
空知小学生記録

【女　子】

 種　　目 学年  記　　録  氏　　名　(所　属) 年月日  　競　技　会　名 場　所 

3 15”30 　渡辺　愛佳 (美唄東小) '11.10.08  #14 空知記録会 深　川

4 14”23 　渡辺　愛佳 (美唄東小) '12.10.13  #10 空知記録会 深　川

5 13”68 　渡辺　愛佳 (美唄東小) '13.07.15  #15 北海道小学生陸上 函　館

6 13”25 　山下　由起子 (滝川東栄小) '98.09.06  #71 北海道選手権 札幌円山

3 2’48”88 　若林　桃愛 (深川陸上ｸﾗﾌﾞ) ’18.09.29  #26 フェスティバル空知 岩見沢

4 2’38"89 　山岸　永怜 (深川一巳小) '20.09.10  #34 堤杯ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 小　樽

5 2’29”04 　高柳　優衣咲 (深川陸上クラブ) '22.07.24  #40 北海道小学生陸上大会 苫小牧

6 2’24”20 　佐藤　ゆか (砂川空知太小) '93.10.09  # 1 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ空知会場 美　唄

5 13”57 　中山　璃子 (岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ) '13.08.04  # 2 東日本小学生交流

6 12”32 　納村　琉愛 (深川陸上クラブﾞ) '16.08.20  #32 全国小学生交流大会 神奈川

4 1'01"56 　地崎・安井・中路・今泉 (岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ) '17.07.17  #35 全道小学生大会 岩見沢

5 59”06 　窪田・亀井・三浦・渡部 (岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ) '11.09.17  北海道陸上ﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ空知 岩見沢

6 53”14 　松田・中島・中山・渡辺 (空知選抜) '14.07.12  #27 南部記念陸上 札幌円山

5 1m31 　白鳥　珠理 (南幌SAC) '19.10.05  # ６ 空知記録会 岩見沢

6 1m37 　今　　友佳 (岩見沢美園小) '87.09.20  #13 岩見沢陸上選手権 岩見沢

4 3m99
　松田　奈夏 (深川陸上ｸﾗﾌﾞ)
　納村　琉愛 (深川陸上ｸﾗﾌﾞ)

'12.07.16
'14.07.20

 #30 全道小学生大会
#32 全道小学生大会

千歳青葉
網　走

5 4m37 　白鳥　珠理 (南幌SAC) '19.06.09  #37 道小学生予選会 岩見沢

6 4m81 　納村　琉愛 (深川陸上ｸﾗﾌﾞ) '16.07.10  #29 南部記念陸上 札幌厚別

 砲丸投
(2.721kg)

6 8m73 　滝　　めぐみ (芦別新城小) '96.06.23  #14 北海道小学記録会 滝　川

3 26m37 　藤原　美結 (滝川陸上クラブ) '18.10.06  # 6 空知記録会 深　川

4 31m26 　村山　はな (深川陸上ｸﾗﾌﾞ) '19.07.14  #37 道小学生大会 札　幌

5 38m60 　鵜飼　　凜 (赤平陸上クラブ) '18.07.29  # 9 深川オープン大会 深　川

6 44m19 　高桑　由奈 (深川陸上ｸﾗﾌﾞ) ’18.08.19  #27 旭川ジュニア 旭　川

 コンバインド Ａ 6 1711点
 加藤　優奈 (南幌SAC)
 80mH= 15"25　　走高跳= 1m25

'22.07.24  #40 北海道小学生陸上大会 苫小牧

 コンバインド Ｂ 6 1928点
　村山　はな (深川陸上クラブ)
　走幅跳= 4m43  ｼﾞｬﾍﾞ= 42m03

'21.09.19  #37 全国小学生交流大会 神奈川

【混　合】
4×100mR 3.4 1’07”01 　須田･刈谷･中西･勝田（赤平陸上クラブ） '22.09.10  #5 空知陸上競技記録会 深　川

4×100mR 5.6 54”15 　今泉･安井･浦城･中山 (岩見沢陸上クラブ) '20.09.28  #27 フェスティバル空知 岩見沢
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空知小学最高記録

【女　子】

 種　　目 学年  記　　録  氏　　名　(所　属) 年月日  　競　技　会　名 場　所 

1 18”94 　細川　莉恋 (岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ) '22.10.15  #6 空知陸上競技記録会 岩見沢

2 17”21 　須田　莉希 (赤平陸上クラブ) '21.10.02  #29 フェスティバル空知 深　川

4 29”47 　渡辺　愛佳 (美唄東小） '12.10.13  #10 空知記録会 深　川

5 30”4 　荒井　麻里 (岩見沢小) '91.06.30  # 9 北海道小学生選抜 苫小牧

6 27”82 　渡辺　愛佳 (美唄東小) '14.10.12  # 9 空知記録会 深　川

3 52”93 　渡辺　愛佳 (美唄東小) '11.10.08  #14 空知記録会 深　川

5 45”40 　渡辺　愛佳 (美唄東小) '13.10.06  札幌記録会 第６戦 札幌円山

6 48”05 　今田　玲菜 (深川陸上ｸﾗﾌﾞ) '11.10.08  #14 空知記録会 深　川

4 1’08”48 　渡辺　愛佳 (美唄東小) '12.09.15  札幌記録会 第７戦 札幌円山

5 1’17”57 　宮本亜加里 (岩見沢志文小) '07.06.30  # 2 岩見沢記録会 岩見沢

6 1’15”21 　千坂　歩佳 (岩見沢中央小) '09.05.09  # 1 岩見沢記録会 岩見沢

1 3’47”28 　鈴木　瑚子 (南幌小) '20.10.03  #28 フェスティバル空知 岩見沢

2 3’08”25 　柴田　ひかり (深川陸上ｸﾗﾌﾞ) '18.09.29  #26 フェスティバル空知 岩見沢

3 4’31”95 　深澤　にこ (美唄東小) '21.10.09  道央陸上記録会　第７戦 千　歳

4 3’41”00 　増田　那夢 (深川陸上ｸﾗﾌﾞ) '16.10.22  #10 空知記録会 深　川

5 3’41”08 　早坂　涼子 (岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ) '13.10.13  #10 空知記録会 深　川

6 3’26”93 　柴田　ひかり (深川陸上ｸﾗﾌﾞ) '22.10.08  道央陸上記録会　第5戦 千　歳

4 6’52”7 　藤井　里南子 (妹背牛小) '09.07.04  #18 北空知小学生陸上 秩父別

5 5’26”96 　山岸  永怜 (深川陸上クラブ) '21.10.02  #29 フェスティバル空知 深　川

6 5’24”01 　増田　那夢 （深川陸上ｸﾗﾌﾞ） '18.09.29  #26 フェスティバル空知 岩見沢

80mH 4 15”94 　納村　琉愛 (深川陸上ｸﾗﾌﾞ) '14.08.09  # 5 深川オープン大会 深　川

2 1'15"19 　眞田・日詰・三浦・宮本 (美唄ＪＡＣﾞ) '11.07.31  # 2 深川オープン大会 深　川

3 1'07"58 　永山・早坂・大泉・中山 (岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ) '11.10.01  体育の日記念陸上 岩見沢

 走高跳 4 1m15 　高橋　乃ノ葉 (岩見沢陸上クラブ) '15.09.12  # 8 空知陸上記録会 岩見沢

1 2m51 　深澤　にこ (美唄東小) '19.10.05  # 6 空知記録会 岩見沢

2  3m10 　須田　莉希 (赤平陸上クラブ) '21.10.02  #29 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ空知会場 深　川

3 3m57 　納村　琉愛 (深川陸上ｸﾗﾌﾞ) '13.10.05  #21 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ空知会場 岩見沢

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ
ﾎﾞｰﾙ投

2 9m17 　郡司　玲希 (赤平陸上クラブ) '21.08.01  深川オープン大会 深　川

1 7m14 　余野　心祈 (岩見沢美園小) '11.05.21  小学生陸上競技教室 岩見沢

2 12m35 　池田　真帆 (岩見沢南小) '11.05.21  小学生陸上競技教室 岩見沢

3 14m33 　向田　実央 (岩見沢第二小) '11.05.21  小学生陸上競技教室 岩見沢

4 33m50 　鷹　　奈生 (由仁三川小) '14.09.07  #25 川崎靜一郞記念大会 札幌丸山

5 43m59 　椛本　晴花 （砂川小） '10.06.13  #28 北海道小学生空知大会 岩見沢

6 47m78 　木村　遙香 (赤平平岸小) '08.07.21  #26 道小学生陸上 帯　広

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 6 31m49 　三上山　華菜 (赤平平岸小) '04.06.20  #22 北海道小学生陸上 美　唄

2022年12月31日現在
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