
【１年男子】 2002以降収録

2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

60m 12"1手 川上　純季 士別中士別小 2012/05/27 留萌ジュニア 留萌

80m 14"32 長谷川　蓮 旭川緑が丘小 2020/08/08 道央中学選手権兼道央小学生 千歳

100m 17"40 廣田　義紀 RyukokuAC 2022/08/07 道北ジュニア 士別

200m 43"4手 北村　青澄 上富良野小 2012/07/15 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

800m 3'04"72 泉　  圭輔 旭川神居東陸上少年団 2016/07/31 道北土曜記録会 士別

1,000m 3'51"84 泉　　圭輔 旭川神居東陸上少年団 2016/10/22 空知記録会 芦別

1,500m 6'26"75 廣田　義紀 RyukokuAC 2022/10/29 士別記録会第3戦 士別

走幅跳 2m48 清水　陽也 羽幌Jr.RC 2016/08/07 深川ｵｰﾌﾟﾝ 深川

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 9m40 髙橋　優斗 上富良野小 2021/07/10 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

【２年男子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

60m 11"0手 三上　雄輝 留萌AC 2015/05/24 留萌ジュニア 留萌

80m 13"01 長谷川　蓮 旭川神居東陸上少年団 2021/07/10 道央記録会第6戦 千歳

100m 16"15 長谷川　蓮 旭川神居東陸上少年団 2021/08/08 道北ジュニア 士別

200m 36"8手 北村　青澄 上富良野小 2013/07/14 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

400m 1'34"4手 渡辺　和也 富良野小 2013/07/14 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

800m 2'47"95 泉  　圭輔 旭川神居東陸上少年団 2017/10/07 空知記録会第8戦 深川

1,000m 3'55"85 佐藤　大牙 旭川神居東陸上少年団 2015/10/03 道北陸協土曜記録会 士別

1,500m 5'38"05 泉   圭輔 旭川神居東陸上少年団 2017/08/01 士別記録会第3戦 士別

3,000m 15'27"7手 中山　景翔 富良野麓郷小 2014/07/20 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

走幅跳 3m06 佐井　楓汰 羽幌Jr.RC 2016/08/07 深川ｵｰﾌﾟﾝ 深川

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 26m80 上堀　翔也 富良野小 2015/07/19 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 29m15 秋山　梓祐 留萌AC 2017/10/07 空知記録会第8戦 深川

【３年男子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

100m 15"24 河原　朋夢 南富良野幾寅小 2015/07/26 北海道小学生 千歳

200m 34"57 大月　　惺 RyukokuAC 2022/10/15 秋季記録会第1戦 釧路

300m 58"92 大月　　惺 RyukokuAC 2022/10/29 秋季記録会第2戦 釧路

400m 1'34"1手 堀　　圭志 ふらのｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 2013/07/14 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

800m 2'39"44 泉　  圭輔 旭川神居東陸上少年団 2018/07/01 道北記録会第4戦 旭川

1,000m 3'48"24 木村　亮太 名寄豊西陸上ｸﾗﾌﾞ 2010/10/16 空知陸協北空知記録会 深川

1,500m 5'27"02 泉　  圭輔 旭川神居東陸上少年団 2018/07/31 士別記録会第2戦 士別

3,000m 14'28"9手 清水　悠太 富良野麓郷小 2013/07/14 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

4X100mR(単) 1'11"64 藤永　一真・工藤　蒼史 旭川神居東陸上少年団 2018/09/17 川崎静一郎記念 札幌円山

高橋　昌大・泉　　圭輔

走高跳 1m10 河原　拓夢 南富良野幾寅小 2011/10/08 空知陸協記録会 深川

走幅跳 3m68 毛内　  宙 留萌AC 2017/09/23 留萌ｼﾞｭﾆｱ記録会 留萌

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 33m41 八條　僚太 留萌東光小 2015/09/27 留萌ｼﾞｭﾆｱ記録会 留萌

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 36m55 北嶋　一翔 中富良野旭中小 2012/07/15 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 36m52 大滝　泰都 留萌AC 2016/09/24 留萌ｼﾞｭﾆｱ記録会 留萌

道北小学記録



【４年男子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

14"2手 鳴海　将貴 士別小 1993/07/25 北海道小学生 士別市営

14"36 長内勇志郎 旭川AC 2019/10/13 道北記録会第6戦 旭川

200m 33"33 立花　晃士 なよろJAC 2016/10/22 空知陸協記録会 芦別

400m 1'16"15 大洲　陽弘 旭川AC 2005/10/10 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道北 旭川花咲

800m 2'31"84 泉　  圭輔 旭川神居東陸上少年団 2019/10/05 道北記録会5戦 旭川

1,000m 3'31"22 二階堂　葵一 旭川TRC. 2020/10/10 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道央 千歳

1,500m 5'09"78 泉　  圭輔 旭川神居東陸上少年団 2019/08/18 旭川ジュニア 旭川

3,000m 14'30"0手 原畠　康成 富良野麓郷小 2012/07/15 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

80mH(0.700m) 20"01 高橋　昌大 旭川神居東陸上少年団 2019/08/03 深川オープン 深川

4X100mR 1'02"68 児玉　侃樹・笠間　稜世 上川陸上少年団 2012/07/15 北海道小学生 千歳

大丸　蒼仁・向江　優斗

1'00"2手 本間・大西 士別ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 1993/07/25 北海道小学生 士別市営

木下・鳴海

走高跳 1m21 兼平　吏亜 旭川愛宕AC 2019/10/05 道北記録会第5戦 旭川

走幅跳 4m23 鳴海　将貴 士別小 1993/07/25 北海道小学生 士別市営

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 42m00 杉山　俊介 旭川東五条小 1987/06/21 北海道小学生記録会道北 旭川花咲

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号球) 57m63 笠間　稜世 上川陸上少年団 2012/07/15 北海道小学生 千歳

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 45m01 秋山　梓祐 留萌AC 2019/07/14 北海道小学生 札幌厚別

【５年男子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

100m 13"3手 斉藤　研介 名寄西小 1993/07/25 北海道小学生 士別市営

13"35 小島　駿平 名寄小 2004/09/5 旭川ジュニア 旭川花咲

200m 29"3手 澤田　浩貴 旭川神居東小 1992/07/26 北海道小学生 函館

400m 1'07"73 田中　雄也 旭川AC 2003/10/19 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道北 旭川花咲

800m 2'28"43 黒川　遙斗 士別小 2016/09/22 道北土曜記録会 士別

1,000m 3'09"40 泉　  圭輔 旭川神居東陸上少年団 2020/10/10 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道央 千歳

3'11"9手 岡　　智哉 士別西小 1984/07/22 北海道小学生選抜 帯広の森

1,500m 4'49"43 澤田　健太 ふらのｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 2013/08/04 北海道小学生中央教室 函館

3,000m 13'23"3手 幸田　惇矢 中富良野小 2015/07/18 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

80mH(0.700m) 14"11 笠間　稜世 上川陸上少年団 2013/07/15 北海道小学生 函館

4X100mR(単) 58"30 磯谷　尚汰・平井　悠晴 旭川AC 2022/08/28 旭川ジュニア 深川

中山　結翔・中園未那斗

4X100mR(単) 58"7手 南・細谷 旭川神居東小 1992/07/26 北海道小学生 函館

餌取・澤田

4X100mR(混) 56"93 北村　青澄・丹羽　珀人 道北陸協 2016/07/10 南部忠平記念 札幌厚別

池田　優夢・竹原　　湊

河原　拓夢 南富良野幾寅小 2013/07/14 北海道小学生 函館

走高跳 河原　朋夢 南富良野小 2017/07/01 空知記録会第5戦 深川

1m33 松本　靖夫 東川小 1990/09/28 中部北海道選手権 旭川近文

走幅跳 4m48 高平　慎士 旭川春光小 1999/06/25 北海道小学生記録会道北 旭川花咲

砲丸投(2.721kg) 6m56 皆川記久雄 旭川神居東小 1993/06/20 北海道小学生記録会道北 旭川花咲

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 49m22 吉田　和博 小平小 1993/05/30 留萌ジュニア 留萌

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号球) 61m95 笠間　稜世 上川陸上少年団 2013/07/15 北海道小学生 函館

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 48m69 秋山　梓祐 留萌AC 2020/07/19 道北小学生記録会 旭川花咲

道北小学記録
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【６年男子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

100m 12"45 大洲　巧光 旭川AC 2010/07/18 北海道小学生 北見

25"8手 澤田　浩貴 旭川神居東小 1993/07/25 北海道小学生 士別市営

26"25 斉藤　研介 名寄AC 1994/06/19 北海道小学生記録会道北 旭川花咲

300m 47"36 田村　耕太 名寄豊西陸上ｸﾗﾌﾞ 2010/10/16 空知陸協北空知記録会 深川

400m 1'02"26 黒川　遙斗 士別小 2017/08/01 士別記録会第3戦 士別

800m 2'18"29 泉　圭輔 旭川神居東陸上少年団 2021/10/03 道北記録会第5戦 旭川花咲

1,000m 2'58"09 泉　圭輔 旭川神居東陸上少年団 2021/10/09 道央記録会第7戦 千歳

1,500m 4'35"58 大熊　健斗 旭川AC 2013/08/04 北海道小学生中央教室 函館

3,000m 9'58"98 横山　拓也 士別南小 2012/10/12 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道央 千歳

80mH(0.700m) 13"02 三浦　徹大 旭川神居東陸上少年団 2013/07/15 北海道小学生 函館

13"02 笠間　稜世 上川陸上少年団 2014/08/09 東日本小学生交流大会 函館

4X100mR(単) 53"53 阿久津・水本 旭川啓明AC 2004/10/09 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道北 旭川花咲

久保・小島

4X100mR(混) 51"53 新田・布施 道北陸協 2000/07/16 南部忠平記念 札幌円山

三島・藤岡

走高跳 1m51 穴田　将典 旭川北鎮小 1999/09/19 全空知選手権 美唄市営

1m47 山田　明宏 旭川知新小 1986/06/29 北海道小学生記録会道北 旭川花咲

走幅跳 5m50 中瀬  　遥 旭川AC 2018/07/15 北海道小学生 函館

砲丸投(2.721kg) 12m33 澤田　敦士 旭川神居東小 1995/07/23 北海道小学生 旭川花咲

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 59m54 笠井　良太 士別上士別小 2000/07/23 北海道小学生 函館

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号球) 68m48 福本　一成 士別小 2017/06/14 士別市小学生記録会 士別

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 36m43 坪坂　圭祐 旭川神居東小 2005/07/18 北海道小学生 函館

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 57m92 秋山  梓祐 留萌AC 2021/08/15 北海道小学生 函館

1554点 藤永　一真 旭川神居東陸上少年団 2021/07/04 北海道小学生記録会道北 旭川花咲

80mH-15"50・走高跳-1m15

2324点 秋山  梓祐 留萌AC 2021/08/15 北海道小学生 函館

走幅跳-4m69・ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投-57m92

200m

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA



【１年女子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

60m 12"5手 千種　美遥 留萌東光小 2022/05/22 留萌ジュニア 留萌

80m 15"92 布目　友里 士別小 2015/08/08 東日本小学生交流大会 函館

100m 17"88 田村　愛海 枝幸ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 2022/08/07 道北ジュニア 士別

800m 3'16"11 石田　虹歌 留萌AC 2013/08/10 深川オープン 深川

1,500m 9'01"2手 小瀬　雅姫 中富良野宇文ｽﾎﾟｰﾂ少年団 2015/07/19 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 17m57 北嶋　花帆 中富良野旭中小 2015/07/19 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

【２年女子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

60m 11"4手 柿崎　杏樹 羽幌小 2019/05/18 留萌ジュニア 留萌

80m 13"04 石川　葉織 旭川TRC. 2019/09/14 秋季道南小学校 函館

100m 15"99 石川　葉織 旭川TRC. 2019/09/28 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ空知 岩見沢

800m 2'56"27 石川　葉織 旭川TRC. 2019/10/19 室蘭地方記録会6戦 室蘭

1,000m 4'03"22 篠田ひまり 旭川神居東陸上少年団 2016/10/22 空知記録会 芦別

1,500m 9'01"7手 福田　　美 富良野麓郷小 2015/07/19 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

走幅跳 2m60 河原　愛紗 南富良野幾寅小 2012/07/15 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 8m76 深尾　涼里 中富良野宇文小 2013/07/14 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

【３年女子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

100m 14"73 石川　葉織 旭川TRC. 2020/10/10 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道央 千歳

200m 33"51 石川　葉織 旭川TRC. 2020/09/13 士別記録会3戦 士別

800m 2'41"84 岩田　梨花 旭川神居東陸上少年団 2013/09/14 空知陸協記録会 深川

1,000m 3'30"96 石川　葉織 旭川TRC. 2020/10/10 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道央 千歳

1,500m 5'35"59 石川　葉織 旭川TRC. 2020/09/13 士別記録会3戦 士別

4X100mR(単) 1'05"32 松本　結菜・石川　蛍莉 旭川TRC. 2019/09/28 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ空知 岩見沢

大月　美優・石川　葉織

走幅跳 3m61 三宮　夢叶 北教大附旭川小 2012/08/11 深川オープン 深川

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号球) 33m40 高橋　結衣 留萌東光小 2012/09/29 留萌ｼﾞｭﾆｱ記録会 留萌

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 12m73 深尾　涼里 中富良野宇文小 2014/07/20 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 27m69 三浦　紗矢 留萌AC 2017/09/23 留萌ｼﾞｭﾆｱ記録会 留萌

【４年女子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

100m 14"27 石川　葉織 旭川TRC． 2021/06/13 道央記録会第5戦　 千歳

200m 31"36 峯岸　美来 旭川神居東陸上少年団 2018/10/06 空知記録会第6戦 深川

400m 1'12"00 峯岸　美来 旭川神居東陸上少年団 2018/10/06 空知記録会第6戦 深川

800m 2'27"33 岩田　梨花 旭川神居東陸上少年団 2014/07/13 道北陸協記録会 旭川花咲

1,000m 3'33"28 石川　蛍莉 旭川TRC. 2020/10/10 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道央 千歳

1,500m 5'33"75 石川　蛍莉 旭川TRC. 2020/09/13 士別記録会第3戦 士別

3,000m 16'22"1手 今野　麻帆 富良野麓郷小 2013/07/14 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

80mH(0.700m) 16"49 山崎　唯奈 旭川神居東陸上少年団 2014/10/12 空知陸協記録会 深川

4X100mR 59"71 坂口　仁心・石川　蛍莉 旭川TRC. 2020/10/10 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道央 千歳

松本　結菜・石川　葉織

走高跳 1m11 山下　華穂 旭川愛宕AC 2021/08/29 旭川ジュニア 旭川花咲

走幅跳 4m07 茂利  芽依 上川陸上少年団 2018/08/05 道北ジュニア 士別

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 28m38 殿山みらい 中富良野旭中小 2013/07/14 ふらのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 富良野

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号球) 39m19 杉野羽衣子 ふらのｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 2009/07/26 北海道小学生 函館

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 30m05 髙野　楓遥 旭川神居東陸上少年団 2018/09/16 道北記録会5戦 旭川

道北小学記録

道北小学記録



【５年女子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

100m 13"54 石川　葉織 旭川TRC. 2022/05/21 道央記録会2戦 千歳

200m 29"22 石川　葉織 旭川TRC. 2022/10/29 秋季記録会第2戦 釧路

400m 1'09"41 伊藤　夕季 旭川啓明AC 2004/10/09 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道北 留萌

800m 2'23"25 岩田　梨花 旭川神居東陸上少年団 2015/06/06 空知陸協記録会 深川

1,000m 3'24"44 増田さくら 旭川神居東陸上少年団 2016/10/22 空知陸協記録会 芦別

1,500m 4'56"85 岩田　梨花 旭川神居東陸上少年団 2015/07/12 南部忠平記念 札幌厚別

2,000m 7'08"82 栃谷　天寧 鷹栖AC 2014/10/04 道北陸協土曜記録会 士別

3,000m 10'28"89 岩田　梨花 旭川神居東陸上少年団 2015/07/05 士別ディスタンス 士別

80mH(0.700m) 13"58 峯岸　美来 旭川神居東陸上少年団 2019/09/16 川崎静一郎記念 札幌円山

4X100mR 57"07 藤倉　聖里・峯岸　美來 旭川神居東陸上少年団 2019/07/15 北海道小学生 札幌厚別

村上　日咲・板谷　夏生

1m28 木戸あおい 旭川西神楽RC 2012/06/02 空知陸協記録会 深川

1m28 山下　華穂 旭川愛宕AC 2022/07/24 北海道小学生 苫小牧

棒高跳 1m40 旭　うたの 旭川永山東小 2022/12/28 群馬県室内棒高跳記録会 群馬ﾍﾞﾙｱｽﾚﾃｨｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ

走幅跳 4m56 茂利　芽依 上川陸上少年団 2019/07/15 北海道小学生 札幌厚別

砲丸投(2.721kg) 6m20 川口さやか 旭川啓明AC 2003/10/19 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道北 旭川花咲

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 35m29 江田　萌乃 旭川向陵Jr. 2003/09/15 旭川ジュニア 旭川花咲

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号球) 46m20 広田　静空 士別西陸上少年団 2012/08/05 道北ジュニア 士別

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 38m07 新名　乃々花 旭川近文小 2022/08/28 旭川ジュニア 深川

【６年女子】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

100m 13"42 駒形　夏美 名寄豊西陸上ｸﾗﾌﾞ 2009/06/06 札幌リレーカーニバル 札幌円山

200m 28"98 駒形　夏美 名寄豊西陸上ｸﾗﾌﾞ 2009/07/04 札幌陸協記録会 札幌円山

400m 1'08"43 栗林　夏美 旭川神居東陸上少年団 2004/10/09 北海道陸上競技ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ道北 留萌

800m 2'20"18 岩田　梨花 旭川神居東陸上少年団 2016/06/19 北海道小学生道北記録会 旭川花咲

1,000m 3'04"28 岩田　梨花 旭川神居東陸上少年団 2016/10/22 空知記録会 芦別

1,500m 4'49"86 岩田　梨花 旭川神居東陸上少年団 2016/10/02 道北記録会 旭川花咲

2,000m 7'11"74 高野　楓遥 旭川神居東陸上少年団 2020/10/04 U15ﾁｬﾚﾝｼﾞ陸上 釧路

3,000m 10'42"45 栃谷　天寧 鷹栖小 2015/07/05 士別ディスタンス 士別

80mH(0.700m) 12"56 峯岸　美来 旭川神居東陸上少年団 2020/09/20 堤杯小学生ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 小樽

100mH(0.762m) 17"29 大月　美優 旭川AC 2022/10/02 秋季記録会第2戦 釧路

4X100mR(単) 53"09 藤倉　聖里・猪股　結菜 旭川神居東陸上少年団 2020/10/04 U15ﾁｬﾚﾝｼﾞ陸上 釧路

峯岸　美来・板谷　夏生

4X100mR(混) 53"54 田村ゆき穂・工藤あさか 道北陸協 2009/07/12 南部忠平記念 札幌円山

野田　海絵・駒形　夏美

走高跳 1m38 石黒ゆかり 士別西小 1985/06/09 北海道小学生記録会道北 旭川花咲

1m40 石黒ゆかり 士別西小 1985年

走幅跳 4m82 星野　美月 旭川神居東陸上少年団 2015/08/22 全国小学生 神奈川日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

砲丸投(2.721kg) 8m21 田中　美来 鷹栖北野XC 2009/07/25 北海道小学生 函館

ﾎﾞｰﾙ投(250g) 41m46 谷　　瑞希 旭川春光小 1996/09/16 旭川ジュニア 旭川花咲

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号球) 49m58 斉藤　涼花 上川陸上少年団 2015/08/23 旭川ジュニア 旭川花咲

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 29m57 板垣有香子 旭川愛宕東小 2003/06/15 北海道小学生記録会道北 旭川花咲

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 44m78 河内　真央 ふらのｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 2019/07/15 北海道小学生 札幌厚別

1776点 大月　美優 旭川AC 2022/06/26 道新杯春季兼記録会1戦 函館

80mH-13"86・走高跳-1m10

【６年男女混合】
2022/12/31

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 月 日 競 技 会 名 場 所

4X100mR 53"91 板谷　夏生・猪股　結菜 旭川神居東陸上少年団 2020/07/19 道北小学生記録会 旭川

二色　礼隆・藤矢　拓馬

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

走高跳
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