札幌・手稲中

神田　琉杏(2)  w5.34 (+3.9) 千葉　紅美和(2)  5.28 (+2.0) 齋藤　彩葉(3)  w4.97 (+4.8) 國分　美涼(3)  w4.96 (+2.5) 前川　日菜(3)  w4.95 (+3.1) 坂下　琉菜(1)  4.94 (+0.8) 西村　陽楠(3)  4.63 (+1.9) 小野　晴香(2)  w4.60 (+3.8)

札幌・厚別南中 札幌・栄中 札幌・北陽中 札幌・柏中 札幌・向陵中 札幌・前田中 札幌・あいの里東中 札幌・北辰中

池田　侑未(3)  11.32 武山　のどか(3)  10.72 木村　千恵里(3)  10.12 稲川　遥夏(3)  9.92 古内　佑奈(2)  9.47 谷口　心優(3)  9.40 岡本　菜々(3)  9.28 佐藤　陽向(3)  9.13

札幌・札幌中 札幌・真駒内中 札幌・藻岩中 札幌・西野中 札幌・あいの里東中 札幌・藻岩中 札幌・啓明中 札幌・稲穂中

山口　虹羽(3)  2570 工藤　夢珠奈(3)  2379 坂東　凜(3)  2345 諸澤　愛琉(3)  2186 壬生　知花(3)  2159 山本　明里(3)  2137 本間　ののか(3)  2113 栁川　果歩(3)  2041

札幌・光陽中 札幌・稲穂中 札幌・新陵中 札幌・真栄中 札幌・北陽中 札幌・手稲中 札幌・清田中 札幌・栄中

6月30日 100mH

6月30日 走高跳

6月30日 砲丸投

6月30日 200m

w (wind assist) : 追風参考

 7.79  6.52

 27.69 (+1.0)  27.00 (+1.0)  28.69 (+1.0)  28.12 (+1.0)  28.81 (+1.0)  29.00 (+1.0)  28.52 (+1.0)  29.31 (+1.0)

 8.56  7.75  9.21  8.14  7.24  7.29

 16.05 (+0.7)  16.26 (+1.2)

 1.59  1.44  1.41  1.32  1.47  1.41  1.32  1.41

 15.67 (+0.7)  15.88 (+1.2)  15.58 (+1.8) w 15.89 (+2.1)  16.51 (+1.2)  16.07 (+1.2)

7月1日 砲丸投

6月30日 四種競技

7月1日 走高跳

6月30日 走幅跳

7月1日 100mH

7月1日 4x100mR

7月1日 800m

7月1日 1500m

女子 6月30日 100m

7月1日 200m


