
共通男子走高跳

日本中学記録(JHR)       2m10      境田　裕之(北海道・旭川春光台)        1986

北海道中学記録(HJR)     2m10      境田　裕之(旭川・春光台)              1986

大会記録(GR)            1m87      船田　明志(十勝・中札内)              2000 9月23日 11:45 決　勝

決　勝　

ｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾄ 全十勝 － － ○ ○ ○ ○ ○ × ○

1 468 泉　陽七斗(2) 芽室 × × × 1m71
ﾓｳﾘ ﾄﾓﾔ 西胆振 － － － － ○ × ○ × × ○ × × ○

2 381 毛利　友哉(2) 伊達 × × × 1m71
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 札幌 － － ○ ○ ○ × × ×

3 80 伊藤　巧真(2) 札幌清田 1m60
ﾄﾖｻｷ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 旭川 － － ○ ○ × × ×

4 252 豊崎丈太郎(1) 旭川永山 1m55
ｲｼｶﾜ ｹｲﾄ 函館 － － ○ × ○ × × ×

5 288 石川　敬人(2) 函館亀田 1m55
ｶﾄﾞﾔ ﾕｳｸ オホーツク ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 569 角谷　優孔(2) 斜里知床ウトロ 1m55
ｻｶｲ ｼｮｳ 渡島 － ○ ○ × ○ × × ×

5 323 坂井　　翔(2) 北斗上磯 1m55
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 札幌 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

8 31 松田　航季(2) 札幌北都 1m55
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾀ 富良野 － ○ ○ × × ×

9 262 山本　陽太(2) 富良野東 1m50
ｶﾉｳ ﾋﾛﾄ 札幌 － ○ ○ × × ×

9 88 加納　大翔(2) 札幌東栄 1m50
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 後志 － ○ ○ × × ×

9 230 佐藤　大斗(2) 黒松内 1m50
ﾐﾔｺｼ ﾕｳﾄ 石狩 － × ○ ○ × × ×

12 206 宮腰　勇翔(2) 石狩花川 1m50
ﾖｺﾉ ｾｲﾏ 石狩 － × ○ ○ × × ×

12 207 横野　晟眞(2) 石狩花川 1m50
ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲﾄ 石狩 － ○ × × ○ × × ×

14 201 石塚　泰斗(2) 北広島大曲 1m50
ｱｶｲｼ ｷｮｳｺﾞ 釧路 ○ ○ × × ×

15 555 赤石　恭梧(2) 浜中 1m45
ﾖｼﾀﾞ ﾑﾂﾄ 石狩 － ○ × × ×

15 208 吉田　睦斗(2) 石狩花川 1m45
ﾊﾗﾀﾞ ｸﾗﾉｽｹ 後志 × ○ × ○ × × ×

17 240 原田蔵之介(2) 仁木 1m45
ｸﾗﾓﾁ ﾚｲ 南空知 × ○ × × ×

18 360 倉持　玲偉(2) 岩見沢明成 1m40

1m71
記録

1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m68
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40

1m74



共通男子棒高跳

日本中学記録(JHR)       4m93      古澤　一生(群馬・新町)                2017

北海道中学記録(HJR)     4m61      黒木　大地(オホーツク・大空東藻琴)    2006

大会記録(GR)            4m00      能登谷雄太(札幌・真栄)                2003 9月22日 11:30 決　勝

決　勝　

ｵｲｶﾜ ﾁｱｷ 全十勝 － － － － － － － －

1 453 及川　千暉(2) 清水 － × ○ ○ ○ × ○ × × × 3m70
ﾅｶﾀ ﾘｭｳﾄ オホーツク － － － － － － － ○

2 629 中田　竜翔(2) 網走第一 ○ ○ ○ × × × 3m50
ｸﾘｳ ｻｸﾄ オホーツク － － － － － － － ○

3 634 栗生　朔門(2) 網走第四 ○ × ○ ○ × × × 3m50
ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ オホーツク － － － － － × ○ ○ ○

4 627 石田　和也(2) 網走第一 ○ × × × 3m30
ｱｻﾐ ﾘｸ 石狩 － － － － － ○ × × ×

5 193 浅見　　陸(2) 千歳勇舞 3m00
ﾀｷﾖｼ ﾕｳﾄ 全十勝 － ○ × × ○ × × ○ ○ × × ×

6 462 滝吉　勇翔(2) 芽室 2m90
ﾏｴｶﾜ ﾄﾓｱｷ 石狩 × ○ ○ × ○ ○ × × ×

7 194 前川　智光(2) 千歳勇舞 2m80
ｲﾁﾑﾗ ﾋﾛｷ オホーツク － ○ ○ × × ×

8 564 市村　宥樹(2) 斜里 2m70
ｻﾄｳ ｱｷｶｾﾞ 全十勝 ○ ○ × × ○ × × ×

9 458 佐藤　明風(1) 清水 2m70
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾒｲ 全十勝 ○ × × ○ × × ○ × × ×

10 486 髙橋　遼明(2) 幕別札内 2m70
ﾅﾝﾌﾞ ﾕｳﾏ 札幌 － ○ × × ×

11 57 南部　優慎(2) 札幌平岡 2m60
ﾐﾔﾆｼ ﾘｮｳﾀ 渡島 × ○ ○ × × ×

12 321 宮西　玲汰(2) 木古内 2m60
ｶﾜｼﾏ ﾚｲﾔ 札幌 － × × ○ × × ×

13 27 川嶋　羚也(2) 札幌手稲 2m60
ﾔﾏｳﾁ ｺｳﾀ 札幌 ○ × × ×

14 13 山内　皓太(2) 札幌藻岩 2m40
ﾀｹｼﾀ ﾎｸﾄ 札幌 ○ × × ×

14 12 竹下　北杜(2) 札幌藻岩 2m40
ｻﾉ ﾀｸﾐ オホーツク × ○ × × ×

16 565 佐野　　巧(2) 斜里 2m40
ｶﾜｼﾏ ｱﾕﾑ オホーツク × ○ × × ×

16 568 川島歩結夢(1) 斜里 2m40
ｲﾁﾉﾍ ｺｳｾｲ 渡島 × × ○ × × ×

18 320 市戸　航生(2) 木古内 2m40

2m80 2m90 3m00 3m10
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m40 3m20
記録

3m30 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80

2m60 2m70



共通男子走幅跳

日本中学記録(JHR)       7m40      和田　晃輝(大阪・楠葉西)              2016

北海道中学記録(HJR)     6m96      海野　琢斗(渡島・大野)                2006 9月22日 10:00 予　選

大会記録(GR)            6m47      海野　琢斗(渡島・大野)                2005 9月22日 12:45 決　勝

予　選　通過記録 5m65

1組

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過

ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 東胆振 4m61 5m89 5m89

1 403 伊藤陽楼斗(2) 苫小牧光洋 +0.1 +0.3 +0.3 Q
ｲｸﾗ ﾀﾞｲﾄ 函館 5m89 5m89

2 302 井倉　大翔(2) 函館赤川 +0.4 +0.4 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾄ オホーツク × 5m43 5m79 5m79

3 595 中嶋　優斗(2) 北見光西 +0.4 +0.8 +0.8 Q
ｺﾏﾂ ｼｭｳ 函館 5m41 × 5m65 5m65

4 310 小松　珠生(2) 函館ラ・サール +0.9 +1.8 +1.8 Q
ｶﾅｻｺ ｺﾊｸ 全十勝 × × 5m47 5m47

5 428 金泥　虎珀(2) 音更 +1.0 +1.0 q
ﾐﾅﾐ ﾊﾙﾄ 東胆振 5m32 4m52 5m43 5m43

6 396 南　　陽登(2) 苫小牧和光 +0.5 +1.0 +0.5 +0.5 q
ﾔﾊｷﾞ ｱｲﾄ 札幌 5m37 5m13 5m27 5m37

7 23 矢萩　愛士(2) 札幌新陵 +0.1 +0.6 +1.2 +0.1
ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 北空知 5m26 5m15 5m36 5m36

8 364 佐藤　光晟(2) 滝川明苑 +0.1 +0.4 +0.9 +0.9
ﾄﾐｻﾜ ｹﾞﾝｷ 函館 5m21 5m13 5m26 5m26

9 296 富澤　元輝(1) 函館桔梗 +0.6 +0.7 +1.9 +1.9
ﾐﾖｼ ｹｲｺﾞ 全十勝 5m26 5m05 5m13 5m26

10 459 三好　慶悟(1) 清水 +0.9 +0.5 +1.1 +0.9
ｻｻｷ ｱﾂﾔ 西胆振 × 5m26 × 5m26

11 380 佐々木敦也(2) 室蘭西 +0.3 +0.3
ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 札幌 × 4m99 5m23 5m23

12 95 桑原　和希(2) 札幌上野幌 +0.6 +1.6 +1.6
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾏ 全十勝 × 4m52 5m19 5m19

13 503 小林　明真(2) 帯広翔陽 +0.7 +0.8 +0.8
ﾏｽｲ ｿｳﾀ 札幌 × 4m35 5m15 5m15

14 115 増井　颯太(1) 札幌光陽 +0.6 +1.2 +1.2
ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ オホーツク × 5m13 4m85 5m13

15 630 伊藤　奎梧(2) 網走第二 +0.6 +0.5 +0.6
ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 後志 5m02 4m75 5m08 5m08

16 238 佐藤　康生(2) 仁木 +0.3 +0.8 +1.0 +1.0
ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊｸ 釧路 4m92 5m05 4m87 5m05

17 531 仲澤　虎伯(2) 釧路春採 +0.6 +0.4 +0.6 +0.4
ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ オホーツク 2m86 4m95 × 4m95

18 632 長谷川佳祐(1) 網走第二 +0.8 +0.6 +0.6
ｻｴｷ ｶﾂﾞﾄ 石狩 4m89 4m71 4m92 4m92

19 192 佐伯七月星(2) 千歳 +0.9 +0.8 +0.6 +0.6
ｲﾉｳｴ ﾕﾗ 釧路 4m74 × × 4m74

20 542 井上　悠來(2) 鶴居 0.0 0.0
ｳｴﾊﾗ ｼｷ 札幌 4m68 4m61 4m60 4m68

21 5 上原　志貴(2) 札幌柏 +0.3 +0.9 +1.4 +0.3
ﾔﾏﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 札幌 4m60 4m61 4m67 4m67

22 14 山本　哲平(2) 札幌藻岩 +0.9 -0.5 +1.3 +1.3
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｽｸ 後志 × 4m63 4m52 4m63

23 242 菅原　　佑(1) 余市東 +0.7 +0.7 +0.7
ｵｵﾀﾆ ｺｳｷ 釧路 4m56 4m42 × 4m56

24 543 大谷　晃輝(2) 鶴居 0.0 +0.9 0.0

2組

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ 東胆振 5m79 5m79

1 400 鈴木　凌斗(2) 苫小牧光洋 0.0 0.0 Q
ｵｵﾐｽﾞ ｿｳﾀ オホーツク 5m41 5m69 5m69

2 593 大水　颯太(2) 雄武 +0.6 +0.3 +0.3 Q
ﾆｼｻｺ ｱﾂｼ オホーツク 5m67 5m67

3 603 西迫　篤志(2) 北見北 +0.5 +0.5 Q
ｱﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳﾀ 石狩 5m37 5m06 5m59 5m59

4 174 安藤　捷太(2) 江別中央 0.0 +0.4 +0.9 +0.9 q
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 渡島 5m39 5m23 5m50 5m50

5 322 中村　晴人(2) 北斗上磯 -0.1 +0.2 +0.9 +0.9 q



共通男子走幅跳

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過

ﾖｼｿﾞﾉ ﾕｳﾄ 石狩 5m32 5m39 × 5m39

6 214 吉薗　雄斗(2) 当別西当別 0.0 +0.1 +0.1 q
ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 札幌 5m34 4m94 5m16 5m34

7 64 田中　公大(2) 札幌発寒 +0.9 +0.6 +0.4 +0.9
ｽﾄﾞｳ ｵｷﾅ 後志 × 5m33 5m31 5m33

8 235 須藤音輝那(2) 岩内第一 +0.8 +1.1 +0.8
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 札幌 5m28 4m96 × 5m28

9 79 竹田　龍一(1) 札幌南が丘 +0.8 +0.8 +0.8
ｵｶﾞﾜ ｿｳｷ 函館 5m27 × 5m09 5m27

10 313 小川　蒼生(1) ＮＡＳＳ +0.6 +1.7 +0.6
ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 東胆振 5m19 × 5m16 5m19

11 408 佐藤　　翼(2) 苫小牧明倫 +0.5 +1.0 +0.5
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳ 札幌 4m99 5m15 5m15 5m15

12 126 遠藤　　航(2) 札幌あいの里東 +0.1 +0.5 +1.1 +0.5
ﾅﾝﾌﾞ ﾕｸﾘ 石狩 5m15 5m05 4m98 5m15

13 215 南部悠久里(2) 当別西当別 +1.1 +0.4 +1.6 +1.1
ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾄ 札幌 × × 5m14 5m14

14 125 石川　愁人(2) 札幌あいの里東 +1.1 +1.1
ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 函館 5m13 4m92 4m96 5m13

15 291 竹本　大地(2) 函館亀田 +0.9 +0.5 +1.9 +0.9
ﾂﾁﾔ ﾘｸﾄ 石狩 5m11 5m02 4m98 5m11

16 203 土谷　陸人(2) 北広島大曲 +0.7 +0.3 +1.2 +0.7
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾄ 札幌 4m73 × 5m08 5m08

17 6 武内　翔斗(2) 札幌柏 +0.7 +1.8 +1.8
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 石狩 × × 5m07 5m07

18 211 佐藤　宙翔(2) 石狩樽川 +1.2 +1.2
ｻﾄｳ ｲｯｾｲ 釧路 4m93 4m53 4m59 4m93

19 530 佐藤　勇晴(2) 釧路春採 +0.4 +0.8 +1.2 +0.4
ｶﾈｺ ﾀｲﾖｳ 札幌 4m88 4m29 3m60 4m88

20 81 金子　大洋(2) 札幌清田 +0.7 +0.8 +0.7 +0.7
ｻﾄｳ ﾚｲﾔ 渡島 4m81 × 4m57 4m81

21 347 佐藤　嶺也(2) 七飯 +0.1 +1.0 +0.1
ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 東胆振 4m79 4m70 2m54 4m79

22 416 梶谷　征矢(2) 厚真 -0.3 +0.7 +1.4 -0.3
ﾊﾁﾉﾍ ﾕｳﾄ 石狩 4m77 4m59 4m38 4m77

23 200 八戸　悠斗(2) 北広島東部 +0.5 +0.7 +1.2 +0.5
ｶﾅｻﾞﾜ ｾﾅ オホーツク 4m51 4m68 4m68 4m68

24 566 金澤　世凪(1) 斜里 +0.8 +0.4 +1.4 +0.4
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 旭川 4m67 4m46 4m54 4m67

25 260 髙橋　遥希(2) 旭川光陽 +1.2 -0.1 +0.7 +1.2
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾀ 全十勝 3m19 4m35 × 4m35

26 469 伊藤　純汰(2) 芽室 +0.7 +0.2 +0.2

決　勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｸﾗ ﾀﾞｲﾄ 函館 × 6m31 6m35 6m50 6m58 6m50 6m58

1 302 井倉　大翔(2) 函館赤川 +1.9 +1.6 +2.2 +2.1 +1.0 +2.1 GR
ﾆｼｻｺ ｱﾂｼ オホーツク 5m84 5m83 6m10 6m06 6m06 5m99 6m10

2 603 西迫　篤志(2) 北見北 +1.6 +0.9 +1.1 +1.3 +1.4 +1.5 +1.1
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 東胆振 5m85 5m74 5m82 5m78 5m83 5m48 5m85

3 403 伊藤陽楼斗(2) 苫小牧光洋 +1.3 +1.2 +1.1 +1.7 +1.5 +2.2 +1.3
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾄ オホーツク × × 5m77 × × × 5m77

4 595 中嶋　優斗(2) 北見光西 +1.1 +1.1
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 渡島 5m58 5m73 4m22 × 2m85 5m66 5m73

5 322 中村　晴人(2) 北斗上磯 +1.8 +0.9 +1.3 +1.7 +1.2 +0.9
ﾐﾅﾐ ﾊﾙﾄ 東胆振 5m56 5m17 5m27 5m55 5m29 5m20 5m56

6 396 南　　陽登(2) 苫小牧和光 +0.7 +1.3 +1.7 +1.7 +2.9 +1.6 +0.7
ｵｵﾐｽﾞ ｿｳﾀ オホーツク 5m28 5m39 5m38 5m56 5m31 5m49 5m56

7 593 大水　颯太(2) 雄武 +1.2 +0.7 +1.0 +2.0 +2.8 +1.2 +2.0
ｺﾏﾂ ｼｭｳ 函館 × 5m21 5m52 × × 5m43 5m52

8 310 小松　珠生(2) 函館ラ・サール +1.1 +1.5 +2.2 +1.5
ｱﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳﾀ 石狩 4m12 5m33 3m58 5m33

9 174 安藤　捷太(2) 江別中央 +1.0 +1.3 +1.3 +1.3
ｶﾅｻｺ ｺﾊｸ 全十勝 5m26 × × 5m26

10 428 金泥　虎珀(2) 音更 +1.3 +1.3
ﾖｼｿﾞﾉ ﾕｳﾄ 石狩 × × 5m11 5m11

11 214 吉薗　雄斗(2) 当別西当別 +1.4 +1.4



共通男子砲丸投(5.000kg)

日本中学記録(JHR)       17m85     奥村　仁志(福井・和泉)                2015

北海道中学記録(HJR)     15m23     中村　大紀(渡島・八雲野田生)          2008 9月23日 09:30 予　選

大会記録(GR)            13m30     五十嵐公一(オホーツク・佐呂間)        2008 9月23日 12:30 決　勝

予　選　通過記録 9m60

1組

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｾｲ 札幌

1 43 後藤　大晴(2) 札幌柏丘 10m54 10m54 Q
ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ 後志

2 239 鈴木哉真斗(2) 仁木 9m43 10m43 10m43 Q
ｸﾘﾀ ﾊﾙﾄ 全十勝

3 498 栗田　遥人(2) 帯広南町 × 9m82 9m82 Q
ｻｲﾄｳ ﾙｲ 全十勝

4 485 齊藤　琉唯(2) 幕別糠内 9m65 9m65 Q
ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 旭川

5 255 大田　優斗(2) 旭川東鷹栖 9m19 8m74 9m57 9m57 q
ｲﾜﾏ ｹﾝｼ 東胆振

6 417 岩間　堅士(2) 厚真厚南 9m48 9m52 8m38 9m52 q
ｷｸﾁ ﾙｲ オホーツク

7 633 菊地　琉生(2) 網走第四 9m09 9m44 9m05 9m44 q
ﾃﾗｻﾜ ﾐﾁﾄ 留萌

8 244 寺澤海知人(2) 増毛 9m35 8m83 9m20 9m35
ﾊｯﾄﾘ ﾀｸﾐ オホーツク

9 623 服部　拓美(2) 北見北光 8m18 8m33 9m07 9m07
ﾎﾘ ｺｳｷ 東胆振

10 421 堀　　晃貴(2) 安平追分 × 8m86 × 8m86
ﾜﾀﾗｲ ｹﾝ 札幌

11 84 渡會　　健(2) 札幌清田 8m53 8m54 8m12 8m54
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 札幌

12 33 加藤　　颯(2) 札幌北都 8m51 8m17 8m54 8m54
ﾋｼｶﾜ ﾚﾝﾔ 渡島

13 327 菱川　蓮也(2) 北斗上磯 8m45 7m24 7m90 8m45
ｸｻｶ ｼﾄﾞｳ 根室

14 563 日下　獅道(2) 中標津広陵 8m10 × 7m69 8m10
ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾄ 石狩

15 209 北村　遥翔(2) 石狩花川 × 7m59 － 7m59

2組

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過

ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 札幌

1 138 菅原　将人(2) 札幌北白石 10m93 10m93 Q
ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ オホーツク

2 605 鈴木　康世(2) 北見高栄 10m17 10m17 Q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｷ 札幌

3 22 藤本　琉来(2) 札幌新陵 10m11 10m11 Q
ﾋﾗｻﾜ ﾏｻｵﾐ 釧路

4 510 平澤　真臣(2) 釧路阿寒湖 10m00 10m00 Q
ｸﾗｳﾁ ﾘｷ 西胆振

5 389 倉内　麗生(2) 伊達光陵 9m64 9m64 Q
ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀ 全十勝

6 488 広川　湧太(2) 浦幌上浦幌 9m09 8m36 8m76 9m09
ｲﾏﾑﾗ ﾀｶﾓﾄ 札幌

7 66 今村　天源(2) 札幌発寒 8m43 8m79 8m92 8m92
ｲｹｳﾁ ｱﾗﾀ 渡島

8 355 池内　　新(2) 八雲落部 8m20 7m74 8m85 8m85
ｸｻｶ ﾔﾏﾄ 札幌

9 25 日下　大和(2) 札幌手稲 8m69 8m69 7m89 8m69
ｲﾄｳ ﾋﾛﾑ 札幌

10 89 伊東　　大(2) 札幌西岡北 × 8m38 8m04 8m38
ｱｽﾐ ﾊﾙﾄ 東胆振

11 398 阿隅　陽人(1) 苫小牧東 8m32 8m22 8m17 8m32
ﾊﾀ ｶｽﾞﾄ 石狩

12 179 秦　　一斗(2) 立命館慶祥 7m99 × 8m29 8m29
ﾏﾂｲ ﾙｲ 全十勝

13 490 松井　琉偉(1) 本別 7m88 8m15 8m27 8m27
ｻﾄｳ ｸﾚﾊ 北空知

14 369 佐藤　紅羽(2) 滝川江陵 7m45 7m55 7m82 7m82
ｲﾜﾌﾞﾁ ｺｳｾｲ 札幌

15 17 岩渕　佑生(2) 札幌新陵 7m68 7m60 7m74 7m74
ﾅｶﾉ ﾄﾓﾊﾙ 全十勝

16 499 中野　友温(2) 帯広南町 × 7m42 7m47 7m47



共通男子砲丸投(5.000kg)

決　勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録

ﾋﾗｻﾜ ﾏｻｵﾐ 釧路

1 510 平澤　真臣(2) 釧路阿寒湖 10m86 10m13 10m77 11m58 11m18 11m04 11m58

ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 札幌

2 138 菅原　将人(2) 札幌北白石 11m02 10m46 11m27 10m16 × 10m96 11m27

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｾｲ 札幌

3 43 後藤　大晴(2) 札幌柏丘 11m09 10m32 9m29 10m16 8m27 9m50 11m09

ｸﾗｳﾁ ﾘｷ 西胆振

4 389 倉内　麗生(2) 伊達光陵 10m46 10m98 10m78 10m77 × 10m62 10m98

ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ オホーツク

5 605 鈴木　康世(2) 北見高栄 9m92 9m94 10m20 10m00 10m74 10m17 10m74

ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ 後志

6 239 鈴木哉真斗(2) 仁木 10m56 9m83 9m54 10m25 10m67 10m51 10m67

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｷ 札幌

7 22 藤本　琉来(2) 札幌新陵 10m51 10m20 9m96 10m54 9m82 10m66 10m66

ｸﾘﾀ ﾊﾙﾄ 全十勝

8 498 栗田　遥人(2) 帯広南町 10m11 10m49 10m21 10m45 10m27 10m11 10m49

ｲﾜﾏ ｹﾝｼ 東胆振

9 417 岩間　堅士(2) 厚真厚南 8m97 9m36 9m47 9m47

ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 旭川

10 255 大田　優斗(2) 旭川東鷹栖 9m30 × 9m43 9m43

ｻｲﾄｳ ﾙｲ 全十勝

11 485 齊藤　琉唯(2) 幕別糠内 9m00 9m12 9m15 9m15

ｷｸﾁ ﾙｲ オホーツク

12 633 菊地　琉生(2) 網走第四 8m27 9m14 8m60 9m14



共通男子四種競技(男子)

日本中学記録(JHR)       3054      中村　　仁(兵庫・播磨南)              2004

北海道中学記録(HJR)     2775      市沢　良幸(旭川・永山)                2008

大会記録(GR)            2550      三浦　徹大(旭川・東神楽)              2015

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合

ﾑﾄｳ ﾕｳﾋ 札幌 16.32 9m25 1m60 57.35

1 24 武藤　優飛 札幌手稲 -1.3 2110
(2) (697) (441) (464) (508)
ﾐﾖｼ ﾘｭｳ 全十勝 17.45 8m85 1m51 58.24

2 457 三好　　竜 清水 -1.3 1866
(2) (578) (417) (396) (475)
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 札幌 17.72 8m81 1m60 59.71

3 31 松田　航季 札幌北都 -1.3 1852
(2) (551) (414) (464) (423)
ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 根室 17.67 9m34 1m48 1:00.68

4 562 吉田　泰誠 中標津広陵 -1.3 1766
(2) (556) (446) (374) (390)
ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 札幌 17.35 8m21 1m45 1:02.15

5 134 稲葉　大介 札幌新琴似 -1.3 1662
(2) (588) (379) (352) (343)
ﾀｶｲ ﾖｳｾｲ 函館 17.55 8m06 1m40 1:00.17

5 289 高井　陽生 函館亀田 -1.8 1662
(2) (568) (370) (317) (407)
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 釧路 18.90 6m30 1m51 56.19

7 511 鈴木　拓馬 釧路北 -1.8 1655
(2) (441) (266) (396) (552)
ｶｹｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 根室 18.76 8m65 1m45 1:00.08

8 561 掛川新一郎 別海中央 -1.3 1621
(2) (454) (405) (352) (410)
ﾀｶﾋﾗ ﾅﾀｸ 釧路 19.08 8m71 1m45 1:01.22

9 547 髙平　楠託 鶴居 -1.8 1558
(2) (425) (408) (352) (373)
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾔ 東胆振 18.37 9m20 1m35 1:02.21

10 402 宮嶋　祥也 苫小牧光洋 -1.3 1551
(2) (489) (438) (283) (341)
ｶﾉｳ ｹｲｺﾞ 全十勝 17.72 6m50 1m40 1:00.28

11 474 加納　奎吾 広尾 -1.8 1550
(2) (551) (278) (317) (404)
ｳﾗﾀ ﾋｶﾙ 札幌 19.76 7m20 1m51 1:00.09

12 117 浦田　光瑠 札幌真栄 -1.3 1493
(2) (368) (319) (396) (410)
ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 札幌 18.71 6m75 1m48 1:01.55

13 47 石川　雄士 札幌前田 -1.8 1487
(2) (458) (293) (374) (362)
ｸﾘｽ ﾀｸﾐ 全十勝 18.78 7m61 1m40 1:02.39

14 441 栗栖　巧光 音更下音更 -1.3 1447
(2) (452) (343) (317) (335)
ｲｼｶﾜ ｺｳｾｲ 石狩 19.05 7m79 1m30 1:03.25

15 191 石川　好誠 千歳 -1.3 1341
(2) (428) (354) (250) (309)
ﾅｶﾉ ﾄﾓﾊﾙ 全十勝 19.93 9m14 1m30 1:07.84

16 499 中野　友温 帯広南町 -1.3 1225
(2) (355) (434) (250) (186)


