
日付 種目
竹田　龍一  11.80 (+1.8) 茂庭　爽太朗  11.91 (+1.8) 齊藤　丈  11.92 (+1.8) 平間　滉  11.94 (+1.8) 原　実  11.97 (+1.8) 井上　涼雅  12.05 (+1.8) 松尾　琉斗  12.11 (+1.8)

札幌・南が丘中 札幌・伏見中 札幌・平岡中央中 札幌・北白石中 札幌・柏中 札幌・琴似中 札幌・真駒内中
南部　隼  24.77 (-3.9) 茂庭　爽太朗  25.04 (-3.9) 森　大地  25.10 (-3.9) 齊藤　丈  25.10 (-3.9) 中村　駿太郎  25.32 (-3.9) 深田　恭平  25.35 (-3.9) 大西　崇守  25.50 (-3.9) 原　実  25.60 (-3.9)

札幌・啓明中 札幌・伏見中 札幌・真栄中 札幌・平岡中央中 札幌・柏中 札幌・澄川中 札幌・八軒中 札幌・柏中
宮澤　朝凪  54.97 南部　隼  55.53 石森　慶太  56.26 深田　恭平  56.58 鈴木　太智  56.80 伊藤　丈留  57.14 伊藤　悠真  57.30
市立札幌開成中等前期 札幌・啓明中 札幌・北陽中 札幌・澄川中 札幌・篠路中 札幌・北都中 札幌・北都中

成田　周弥  56.58
札幌・北白石中

澤村　昇利  2:05.65 田森　大貴  2:09.97 槇　航太郎  2:11.09 佐々木　陸恭  2:15.48 遠藤　幹拓  2:15.64 山下　紘輝  2:16.57 片野　陽太郎  2:17.26 青柳　朝陽  2:18.46
札幌・あいの里東中 札幌・山鼻中 市立札幌開成中等前期 札幌・もみじ台中 札幌・澄川中 札幌・前田中 札幌・八条中 札幌・澄川中
槇　航太郎  4:17.51 澤村　昇利  4:25.08 秋元　斡  4:28.52 五十嵐　拓美  4:31.08 片野　陽太郎  4:32.88 雪田　圭将  4:42.46 堀井　馨  4:43.32 星野　颯汰  4:44.85
市立札幌開成中等前期 GR 札幌・あいの里東中 札幌・篠路中 札幌・西岡中 札幌・八条中 札幌・前田中 札幌・星置中 札幌・東月寒中
鼻野木　悠翔  9:39.26 秋元　斡  9:45.48 五十嵐　拓美  9:46.46 岩波　陽斗  9:59.55 宮澤　朝凪  10:04.58 城田　健悟  10:10.34 堀井　馨  10:14.23 戸田　廉太郎  10:27.93
札幌・北白石中 札幌・篠路中 札幌・西岡中 札幌・澄川中 市立札幌開成中等前期 札幌・北陽中 札幌・星置中 札幌・向陵中
山村　健太  17.11 (-1.7) 小山田　喜貴  17.19 (-1.7) 東海林　昂  17.38 (-1.7) 中島　大耀  17.44 (-1.7) 谷敷　怜空  17.52 (-1.7) 西山　春来  17.85 (-1.7) 兼子　大和  17.92 (-1.7) 荒木　創伊  18.49 (-1.7)

札幌・福井野中 札幌・藻岩中 札幌・栄中 札幌・手稲中 札幌・東月寒中 札幌・北都中 札幌・星置中 札幌・あいの里東中

札幌・東月寒中  48.08 札幌・北陽中  48.21 札幌・藻岩中  48.92 札幌・平岸中  48.93 札幌・栄中  49.25 札幌・柏中  49.31 札幌・伏見中  49.45 札幌・北白石中  49.49
太田　櫂地 小野　陽咲 金子　仁 小山田　祐 十川　晴登 水口　陽太 河辺　晃太朗 畑端　翔也
西村　琉太 徳江　竜之介 後藤　颯良 飯坂　颯斗 東海林　昂 西柳　元輝 茂庭　爽太朗 斉藤　一成
釜　敏綺 阿部　祥多 小山田　喜貴 大塚　風雅 國上　晄 中村　駿太郎 新家　翼 成田　周弥
谷敷　怜空 石森　慶太 東　昂輝 宮本　翔生 北川　浬久弥 原　実 伊藤　優希 平間　滉
田端　一生  1.67 斉藤　凜太朗  1.64 渡邊　僚也  1.55 平山　湧大  1.50 畑　翔太郎  1.45 斎藤　陽向  1.45 多田　紘基  1.40 山中　颯真  1.40
札幌・屯田北中 札幌・丘珠中 札幌・清田中 札幌・東栄中 札幌・真駒内曙中 札幌・発寒中 札幌・福井野中 札幌・平岸中
佐藤　晴翔  2.60 上野　雄琉  2.60 髙橋　心  2.20 三河　祐瑚  2.00 橋田　燎弥  1.80 本田　悠樹  1.80 佐々木　暖百  1.60
札幌・藻岩中 札幌・藻岩中 札幌・東栄中 札幌・平岡中 札幌・平岡中 札幌・柏中 札幌・新陵中
竹田　龍一  6.03 (+1.9) 兼子　大和  5.53 (+1.5) 宮坂　拓実  5.46 (+0.1) 油木　俊亮  5.36 (0.0) 藤田　健慎  5.27 (+1.0) 伊藤　悠真  5.09 (+1.8) 伊藤　大地  5.07 (+1.2) 小谷　櫂太  w5.01 (+2.5)

札幌・南が丘中 札幌・星置中 札幌・北都中 札幌・東栄中 札幌・青葉中 札幌・北都中 札幌・山鼻中 札幌・平岡中
藤澤　興毅  9.89 小田　晴輝  9.76 亀田　遼太  9.36 中川　仁  9.33 渡辺　陽己  9.05 山中　颯真  8.72 斉藤　一成  7.34 中西　悠太  7.28
札幌・山鼻中 札幌・澄川中 札幌・新陵中 札幌・前田中 市立札幌開成中等前期 札幌・平岸中 札幌・北白石中 札幌・柏丘中
東海林　昂  1834 山村　健太  1781 中島　大耀  w1668 小関　勇嗣  w1612 高木　光  w1592 田端　一生  w1589 小山田　喜貴  w1577 谷敷　怜空  1568
札幌・栄中 札幌・福井野中 札幌・手稲中 札幌・前田中 札幌・東月寒中 札幌・屯田北中 札幌・藻岩中 札幌・東月寒中

8月17日 110mH
8月17日 砲丸投
8月17日 走高跳
8月17日 400m

佐藤　ありさ  12.85 (-0.8) 向後　咲枝  13.07 (-0.8) 千葉　紅美和  13.23 (-0.8) 盛田　侑鈴  13.25 (-0.8) 坂下　琉菜  13.41 (-0.8) 福丸　真央  13.43 (-0.8) 小林　ゆづき  13.48 (-0.8) 武田　唯  13.52 (-0.8)

札幌・清田中 札幌・屯田北中 札幌・栄中 札幌・篠路中 札幌・前田中 札幌・西野中 札幌・平岡緑中 札幌・札幌中
神田　琉杏  26.57 (-2.5) 福丸　真央  27.89 (-2.5) 遠藤　聖女  27.93 (-2.5) 那須　咲羽子  28.38 (-2.5) 河西　胡実  28.50 (-2.5) 古内　佑奈  28.53 (-2.5) 東屋　萌乃香  28.68 (-2.5) 高藤　夕凪  28.70 (-2.5)

札幌・厚別南中 GR 札幌・西野中 札幌・札苗北中 札幌・啓明中 札幌・前田中 札幌・あいの里東中 札幌・星置中 札幌・北都中
吉岡　咲姫  2:30.95 甲賀　めい  2:32.22 山崎　浩奈  2:32.38 丸山　琴音  2:32.82 長谷川　千晴  2:32.86 植木　野乃花  2:33.32 内見　菜緒  2:34.31 松田　ひなた  2:35.15
札幌・あいの里東中 札幌・あいの里東中 札幌・平岡緑中 札幌・北陽中 札幌・北都中 札幌・澄川中 札幌・青葉中 札幌・栄町中
吉岡　咲姫  5:07.24 山崎　浩奈  5:08.55 丸山　琴音  5:09.73 松田　ひなた  5:10.39 松坂　在里  5:11.84 森口　まなか  5:16.25 國澤　詩  5:22.29 岩渕　涼那  5:23.55
札幌・あいの里東中 札幌・平岡緑中 札幌・北陽中 札幌・栄町中 札幌・発寒中 札幌・光陽中 札幌・澄川中 札幌・あいの里東中

盛田　侑鈴  16.01 (-3.1) 岡本　七夏  16.95 (-3.1) 神保　妃里  16.99 (-3.1) 本間　そよか  17.04 (-3.1) 武田　唯  17.59 (-3.1) 山城　叶愛  17.73 (-3.1) 小野　弥南  17.83 (-3.1) 山下　凛子  18.70 (-3.1)

札幌・篠路中 札幌・伏見中 札幌・あいの里東中 札幌・清田中 札幌・札幌中 札幌・琴似中 札幌・清田中 札幌・真栄中
札幌・清田中  52.69 札幌・あいの里東中  53.43 札幌・札苗北中  53.68 札幌・札幌中  54.00 札幌・柏中  54.29 札幌・前田中  54.44 札幌・手稲中  55.03 札幌・屯田北中  57.53
渡部　綾香 岩渕　涼那 千葉　唯七 大西　明莉 國分　里菜 逸見　愛果 岩附　優 井上　清乃
佐藤　ありさ 神保　妃里 遠藤　聖女 武田　唯 浅地　美友 坂下　琉菜 岡田　舞 向後　咲枝
東谷　和香 古内　佑奈 大内　寧々 関口　怜奈 工藤　はな 田村　羽琉 津川　歩乃梨 菊谷　心乃
杉浦　セリナ 吉岡　咲姫 渡邊　心羽音 佐々木　陽愛 阿部　穂菜美 河西　胡実 髙橋　乃愛 髙橋　愛葵
奥山　優月  1.50 本間　渚彩  1.44 津川　歩乃梨  1.38 杉浦　セリナ  1.35 林　実子  1.35
札幌・北都中 札幌・八軒中 札幌・手稲中 札幌・清田中 札幌・光陽中
東屋　萌乃香  1.50 仲條　紗菜  1.38 大橋　智花  1.35 小野寺　紅好  1.35
札幌・星置中 札幌・大谷中 札幌・新琴似中 札幌・札幌中
千葉　紅美和  5.24 (-0.1) 神田　琉杏  5.16 (-0.6) 坂下　琉菜  5.11 (-0.1) 小野　晴香  4.61 (+0.8) 佐藤　葉空  4.56 (-0.9) 佐々木　陽愛  4.48 (+1.5) 眞仁田　冴花  w4.46 (+2.4) 本元　日陽奈  4.44 (+1.6)

札幌・栄中 GR 札幌・厚別南中 札幌・前田中 札幌・北辰中 札幌・福井野中 札幌・札幌中 札幌・北野中 札幌・向陵中
古内　佑奈  9.68 東　侑亜  9.15 小林　美心  8.83 古林　心晴  8.81 久滝　七穂  8.59 小野　美冴  8.42 吉田　優菜  8.38 武山　なのは  8.35
札幌・あいの里東中 札幌・東栄中 札幌・札幌中 札幌・北陽中 札幌・琴似中 札幌・星置中 札幌・藻岩中 札幌・真駒内中
津川　歩乃梨  2059 小林　恵弥  1928 奥山　優月  1900 遠藤　聖女  1831 本間　そよか  1819 本間　渚彩  1804 山下　凛子  1793
札幌・手稲中 札幌・東栄中 札幌・北都中 札幌・札苗北中 札幌・清田中 札幌・八軒中 札幌・真栄中

佐藤　真由香  1804
札幌・新陵中

8月17日 100mH
8月17日 走高跳
8月17日 砲丸投
8月17日 200m

主催団体名 札幌市中学校体育連盟　　札幌陸上競技協会 陸協名 札幌陸上競技協会

競技会名 令和元年度第48回札幌市中学校体育連盟陸上競技新人戦大会
期日・時刻 2019/8/18 審判長 井上(智)・玉井・井上(晃)

競技場名 札幌市円山競技場 記録主任 斉藤　一幸

7位 8位

中学男子 8月17日 100m

8月18日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月18日 1500m

8月18日 3000m

8月17日 400m

8月18日 800m

8月18日 走高跳

8月17日 棒高跳

8月18日 110mH

8月18日 4x100mR

8月17日 四種競技

 17.66 (+1.5)  17.56 (+1.7) w 17.13 (+2.9)

8月18日 走幅跳

8月18日 砲丸投

w 18.17 (+2.9) w 17.29 (+2.9) w 19.62 (+2.9) w 17.29 (+2.9)  18.08 (+1.2)
 8.30  9.57  5.94  7.85  7.30  7.71  6.36  7.12
 1.54  1.40  1.54  1.40  1.35  1.63  1.40

中学女子 8月17日 100m

8月18日 200m

 1.35
 58.27  59.31  1:00.59  59.51  1:00.70  1:01.25  1:00.51  58.80

8月18日 100mH

8月18日 4x100mR

8月18日 800m

8月18日 1500m

8月18日 砲丸投

8月17日 四種競技

8月18日 走高跳

8月17日 走幅跳

w 16.91 (+2.2)  17.42 (+1.6)
 1.36  1.33  1.42  1.20  1.15  1.39  1.20  1.30

w 16.47 (+2.2) w 18.02 (+2.4) w 18.11 (+2.2) w 17.32 (+2.4)  16.70 (+1.5)  17.59 (+1.8)

w (wind assist) : 追風参考

 7.03  6.71
 29.04 (0.0)  28.60 (0.0)  29.45 (0.0)  27.77 (+1.4)  28.76 (0.0)  30.18 (0.0)  29.08 (0.0)  29.49 (0.0)

 7.70  8.30  7.51  6.59  7.23  6.45


