
男子Ａ100m

北海道中学記録(HJR)          10.72     中谷　　駿(室蘭地方・本室蘭)          2015 9月1日 11:10 予　選

大会記録(GR)                 10.89     町井　大城(道南・北斗浜分)            2018 9月1日 16:15 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 (風:+2.7) 2組 (風:+1.4)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 室蘭地方 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶﾞ オホーツク

1 79 吉田　拓海(3) 室蘭桜蘭 11.38 Q 1 371 山田　楓河(3) 美幌 11.12 Q

ﾊｻﾞﾜ ｿｳｺﾞ 苫小牧 ｻｲﾄｳ ｶｲｾｲ 札幌

2 105 羽澤　総悟(3) 苫小牧青翔 11.52 2 157 齋藤　海彗(3) 札幌藻岩 11.22 q

ﾎｯﾀ ﾅｵｷ オホーツク ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 札幌

3 377 堀田　尚希(3) 北見高栄 11.62 3 151 三浦　大河(3) 札幌真栄 11.38 q

ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼｷ 十勝 ｲｾ ｷｮｳｽｹ 道南

4 268 中川　隼希(3) 広尾 11.65 4 6 伊勢　京介(3) NASS 11.48

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾖｳ 空知 ﾏｽｵｶ ｶﾝﾀ 苫小牧

5 201 遠藤　太陽(3) 滝川明苑 11.96 5 108 増岡　完太(3) 苫小牧明倫 11.63

ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂｷ 十勝 ﾖﾓ ｶｲﾄ 十勝

6 272 福田　哲稀(3) 士幌町中央 15.75 6 254 四方　海斗(3) 音更 11.82

ｲｸﾗ ﾀﾞｲﾄ 道南 ﾔﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 苫小牧

28 井倉　大翔(3) 函館赤川 DNS 7 106 矢部　智亮(3) 苫小牧青翔 11.86

ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾖｼﾏｻ 十勝 ﾅｶﾉ ｶﾅﾀ オホーツク

261 東原　良将(3) 芽室 DNS 8 378 中野　奏汰(3) 北見高栄 11.92

3組 (風:+1.7) 4組 (風:+2.3)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｴｲ 室蘭地方 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 道南

1 84 橘　　弘栄(3) 登別幌別 11.41 Q 1 4 村上裕太郎(3) NASS 10.98 Q

ｲｶｲ ｶﾞｸ 札幌 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚﾝ 十勝

2 117 猪飼　　岳(3) TEAM政Jr.AC 11.54 2 297 松原　　蓮(3) 帯広第八 11.33 q

ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾄ 釧路地方 ｻﾄｳ ｾｲｱ 釧路地方

3 357 熊谷　悠人(3) 北教大附属釧路 11.57 3 341 佐藤　星空(3) 厚岸真龍 11.38 q

ｻｶｲ ｼｭﾝｷ 釧路地方 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ 札幌

4 325 酒井　俊貴(3) 釧路景雲 11.62 4 169 宮坂　侑汰(3) 札幌北都 11.62

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 道南 ﾐﾅﾐ ﾊﾙﾄ 苫小牧

5 40 中村　晴人(3) 北斗上磯 11.86 5 109 南　　陽登(3) 苫小牧和光 11.66

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ 苫小牧 ﾊｾ ｱﾕﾑ 釧路地方

6 98 鈴木　凌斗(3) 苫小牧光洋 12.06 6 337 長谷　歩夢(3) 釧路北 11.71

ｳﾗｷ ｼｭｳﾀ 空知 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ オホーツク

193 浦城　秀太(3) 岩見沢明成 DNS 7 383 鈴木　好生(3) 北見小泉 11.91

ｼﾐｽﾞ ﾃﾂ 十勝

293 清水　　徹(3) 帯広第一 DNS

決　勝　
(風:+2.0)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 道南

1 4 村上裕太郎(3) NASS 10.85 GR,○

ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶﾞ オホーツク

2 371 山田　楓河(3) 美幌 10.90 ○

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚﾝ 十勝

3 297 松原　　蓮(3) 帯広第八 11.15

ｻｲﾄｳ ｶｲｾｲ 札幌

4 157 齋藤　海彗(3) 札幌藻岩 11.24

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｴｲ 室蘭地方

5 84 橘　　弘栄(3) 登別幌別 11.25

ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 札幌

6 151 三浦　大河(3) 札幌真栄 11.27

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 室蘭地方

7 79 吉田　拓海(3) 室蘭桜蘭 11.37

ｻﾄｳ ｾｲｱ 釧路地方

8 341 佐藤　星空(3) 厚岸真龍 11.52
凡例  GR:大会記録 ○:標準記録 DNS:欠場



男子Ａ200m
北海道中学記録(HJR)          21.74     鷹　　祥永(空知・由仁)                2017 9月1日 09:10 予　選

大会記録(GR)                 22.16     伊深　愛生(空知・岩見沢光陵)          2013 9月1日 14:05 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ｻｲﾄｳ ｶｲｾｲ 札幌 ﾏｽｵｶ ｶﾝﾀ 苫小牧

1 157 齋藤　海彗(3) 札幌藻岩 23.14 q 1 108 増岡　完太(3) 苫小牧明倫 24.06

ｲｶｲ ｶﾞｸ 札幌 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ 苫小牧

2 117 猪飼　　岳(3) TEAM政Jr.AC 23.62 q 2 98 鈴木　凌斗(3) 苫小牧光洋 24.06

ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾄ 釧路地方 ｻｶｲ ｼｮｳ 道南

3 357 熊谷　悠人(3) 北教大附属釧路 23.71 3 41 坂井　　翔(3) 北斗上磯 24.38

ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼｷ 十勝 ﾅﾝﾌﾞ ｶｲﾄ オホーツク

4 268 中川　隼希(3) 広尾 24.26 4 373 南部　海音(3) 美幌北 24.52

ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｺﾞ 空知 ﾎｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 釧路地方

5 202 宮本　京吾(3) 滝川明苑 24.80 5 336 法島　大輔(3) 釧路幣舞 24.81

ｵｶﾞﾜ ﾙｶ 道北 ｲｶｲ ﾏｺﾄ 札幌

6 233 小川　琉翔(3) 中川 24.81 6 119 猪飼　　真(3) TEAM政Jr.AC 24.93

ｶﾅｻｺ ｺﾊｸ 十勝 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 道南

7 253 金泥　虎珀(3) 音更 25.16 4 村上裕太郎(3) NASS DNS

ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂｷ 十勝

272 福田　哲稀(3) 士幌町中央 DNS

3組 (風:+2.3) 4組 (風:+0.9)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 室蘭地方 ｳﾗｷ ｼｭｳﾀ 空知

1 79 吉田　拓海(3) 室蘭桜蘭 23.21 q 1 193 浦城　秀太(3) 岩見沢明成 22.90 q

ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ 札幌 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｴｲ 室蘭地方

2 169 宮坂　侑汰(3) 札幌北都 23.59 q 2 84 橘　　弘栄(3) 登別幌別 23.21 q

ｲｾ ｷｮｳｽｹ 道南 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ オホーツク

3 6 伊勢　京介(3) NASS 23.70 q 3 383 鈴木　好生(3) 北見小泉 23.93

ﾎｯﾀ ﾅｵｷ オホーツク ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 道南

4 377 堀田　尚希(3) 北見高栄 24.00 4 40 中村　晴人(3) 北斗上磯 24.29

ﾊｻﾞﾜ ｿｳｺﾞ 苫小牧 ﾏｽﾅﾘ ﾕｳﾄ 道北

5 105 羽澤　総悟(3) 苫小牧青翔 24.14 5 210 増成　勇斗(3) 旭川中央 24.47

ｶﾀﾔﾏ ﾂｶｻ 札幌 ｲｴﾂﾈ ﾂｸﾞﾄ 十勝

6 113 片山　　元(3) AAA 24.74 6 309 家常　胤人(3) 帯広翔陽 24.55

ｻｶｲ ﾊﾙﾄ 室蘭地方 ｵｵﾂ ｺｾｲ 空知

7 78 酒井　陽人(3) 伊達 24.89 196 大津　虎聖(3) 砂川 DNS

5組 (風:+0.4) 6組 (風:+0.3)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾖｼﾏｻ 十勝 ｻﾄｳ ｾｲｱ 釧路地方

1 261 東原　良将(3) 芽室 23.33 q 1 341 佐藤　星空(3) 厚岸真龍 23.78

ﾐﾅﾐ ﾊﾙﾄ 苫小牧 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚﾝ 十勝

2 109 南　　陽登(3) 苫小牧和光 23.97 2 297 松原　　蓮(3) 帯広第八 24.42

ﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 室蘭地方 ｻﾄｳ ﾊﾙﾔ 十勝

3 72 千田　崚馬(3) 伊達光陵 24.26 3 299 佐藤　遼弥(3) 帯広南町 24.69

ｲｶｲ ﾅｵ 札幌 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 道南

4 118 猪飼　　直(3) TEAM政Jr.AC 24.28 4 13 工藤　優真(3) 七飯 24.75

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ 札幌 ﾏﾂﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 十勝

5 184 竹内　優晴(3) 新札幌陸上クラブ 24.60 5 262 松本虎汰郎(3) 芽室 24.82

ﾔﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 苫小牧 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾖｳ 空知

6 106 矢部　智亮(3) 苫小牧青翔 24.63 6 201 遠藤　太陽(3) 滝川明苑 25.43

ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 札幌 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂ 十勝

7 115 佐藤　宙翔(3) SJAC 25.08 293 清水　　徹(3) 帯広第一 DNS

決　勝　
(風:-0.7)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｳﾗｷ ｼｭｳﾀ 空知

1 193 浦城　秀太(3) 岩見沢明成 22.89

ｻｲﾄｳ ｶｲｾｲ 札幌

2 157 齋藤　海彗(3) 札幌藻岩 23.04

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｴｲ 室蘭地方

3 84 橘　　弘栄(3) 登別幌別 23.18

ｲｶｲ ｶﾞｸ 札幌

4 117 猪飼　　岳(3) TEAM政Jr.AC 23.50

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 室蘭地方

5 79 吉田　拓海(3) 室蘭桜蘭 23.53

ｲｾ ｷｮｳｽｹ 道南

6 6 伊勢　京介(3) NASS 23.94

ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ 札幌

7 169 宮坂　侑汰(3) 札幌北都 23.94



男子Ａ3000m

北海道中学記録(HJR)        8:23.80     大住　　和(道南・函館大川)            2005

大会記録(GR)               8:51.02     辻本　幸翼(道北・士別)                2017 9月1日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｷﾀﾉ ﾃﾂﾛｳ 道南 ｻｸﾗｲ ﾋﾄｶ 十勝

1 23 北野　鉄朗(3) 函館桔梗 9:30.26 1 300 櫻井　一夏(3) 帯広南町 8:52.61

ﾌｸﾁ ｶｽﾞﾏ 道央 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ 道北

2 186 福地　和真(3) 江別大麻 9:41.47 2 221 本間　　颯(3) 士別 8:52.91

ｶｻｲ ｹｲﾄ 札幌 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾞｸﾄ 十勝

3 133 葛西　慶人(3) 札幌あいの里東 9:41.76 3 290 今泉　岳土(3) 帯広清川 9:15.86

ｱﾍﾞ ｺｳ オホーツク ｵｵﾆｼ ﾄﾜ 釧路地方

4 394 阿部　　航(3) 湧別 9:42.52 4 328 大西　飛翔(3) 釧路鳥取 9:19.43

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 札幌 ｵｵｾﾞｷ ﾏﾅﾄ オホーツク

5 152 小田切悠太(3) 札幌星置 9:44.60 5 395 大関　輝絃(3) 湧別 9:20.49

ﾀﾉ ｱｻﾋ 空知 ﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 札幌

6 203 田野　朝陽(3) 滝川明苑 9:45.03 6 128 野崎翔太郎(3) TONDEN.RC 9:21.94

ｽﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 空知 ﾀｶﾔ ﾕﾒｷ 道南

7 204 須藤　祥太(3) 滝川明苑 9:48.42 7 15 高谷　夢樹(3) 七飯 9:23.76

ﾉﾉｾ ﾐﾅｷﾞ 札幌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ オホーツク

8 135 野々瀬海凪(3) 札幌あいの里東 9:57.39 8 384 川端　春叶(3) 北見小泉 9:24.29

ﾊｯﾄﾘ ﾅﾙ 十勝 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾔ 道南

9 248 服部　那琉(3) 音更下音更 10:04.37 9 14 熊谷　修也(3) 七飯 9:24.98

ｺﾊﾀ ｷﾖﾊﾙ オホーツク ｳﾉ ﾘｷ 道南

10 379 木幡　聖晴(3) 北見高栄 10:09.25 10 2 宇野　利希(3) CRS 9:26.14

ｳﾒﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 釧路地方 ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ オホーツク

11 335 梅田　凌雅(3) 釧路幣舞 10:09.70 11 370 小田　和輝(3) 美幌 9:26.69

ｵｲｶﾜ ﾕｳﾏ 十勝 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔﾄ 札幌

12 301 及川　悠真(3) 帯広南町 10:27.26 12 125 中山　颯翔(3) TONDEN.RC 10:11.36

ﾇﾏｵｶ ｿﾗ 道南 ｵｲｹ ｼｮｳﾄ 札幌

44 沼岡　颯来(3) 北斗上磯 DNS 13 180 尾池　庄翔(3) 札幌北陽 11:27.66

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 十勝 ﾐﾔｶﾜ ﾊﾄﾗ 苫小牧

259 安藤　優汰(3) 芽室 DNS 103 宮川　琉虎(3) 苫小牧光洋 DNF

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｻｸﾗｲ ﾋﾄｶ 十勝

1 300 櫻井　一夏(3) 帯広南町 8:52.61
ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ 道北

2 221 本間　　颯(3) 士別 8:52.91
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾞｸﾄ 十勝

3 290 今泉　岳土(3) 帯広清川 9:15.86
ｵｵﾆｼ ﾄﾜ 釧路地方

4 328 大西　飛翔(3) 釧路鳥取 9:19.43
ｵｵｾﾞｷ ﾏﾅﾄ オホーツク

5 395 大関　輝絃(3) 湧別 9:20.49
ﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 札幌

6 128 野崎翔太郎(3) TONDEN.RC 9:21.94
ﾀｶﾔ ﾕﾒｷ 道南

7 15 高谷　夢樹(3) 七飯 9:23.76
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ オホーツク

8 384 川端　春叶(3) 北見小泉 9:24.29

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m 1600m 2000m 2400m 2800m

ナンバー 186 186 186 186 186 186 23 23

記録 1:15 2:31 3:09 3:48 5:05 6:24 7:44 8:57

ナンバー 221 221 221 221 221 221 221 300

記録 1:10 2:22 2:57 3:34 4:47 6:00 7:13 8:22

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



男子Ａ110mH(0.991m)

北海道中学記録(HJR)          14.62     北川　広大(札幌・札幌北都)            2018 9月1日 12:15 予　選

大会記録(GR)                 14.87     西田　健修(釧路・弟子屈)              2012 9月1日 14:40 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 (風:+2.0) 2組 (風:-0.5)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾐﾖｼ ﾘｭｳ 十勝 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 札幌

1 285 三好　　竜(3) 清水 15.75 Q 1 181 田中　光星(3) 新札幌陸上クラブ 17.41 Q

ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 釧路地方 ﾜﾀﾘ ｺｳｷ 道北

2 344 吉田　泰誠(3) 中標津広陵 16.05 q 2 223 渡利　幸生(3) 士別 18.19

ﾀｶｲ ﾖｳｾｲ 道南 ﾏﾂｲ ｼｮｳﾔ 十勝

3 19 高井　陽生(3) 函館亀田 16.33 q 3 278 松井　翔耶(3) 本別 19.67

ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 札幌 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ 苫小牧

4 156 石川　雄士(3) 札幌前田 17.12 101 工藤　琉揮(3) 苫小牧光洋 DQ,T8

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾔ 苫小牧 ｶﾜﾑﾗ ｶｲﾄ 札幌

5 100 宮嶋　祥也(3) 苫小牧光洋 17.41 158 川村　海翔(3) 札幌藻岩 DNS

ｶﾉｳ ｹｲｺﾞ 十勝 ｷﾑﾗ ﾀｸﾑ 道南

6 266 加納　奎吾(3) 広尾 17.53 46 木村　拓夢(3) 北斗浜分 DNS

ｲｼｻﾞｷ ﾘｭｳｷ 釧路地方 ｸﾘｽ ﾀｸﾐ 十勝

7 349 石﨑　琉輝(3) 標茶 17.65 245 栗栖　巧光(3) 音更下音更 DNS

3組 (風:0.0) 4組 (風:+1.1)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾐﾔﾀ ﾘｭｳｾｲ 道南 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 札幌

1 5 宮田　龍昇(3) NASS 14.91 Q 1 143 稲葉　大介(3) 札幌新琴似 16.10 Q

ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｼﾝ 十勝 ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 十勝

2 279 宮本　隆心(3) 本別 16.66 q 2 282 中西　　匠(3) 清水御影 16.85 q

ﾎﾝﾏ ｶｽﾞｷ 札幌 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 道南

3 140 本間　和樹(3) 札幌篠路 17.40 3 42 沢田　直樹(3) 北斗上磯 17.19

ｸﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 十勝 ｵｶﾞﾜ ﾙｶ 道北

4 312 工藤哉真斗(3) 大樹 17.42 4 233 小川　琉翔(3) 中川 17.36

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 十勝 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ オホーツク

5 269 中村　　優(3) 広尾 17.60 5 359 鈴木　侑輝(3) 遠軽 18.42

ｲｼｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 釧路地方 ﾋﾛﾄﾐ ｱﾄ 十勝

6 350 石﨑　大雅(3) 標茶 18.54 270 廣冨　葵士(3) 広尾 DQ,T10

ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 小樽後志

63 佐藤　康生(3) 仁木 DQ,T8

決　勝　
(風:+2.0)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾀ ﾘｭｳｾｲ 道南

1 5 宮田　龍昇(3) NASS 14.60 HJR,GR,○

ﾐﾖｼ ﾘｭｳ 十勝

2 285 三好　　竜(3) 清水 15.74

ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 釧路地方

3 344 吉田　泰誠(3) 中標津広陵 15.90

ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 札幌

4 143 稲葉　大介(3) 札幌新琴似 16.24

ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｼﾝ 十勝

5 279 宮本　隆心(3) 本別 16.31

ﾀｶｲ ﾖｳｾｲ 道南

6 19 高井　陽生(3) 函館亀田 16.47

ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 札幌

7 181 田中　光星(3) 新札幌陸上クラブ 16.67

ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 十勝

8 282 中西　　匠(3) 清水御影 16.81

凡例  HJR:北海道中学記録 GR:大会記録 ○:標準記録 DNS:欠場 DQ:失格 T8:(R168-7(a))バーの高さより抜き足が低い T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



男子Ａ砲丸投(5.000kg)

北海道中学記録(HJR)          15m23     中村　大紀(道南・八雲野田生)          2008

大会記録(GR)                 15m23     中村　大紀(道南・八雲野田生)          2008 9月1日 09:00 決　勝    

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

ｳﾁﾀﾞ ｶﾝﾀ 十勝

1 286 内田　勘太(3) 清水 × × 13m40 14m18 × × 14m18

ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 札幌

2 176 菅原　将人(3) 札幌北白石 13m02 13m50 × 13m97 14m04 13m72 14m04

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｾｲ 札幌

3 165 後藤　大晴(3) 札幌柏丘 12m40 12m70 12m61 12m80 12m82 12m53 12m82

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｷ 札幌

4 147 藤本　琉来(3) 札幌新陵 11m70 11m83 12m28 12m26 12m38 12m45 12m45

ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ 小樽後志

5 64 鈴木哉真斗(3) 仁木 11m20 11m70 11m14 11m36 11m05 × 11m70

ﾎﾘ ｺｳｷ 苫小牧

6 88 堀　　晃貴(3) 安平追分 11m09 × 10m43 10m74 × 11m08 11m09

ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 札幌

7 168 加藤　　颯(3) 札幌北都 10m82 10m77 10m58 10m66 10m38 10m74 10m82

ﾑｶｲ ﾀｸﾄ 空知

8 205 向　　拓人(3) 美唄 × 10m42 10m02 10m32 9m17 9m71 10m42

ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 道北

9 211 大田　優斗(3) 旭川東鷹栖 9m11 8m96 10m10 10m10

ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀ 十勝

10 243 広川　湧太(3) 浦幌上浦幌 × × 9m91 9m91

ｲｹｳﾁ ｱﾗﾀ 道南

11 37 池内　　新(3) 八雲落部 9m62 × 9m01 9m62

ﾅｶﾉ ﾄﾓﾊﾙ 十勝

12 304 中野　友温(3) 帯広南町 9m41 9m25 8m99 9m41

男子Ａ走高跳

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

大会記録(GR)                  1m95     熊木　隆規(札幌・札幌新川西)          2004 9月1日 13:00 決　勝    

決　勝　

ｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾄ 十勝 － － － － ○ ○ × × ○ × × ×

1 263 泉　陽七斗(3) 芽室 1m80

ｻｶｲ ｼｮｳ 道南 － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 41 坂井　　翔(3) 北斗上磯 1m73

ﾓｳﾘ ﾄﾓﾔ 室蘭地方 － － － ○ × ○ × × ×

3 73 毛利　友哉(3) 伊達 1m73

ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 小樽後志 ○ ○ × × ○ ○ × × ×

4 60 佐藤　大斗(3) 黒松内 1m70

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾀ 道北 ○ × × ×

5 238 山本　陽太(3) 富良野東 1m55

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m60 1m65 1m70 1m73 1m76 1m80

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m55 1m86



男子Ｂ100m

北海道中学2年最高記録(HJ2R)     10.92     鷹　　祥永(空知・由仁)                2016 9月1日 10:40 予　選

大会記録(GR)                 11.12     町井　大城(道南・北斗浜分)            2017 9月1日 16:05 決　勝

予　選　8組0着＋8

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+0.7)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ｻｻｷ ｱﾂﾔ 室蘭地方 ｵｵｲ ｺｳ 十勝

1 82 佐々木敦也(3) 室蘭西 11.85 1 314 大井　　光(3) 幕別札内 11.58 q

ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 札幌 ｻｻｷ ﾘｭｳﾄ 道北

2 185 竹田　龍一(2) 渡辺陸上クラブ 11.88 2 222 佐々木琉翔(3) 士別 11.61

ﾌｷｱｹﾞ ｶｲ 十勝 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 空知

3 277 吹上　　快(2) 鹿追 12.01 3 195 吉田　圭佑(2) 砂川 12.14

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｶﾞ 札幌 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 道北

4 137 井上　涼雅(2) 札幌琴似 12.10 4 214 伊藤　　椋(3) 旭川緑が丘 12.17

ﾂﾙﾏｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 室蘭地方 ﾀｶﾉ ｷｮｳﾔ オホーツク

5 80 鶴巻綸太郎(2) 室蘭桜蘭 12.20 5 366 髙野　京弥(2) 斜里 12.21

ｱｻﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 道南 ｱｹﾞﾌｼﾞ ｶｲﾄ 釧路地方

6 36 浅沼　大智(2) 函館本通 12.39 6 343 上藤　海登(2) 厚岸真龍 12.28

ﾅﾘﾀ ｼｭｳﾔ 札幌 ﾆｲ ｺｳﾒｲ 室蘭地方

7 178 成田　周弥(2) 札幌北白石 12.48 7 70 仁井　煌明(2) 伊達光陵 12.36

ﾃﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 道央 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 札幌

8 191 手塚　大翔(2) 北広島大曲 12.83 171 松田　航季(3) 札幌北都 DNS

3組 (風:+1.4) 4組 (風:+3.2)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ｵｶﾞﾜ ｿｳｷ 道南 ﾓﾘﾔﾏ ｿｳｲ 札幌

1 7 小川　蒼生(2) NASS 11.68 1 182 森山　創生(3) 新札幌陸上クラブ 11.47 q
ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 室蘭地方 ｺﾆｼ ｼｮｳﾏ 道南

2 74 酒井　大和(3) 伊達 11.77 2 30 小西　翔真(3) 函館赤川 11.60 q
ﾅｶﾞﾐﾈ ﾊﾕﾏ 道南 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ オホーツク

3 38 永嶺　隼優(2) 八雲落部 11.85 3 367 中村　孝徳(2) 斜里 11.79
ｵﾉﾀﾞ ﾙｷｱ 道北 ｽﾐﾖｼ ﾊﾙﾄ 札幌

4 216 小野田琉輝空(2) 旭川緑が丘 12.05 4 153 住吉　晴音(3) 札幌星置 11.82
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 道南 ﾋﾗﾏ ｺｳ 札幌

5 45 小林　瑠矢(2) 北斗上磯 12.07 5 177 平間　　滉(2) 札幌北白石 11.92
ﾅｶﾀ ｼｮｳ 釧路地方 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 道南

6 327 中田　　翔(2) 釧路鳥取西 12.12 6 21 工藤　勇磨(2) 函館亀田 12.01
ﾔﾅｾ ﾀｸﾏ 道北 ﾖｺｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 小樽後志

7 231 柳瀬　拓真(2) 上富良野 12.21 7 54 横澤　晶洋(2) ニセコ 12.36
ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾕｳﾀ 小樽後志 ｸﾎﾞ ﾏｻﾊﾙ 釧路地方

8 56 柳橋　宥汰(3) 岩内第一 12.23 8 334 久保　将春(2) 釧路富原 12.37

5組 (風:+1.4) 6組 (風:0.0)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ｻｶｲ ﾋｶﾙ 道北 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾏ 道北

1 227 酒井　　輝(3) 士別南 11.40 q 1 217 山内　翔馬(2) 旭川緑が丘 11.50 q
ﾀｶｼ ﾕｳｾｲ 道北 ﾄｼﾏ ﾃﾝｾｲ 釧路地方

2 230 髙士　雄惺(2) 上富良野 11.61 q 2 326 戸島　天晴(3) 釧路青陵 11.63
ｵﾀﾞ ﾙｲﾄ 道南 ﾏｽｲ ｿｳﾀ 札幌

3 16 小田瑠依斗(2) 七飯 11.79 3 139 増井　颯太(2) 札幌光陽 12.02
ﾅｶｲ ﾕｳﾏ 道北 ｲﾘﾅｶ ｹﾝｾｲ 釧路地方

4 242 中井　雄馬(3) 富良野東 11.91 4 346 入仲　健誠(2) 弟子屈 12.03
ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 釧路地方 ｼｮｳｼﾞ ﾀｽｸ 空知

5 333 木村龍之介(3) 釧路富原 12.26 5 194 東海林侑久(2) 砂川 12.24
ｸﾄﾞｳ ﾌｸ 道北 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 道央

6 215 工藤　福久(3) 旭川緑が丘 12.44 6 187 浅野　公太(2) 江別大麻 12.43
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 札幌 ｻﾄｳ ﾓｶ 釧路地方

7 173 伊藤　悠真(2) 札幌北都 12.65 7 329 佐藤　想海(3) 釧路鳥取 12.96
ﾎﾘｳﾁ ｺｳｾｲ 釧路地方

354 堀内　皇世(2) 浜中茶内 DNS

7組 (風:+0.1) 8組 (風:+3.1)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過
ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾄ 釧路地方 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲ 札幌

1 342 福田　海人(3) 厚岸真龍 11.43 q 1 155 前田　　大(3) 札幌西野 11.23 q
ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾖｳ 札幌 ﾀｶﾊﾗ ﾘｸ 苫小牧

2 138 安藤　正曜(3) 札幌光陽 11.99 2 89 髙原　　陸(2) 安平追分 11.66
ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｷ 道北 ｶﾅｻﾞﾜ ｾﾅ オホーツク

3 226 川上　純季(2) 士別 12.08 3 365 金澤　世凪(2) 斜里 11.70
ｵｲｶﾜ ﾁｱｷ 十勝 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ 道北

4 283 及川　千暉(3) 清水 12.13 4 212 橋本　琉生(3) 旭川東鷹栖 12.01
ﾅｶﾀ ｱﾂｼ 道南 ｷｸﾁ ｱｻﾋ オホーツク

5 18 中田　　敦(2) 知内 12.25 5 392 菊地　朝日(2) 網走第二 12.01
ﾂﾁﾀﾞ ﾚﾝ オホーツク ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 札幌

6 399 土田　　廉(3) 湧別 12.40 6 116 高橋　充希(2) SJAC 12.15
ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ オホーツク ﾃﾞﾉ ｼﾘｭｳ 札幌

393 長谷川佳祐(2) 網走第二 DNS 7 129 出野　史龍(2) 厚別ｱｽﾚﾃｨｯｸｽJr. 12.37



決　勝　
(風:+3.1)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲ 札幌 ﾓﾘﾔﾏ ｿｳｲ 札幌

1 155 前田　　大(3) 札幌西野 11.31 5 182 森山　創生(3) 新札幌陸上クラブ 11.48
ｻｶｲ ﾋｶﾙ 道北 ｵｵｲ ｺｳ 十勝

2 227 酒井　　輝(3) 士別南 11.32 6 314 大井　　光(3) 幕別札内 11.59
ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾄ 釧路地方 ｺﾆｼ ｼｮｳﾏ 道南

3 342 福田　海人(3) 厚岸真龍 11.34 7 30 小西　翔真(3) 函館赤川 11.62
ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾏ 道北 ﾀｶｼ ﾕｳｾｲ 道北

4 217 山内　翔馬(2) 旭川緑が丘 11.41 8 230 髙士　雄惺(2) 上富良野 11.63

男子Ｂ1500m
北海道中学2年最高記録(HJ2R)   4:02.13     本間　  颯(道北・士別)                2018

大会記録(GR)               4:07.75     大熊　健斗(道北・旭川愛宕)            2015 9月1日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｿﾘﾊｼ ﾚｵ 十勝 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾋ 道北

1 246 反橋　怜央(3) 音更下音更 4:33.25 1 208 村田　晴飛(3) 旭川神居東 4:22.97
ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ 小樽後志 ｶﾀﾉ ﾖｳﾀﾛｳ 札幌

2 57 澤田　颯太(3) 岩内第一 4:35.52 2 124 片野陽太郎(2) TONDEN.RC 4:30.54
ﾋｷﾀ ﾕｳ 道南 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 札幌

3 27 疋田　　侑(2) 函館桔梗 4:35.76 3 134 田中　稜大(3) 札幌あいの里東 4:31.66
ｻｸﾏ ﾔﾏﾄ 道南 ﾓﾘ ｼｮｳﾔ オホーツク

4 24 佐久間大和(2) 函館桔梗 4:40.17 4 375 森　　翔哉(2) 美幌北 4:34.31
ｱｻｲ ﾌｳｶﾞ 釧路地方 ｻｻｷ ﾏﾅﾄ 道北

5 347 朝井　風牙(2) 白糠庶路 4:40.81 5 224 佐々木愛斗(2) 士別 4:35.53
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 十勝 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾔ 道南

6 255 山本　一晴(2) 音更 4:41.30 6 10 中川　成弥(2) 七飯大中山 4:37.93
ﾌｼﾞﾀ ﾚﾝ 室蘭地方 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 小樽後志

7 77 藤田　　蓮(2) 伊達 4:41.76 7 61 若林　碧空(3) 黒松内 4:39.58
ｻｻｷ  ｼｭﾘ 十勝 ｵｶﾑﾗ ｼｮｳ 札幌

8 251 佐々木朱里(2) 音更下音更 4:43.40 8 141 岡村　　祥(3) 札幌手稲 4:41.68
ﾎﾘｲ ｶｵﾙ 札幌 ﾕﾀﾆ ﾀｶｷ 釧路地方

9 154 堀井　　馨(2) 札幌星置 4:45.26 9 351 油谷　駿輝(3) 標茶 4:42.48
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳﾄ 十勝 ｶｷｻﾞｷ ｷｮｳﾔ オホーツク

10 267 北川　椋都(3) 広尾 4:46.98 10 396 柿崎　恭也(3) 湧別 4:43.28
ｻｻｷ  ﾀﾞｲｷ 十勝 ﾋﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 十勝

11 250 佐々木大樹(2) 音更下音更 4:49.78 11 249 樋田　周聖(3) 音更下音更 4:43.62
ｶﾜﾑﾗ ﾖｳｾｲ 十勝 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 札幌

12 273 河村　燿世(2) 士幌町中央 4:51.04 12 159 田村　勇斗(3) 札幌藻岩 4:44.58
ﾀｶﾓﾘ ﾀｲﾖｳ 十勝 ﾎｳｾﾝ ｶｲ 十勝

13 247 高森　太陽(3) 音更下音更 4:53.18 13 271 宝泉　　快(3) 広尾 4:47.52
ｲｼﾊﾗ ｹｲﾄ 釧路地方 ｼﾝ ﾚﾝﾀﾛｳ 釧路地方

14 332 石原　圭人(3) 釧路富原 4:56.00 14 353 新　蓮太郎(3) 浜中茶内 4:48.07
ﾌｲﾝﾄﾞﾚｰ ｼﾞｭｳﾏ 小樽後志 ﾔｽﾑﾗ ｺｳﾀ 十勝

59 ﾌｨﾝﾄﾞﾚｰ十馬(2) 倶知安 DNS 310 安村　幸汰(2) 帯広翔陽 DNS

3組 タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 札幌 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 札幌

1 126 大橋　正昊(3) TONDEN.RC 4:18.01 1 126 大橋　正昊(3) TONDEN.RC 4:18.01
ﾏｷ ｺｳﾀﾛｳ 札幌 ﾏｷ ｺｳﾀﾛｳ 札幌

2 123 槇　航太郎(2) TONDEN.RC 4:18.66 2 123 槇　航太郎(2) TONDEN.RC 4:18.66
ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ 道北 ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ 道北

3 225 黒川　遙斗(2) 士別 4:18.92 3 225 黒川　遙斗(2) 士別 4:18.92
ｻﾜﾑﾗ ｼｮｳﾘ 札幌 ｻﾜﾑﾗ ｼｮｳﾘ 札幌

4 132 澤村　昇利(2) 札幌あいの里東 4:22.26 4 132 澤村　昇利(2) 札幌あいの里東 4:22.26
ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ オホーツク ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ オホーツク

5 397 齋藤虎太朗(3) 湧別 4:22.74 5 397 齋藤虎太朗(3) 湧別 4:22.74
ﾊﾏﾉ ｼｮｳﾀ 道南 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾋ 道北

6 1 濱野　捷多(2) CRS 4:23.13 6 208 村田　晴飛(3) 旭川神居東 4:22.97
ﾄｵﾐﾈ ｼﾝｲﾁﾛｳ オホーツク ﾊﾏﾉ ｼｮｳﾀ 道南

7 398 遠峰信一郎(3) 湧別 4:23.22 7 1 濱野　捷多(2) CRS 4:23.13
ﾋﾛﾀ ﾘｸ 苫小牧 ﾄｵﾐﾈ ｼﾝｲﾁﾛｳ オホーツク

8 110 廣田　　陸(3) 苫小牧和光 4:23.37 8 398 遠峰信一郎(3) 湧別 4:23.22
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 苫小牧

9 96 佐藤　遙斗(2) 厚真 4:26.45
ﾐｶﾐ ﾘｭｳｾｲ 札幌

10 136 三上　琉聖(3) 札幌あいの里東 4:28.22
ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀ オホーツク

11 374 菅原　宏太(3) 美幌北 4:28.54
ﾊﾅﾉｷ ﾕｳﾄ 札幌

12 179 鼻野木悠翔(2) 札幌北白石 4:29.69
ｾｷ ﾕｳﾔ 十勝

13 256 関　　雄也(2) 音更緑南 4:32.52
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 札幌

14 127 林　　倖輔(3) TONDEN.RC 4:37.46
ﾅｶｵ ﾀｲｼ 苫小牧

15 99 中尾　泰思(3) 苫小牧光洋 4:48.14



男子Ｂ110mH(0.914m)

北海道中学記録(HJR)          14.37     金井　大旺(道南・函館本通)            2010 9月1日 12:00 予　選

大会記録(GR)                 14.91     小石川　統(小樽後志・岩内第一)        2008 9月1日 14:40 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 (風:+1.4) 2組 (風:+0.6)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 道南 ｶﾐﾑﾗ ﾔﾏﾄ 十勝

1 43 吉田　　蓮(3) 北斗上磯 16.74 Q 1 276 上村　大和(2) 鹿追 16.79 Q

ｹﾞﾝﾂｳ ﾕｳﾀﾞｲ 空知 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ オホーツク

2 200 源通　由大(2) 滝川江陵 18.17 2 387 田中　達也(3) 網走第一 17.00 q

ｼﾞﾇｼ ﾀｹﾄ 道南 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 十勝

3 39 地主　丈人(2) 北教大附属函館 18.20 3 303 小林　大朗(2) 帯広南町 17.88

ｳﾐﾉ ﾌｳﾄ オホーツク ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ オホーツク

4 361 海野　風斗(2) 遠軽 18.30 4 360 太田　瑞樹(3) 遠軽 17.93

ﾅｶﾀ ｼｮｳ 釧路地方 ｻｻｷ ﾊﾔﾃ 空知

5 327 中田　　翔(2) 釧路鳥取西 18.56 5 192 佐々木　颯(2) 岩見沢東光 18.17

ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝﾀ 札幌 ｱﾗｷ ｿｳｲ 札幌

166 山村　健太(2) 札幌福井野 DNF 6 130 荒木　創伊(2) 札幌あいの里東 18.43

ｵﾀﾞ ﾙｲﾄ 道南 ﾁﾊﾞ ｶｲﾄ 十勝

16 小田瑠依斗(2) 七飯 DNS 7 316 千葉　佳太(2) 幕別札内 19.28

3組 (風:+1.7) 4組 (風:-0.3)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 室蘭地方 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 札幌

1 74 酒井　大和(3) 伊達 15.60 Q 1 171 松田　航季(3) 札幌北都 15.81 Q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 道南 ﾄｳﾄﾞｳ ｿﾗ 道南

2 22 渡邉　爽太(2) 函館亀田 17.03 q 2 25 任堂　　空(2) 函館桔梗 17.30 q

ﾀﾃﾔﾏ ｼｮｳﾏ 道南 ﾊｶﾞ ﾀｶﾄ 室蘭地方

3 33 館山　正真(2) 函館湯川 17.30 q 3 85 芳賀　鷹翔(2) 登別幌別 17.66

ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 道北 ｾｺ ﾋｭｳｺﾞ 十勝

4 218 松井　陽輝(2) 旭川緑が丘 17.60 4 244 背古飛悠吾(2) 浦幌 18.10

ｽｽﾞｷ ｻﾔﾄ 十勝 ｶﾄｳ ﾐｷ 札幌

5 284 鈴木　彩翔(3) 清水 18.83 5 131 加藤　神喜(2) 札幌あいの里東 18.23

ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｷ 札幌 ﾎｿｶﾜ ﾕｳﾀ 空知

6 172 西山　春来(2) 札幌北都 19.87 6 199 細川　優太(2) 滝川江陵 19.01

決　勝　
(風:-0.4)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 札幌

1 171 松田　航季(3) 札幌北都 15.53

ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 室蘭地方

2 74 酒井　大和(3) 伊達 15.57

ｶﾐﾑﾗ ﾔﾏﾄ 十勝

3 276 上村　大和(2) 鹿追 16.53

ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 道南

4 43 吉田　　蓮(3) 北斗上磯 16.65

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 道南

5 22 渡邉　爽太(2) 函館亀田 16.69

ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ オホーツク

6 387 田中　達也(3) 網走第一 17.00

ﾀﾃﾔﾏ ｼｮｳﾏ 道南

7 33 館山　正真(2) 函館湯川 17.11
ﾄｳﾄﾞｳ ｿﾗ 道南

25 任堂　　空(2) 函館桔梗 DNF 凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子Ｂ走幅跳
北海道中学記録(HJR)           6m96     海野　琢斗(道南・北斗大野)            2006

大会記録(GR)                  6m47     海野　琢斗(道南・北斗大野)            2005 9月1日 10:30 決　勝    

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

ﾅｶｵ ﾀｲｼ 苫小牧 6m13 4m33 5m59 6m09 × × 6m13

1 99 中尾　泰思(3) 苫小牧光洋 -0.2 +1.9 +2.0 +1.2 -0.2
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 札幌 5m85 5m90 6m10 × 6m00 × 6m10

2 185 竹田　龍一(2) 渡辺陸上クラブ +2.5 +3.3 +2.5 -0.6 +2.5
ｶﾅｻﾞﾜ ｾﾅ オホーツク 5m59 × 4m94 5m45 5m81 5m86 5m86

3 365 金澤　世凪(2) 斜里 +1.6 +1.5 +0.6 +1.8 +1.6 +1.6
ﾐﾖｼ ｹｲｺﾞ 十勝 4m25 5m85 5m63 5m65 5m56 × 5m85

4 289 三好　慶悟(2) 清水 -0.9 +2.3 +0.9 +0.4 +1.4 +2.3
ｵｶﾞﾜ ｿｳｷ 道南 × 5m74 5m44 5m84 5m54 5m83 5m84

5 7 小川　蒼生(2) NASS +2.3 +3.4 +0.4 +2.1 +1.6 +0.4
ｻｻｷ ｱﾂﾔ 室蘭地方 5m59 × 5m77 5m78 5m56 5m70 5m78

6 82 佐々木敦也(3) 室蘭西 +2.4 +2.5 +0.7 +0.4 +0.2 +0.7
ﾅｶﾀ ｱﾂｼ 道南 × 5m70 5m30 5m30 × 5m38 5m70

7 18 中田　　敦(2) 知内 +0.2 +0.6 +1.0 +3.0 +0.2
ﾀﾅｶ ｷﾗﾄ 室蘭地方 5m49 5m43 5m32 × 5m30 × 5m49

8 86 田中　煌十(2) 本室蘭 +1.3 -0.2 -1.2 +2.2 +1.3
ｱﾗｷ ｿｳｷ オホーツク × × 5m47 5m47

9 385 荒木　颯葵(3) 北見小泉 +1.4 +1.4
ﾅｶｲ ﾕｳﾏ 道北 4m41 5m21 5m46 5m46

10 242 中井　雄馬(3) 富良野東 +2.0 +1.9 +1.3 +1.3
ｵｲｶﾜ ﾁｱｷ 十勝 5m45 × 5m11 5m45

11 283 及川　千暉(3) 清水 +0.7 +3.1 +0.7
ｶﾜﾑﾗ ﾖｳｾｲ 十勝 5m43 5m21 5m12 5m43

12 273 河村　燿世(2) 士幌町中央 +3.1 +1.1 +1.2 +3.1
ﾏｽｲ ｿｳﾀ 札幌 × 5m38 5m23 5m38

13 139 増井　颯太(2) 札幌光陽 +1.0 +0.7 +1.0
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｷ 十勝 5m36 5m29 5m22 5m36

14 318 横山　晴紀(2) 幕別札内 +1.8 +1.4 +1.2 +1.8
ﾀﾉ ｲﾂｷ 室蘭地方 5m33 5m06 3m13 5m33

15 75 田野　　樹(2) 伊達 +2.1 +0.3 +0.9 +2.1
ｺﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 釧路地方 3m70 5m20 5m31 5m31

16 339 木幡　亮太(3) 釧路北 +0.7 +0.8 +1.8 +1.8
ﾂｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 札幌 5m30 4m43 5m11 5m30

17 164 津川　一登(2) 札幌屯田北 +1.2 +0.9 0.0 +1.2
ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 十勝 × 5m28 5m11 5m28

18 315 清水　瑛太(2) 幕別札内 +1.4 -0.2 +1.4
ｼﾓﾔﾏ ｿｳﾀ 苫小牧 × 5m27 4m92 5m27

19 107 下山　颯太(2) 苫小牧青翔 +0.2 -0.1 +0.2
ｿﾃﾞﾑﾗ ﾙｷﾔ 苫小牧 × 5m27 × 5m27

20 111 袖村琉希也(2) 苫小牧和光 +1.3 +1.3
ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 苫小牧 × × 5m27 5m27

20 94 梶谷　征矢(3) 厚真 +2.4 +2.4
ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 苫小牧 × 5m26 × 5m26

22 97 三浦　颯太(2) 苫小牧啓明 +0.5 +0.5
ﾄﾋﾞｻﾜ ｶｽﾞﾕｷ 十勝 5m19 5m25 × 5m25

23 260 飛澤　和幸(3) 芽室 +1.7 +1.3 +1.3
ｼﾞﾇｼ ﾀｹﾄ 道南 × 5m01 5m23 5m23

24 39 地主　丈人(2) 北教大附属函館 +2.2 +2.1 +2.1
ｻﾄｳ ﾓｶ 釧路地方 4m10 5m15 × 5m15

25 329 佐藤　想海(3) 釧路鳥取 +1.9 +2.4 +2.4
ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 空知 5m14 4m79 4m86 5m14

26 198 林　　優弥(2) 滝川開西 +1.6 -0.2 +1.3 +1.6
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｽｸ 小樽後志 5m09 5m13 × 5m13

27 66 菅原　　佑(2) 余市東 +2.3 +1.1 +1.1
ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾖｳ 札幌 3m69 2m98 5m13 5m13

28 138 安藤　正曜(3) 札幌光陽 +1.6 +1.3 -0.1 -0.1
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 道央 5m08 4m95 5m07 5m08

29 191 手塚　大翔(2) 北広島大曲 +1.6 +3.1 +1.1 +1.6
ﾌｼﾞﾀ ｶｲｾｲ 道北 × 5m08 × 5m08

30 219 藤田　開成(2) 旭川緑が丘 -0.1 -0.1
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 釧路地方 5m03 × 3m50 5m03

31 340 佐藤　佑真(2) 釧路北 +1.8 +1.3 +1.8
ﾀﾝﾉ ﾕｳｼ 小樽後志 4m96 4m75 4m58 4m96

32 67 丹野　優志(2) 留寿都 +2.0 +0.5 -0.2 +2.0
ｱｻﾉ ｺｳﾀ 道央 4m95 4m89 4m90 4m95

33 187 浅野　公太(2) 江別大麻 +1.3 0.0 +2.3 +1.3
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 十勝 × 4m53 4m89 4m89

34 303 小林　大朗(2) 帯広南町 -0.1 +1.1 +1.1



ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾄ 釧路地方 3m40 － × 3m40

35 342 福田　海人(3) 厚岸真龍 +2.1 +2.1
ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ 室蘭地方 × × ×

71 鴻野　稜太(2) 伊達光陵 NM
ｱﾝｾﾞ ｿﾗ 道北 × × ×

240 安瀬　　空(3) 富良野東 NM
ｻﾄｳ ｽｸﾞﾙ 室蘭地方 × × －

76 佐藤　　駿(2) 伊達 NM
ﾔｽﾐ ﾕｳﾄ 道南 × × ×

34 安宅　祐人(2) 函館巴 NM
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 空知 × × ×

195 吉田　圭佑(2) 砂川 NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 道南

22 渡邉　爽太(2) 函館亀田 DNS
ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ オホーツク

393 長谷川佳祐(2) 網走第二 DNS
凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子Ｂ砲丸投(4.000kg)

北海道中学記録(HJR)          17m08     大垣　　崇(苫小牧・厚真)              1998

大会記録(GR)                 15m04     西田　健修(釧路・弟子屈)              2011 9月1日 13:00 決　勝    

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

ｸﾘﾀ ﾊﾙﾄ 十勝

1 302 栗田　遥人(3) 帯広南町 13m12 × × 13m27 14m94 14m41 14m94

ｸﾗｳﾁ ﾘｷ 室蘭地方

2 69 倉内　麗生(3) 伊達光陵 13m03 13m64 × 12m69 13m13 13m57 13m64

ﾏﾂｲ ﾙｲ 十勝

3 280 松井　琉偉(2) 本別 10m92 11m63 9m74 11m83 10m49 11m68 11m83

ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 道南

4 21 工藤　勇磨(2) 函館亀田 11m65 11m64 11m73 11m20 11m75 11m78 11m78

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ 道北

5 241 近藤　翔哉(3) 富良野東 9m35 × 10m47 11m55 × 11m22 11m55

ｱﾏﾉ ｶｲｾｲ 小樽後志

6 65 天野　快成(2) 赤井川 9m99 10m90 11m31 10m90 9m17 10m41 11m31

ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 釧路地方

7 323 濱田　佑耶(2) 釧路阿寒 11m14 10m73 10m36 10m75 10m17 10m15 11m14

ﾀｶｷﾞ ｾﾅ 十勝

8 306 髙木　彗那(2) 帯広緑園 10m69 9m60 10m90 10m04 10m20 9m13 10m90

ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ 道北

9 232 原田　啓佑(2) 上富良野 9m76 9m43 10m02 10m02

ﾉﾅｶﾞｾ ﾃｯｷ オホーツク

10 382 野長瀬鉄騎(2) 北見高栄 9m76 9m84 9m93 9m93

ｽｽﾞｷ ｷｮｳﾀﾛｳ 苫小牧

11 93 鈴木響太朗(2) 厚真厚南 9m65 9m89 8m38 9m89

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 釧路地方

12 331 岡田　和輝(3) 釧路富原 × 9m51 × 9m51

ﾅﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 苫小牧

13 90 奈良　優心(2) 安平追分 9m09 × 9m22 9m22



男子Ｃ100m

北海道中学1年最高記録(HJ1R)     11.36     山田　楓河(オホーツク・美幌)          2017 9月1日 10:10 予　選

大会記録(GR)                 11.47     遠藤　純貴(小樽後志・共和)            2006 9月1日 15:55 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:+3.7) 2組 (風:+2.4)

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ｳﾁﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 苫小牧 ｵｶｻﾞｷ ｿｳ 苫小牧

1 92 内山　修慈(2) 厚真厚南 12.01 q 1 91 岡崎　　颯(1) 浦河第一 12.14 q

ﾄﾘﾀ ｼｭｳ 十勝 ﾄﾐｻﾜ ｹﾞﾝｷ 道南

2 307 部田　柊生(2) 帯広緑園 12.13 q 2 26 富澤　元輝(2) 函館桔梗 12.18

ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ オホーツク ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾝ 道北

3 381 田辺　　峻(2) 北見高栄 12.18 3 234 安藤　　辿(2) 東神楽 12.36

ﾀｶﾉ ﾎｸﾄ 道北 ｱｽﾞﾏ ｺｳｷ 札幌

4 237 高野歩来人(1) 東神楽 12.22 4 161 東　　昂輝(1) 札幌藻岩 12.50

ｶﾈｺ ｼﾞﾝ 札幌 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾄ 道北

5 162 金子　　仁(1) 札幌藻岩 12.48 5 220 渡邊　紗斗(2) 旭川緑が丘 12.69

ｵｻﾞﾜ ﾄｳｲ 道南 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 道央

6 49 小澤　斗維(1) 北斗浜分 12.74 6 189 鈴木　　諒(1) 千歳勇舞 12.83

ﾎｳｶﾞ ﾔﾏﾄ 札幌 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾑ 十勝

7 144 宝賀　大和(1) 札幌新琴似 12.75 7 265 松本　琢夢(1) 芽室 13.00

ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾝ 札幌 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 道央

183 田中　謙伸(1) 新札幌陸上クラブ DQ,FS1 190 渡辺　遥斗(1) 北海道ﾊｲﾃｸACｱｶﾃﾞﾐｰ DNS

3組 (風:+1.5) 4組 (風:+1.6)

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ｼﾗｻﾜ ﾏｵ 十勝 ﾅｶｾ ﾖｳ 道北

1 305 白澤　真央(2) 帯広緑園 11.93 q 1 207 中瀬　　遥(1) 旭川永山南 12.11 q

ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｸ 道北 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｽｹ 道南

2 213 門脇　遥空(2) 旭川東鷹栖 12.10 q 2 47 丸山　洋輔(2) 北斗浜分 12.28

ｺｳｻｷ ﾀｲﾁ 空知 ｶﾜｼﾏ ｱﾕﾑ オホーツク

3 197 幸崎　太一(1) 深川 12.42 3 368 川島歩結夢(2) 斜里 12.29

ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾑ 十勝 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ 十勝

4 274 坂本　頼武(1) 士幌町中央 12.43 4 321 橋本　侑弥(1) 幕別札内 12.68

ﾏｽｶﾜ ｶｲﾄ 道南 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 札幌

5 48 増川　海斗(1) 北斗浜分 12.55 5 175 宮坂　拓実(1) 札幌北都 12.75

ﾅｶｺｼ ｱﾕﾑ 釧路地方 ﾓｺﾇﾏ ﾊﾙｷ 十勝

6 330 中越　　歩(1) 釧路鳥取 12.69 6 298 茂古沼大暉(2) 帯広第八 12.92

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 道南 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｲ 札幌

7 9 山本　尊琉(1) NASS 12.91 7 114 長谷川翔生(1) NTAC 13.01

ﾋｶﾞｼﾓﾄ ｼｭｳ 苫小牧 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 空知

8 112 東本　　柊(1) 苫小牧和光 14.13 8 206 川上　大輝(1) 美唄 13.06

5組 (風:+1.8) 6組 (風:+1.4)

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 通過

ｷﾓﾄ ﾕｳﾀ 小樽後志 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾑ 道北

1 62 木元　優汰(2) 小樽西陵 11.85 q 1 228 池田　優夢(2) 士別南 11.69 q

ｻﾄｳ ｿｳｽｹ オホーツク ﾌｸﾑﾗ ﾕｳﾄ 道央

2 364 佐藤　颯祐(1) 遠軽 12.20 2 188 福村　優大(1) 千歳 12.39

ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 道北 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｷ 札幌

3 235 安藤　　凜(2) 東神楽 12.27 3 160 小山田喜貴(2) 札幌藻岩 12.64

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 室蘭地方 ｲｼﾊﾗ ﾊﾙﾄ オホーツク

4 81 田中　翔矢(1) 室蘭桜蘭 12.39 4 391 石原　遥翔(1) 網走第四 12.88

ﾎｼｺ ﾘｮｳﾀ 道南 ｺﾝ ﾕｳﾄ 札幌

5 35 星子　良太(1) 函館巴 12.61 5 145 今　　祐人(1) 札幌新琴似 12.94

ﾉﾛ ﾄｼﾋﾛ 釧路地方 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 札幌

6 352 野呂　利大(2) 標茶 12.80 6 174 伊藤　丈留(2) 札幌北都 13.03

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊｽｷ 十勝 ﾂｼﾞ ﾘｸ 道南

7 295 山口　蓮喜(2) 帯広第四 12.80 7 8 辻　　莉玖(1) NASS 13.22

ｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 道南

8 400 浦　　諒丞(1) 七飯大中山 12.82

決　勝　
(風:+1.9)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾑ 道北 ｳﾁﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 苫小牧

1 228 池田　優夢(2) 士別南 11.68 5 92 内山　修慈(2) 厚真厚南 12.11

ｷﾓﾄ ﾕｳﾀ 小樽後志 ﾄﾘﾀ ｼｭｳ 十勝

2 62 木元　優汰(2) 小樽西陵 11.82 6 307 部田　柊生(2) 帯広緑園 12.25

ｼﾗｻﾜ ﾏｵ 十勝 ｵｶｻﾞｷ ｿｳ 苫小牧

3 305 白澤　真央(2) 帯広緑園 11.86 7 91 岡崎　　颯(1) 浦河第一 12.32

ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｸ 道北 ﾅｶｾ ﾖｳ 道北

4 213 門脇　遥空(2) 旭川東鷹栖 12.07 8 207 中瀬　　遥(1) 旭川永山南 12.46



男子Ｃ1500m

北海道中学1年最高記録(HJ1R)   4:11.91     菅原　広希(十勝・鹿追)                2016

大会記録(GR)               4:20.07     櫻井　一夏(十勝・帯広南町)            2017 9月1日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｷ オホーツク ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ 道南

1 389 竹中　友規(1) 網走第三 4:43.04 1 17 福井　陽仁(2) 七飯 4:29.64

ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾄ オホーツク ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 釧路地方

2 388 本田　慶斗(2) 網走第三 4:45.92 2 358 佐藤　広人(2) 北教大附属釧路 4:31.76

ﾓﾘ ﾋﾋﾞｷ 小樽後志 ｵｵｽｷﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 道北

3 68 森　　響輝(1) 留寿都 4:47.87 3 229 大杉亮太朗(2) 上富良野 4:33.09

ｱﾗｾｷ ﾋﾛﾄ 小樽後志 ｶﾞﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ 道北

4 58 荒関　大翔(1) 京極 4:48.20 4 236 鴈田　陽斗(2) 東神楽 4:34.42

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 十勝 ｵﾉ ﾙﾈ 道南

5 311 中村　健吾(1) 帯広翔陽 4:53.93 5 3 小野　琉峯(1) CRS 4:35.39

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 十勝 ｲﾜﾑﾗ ﾌｳｷ 道北

6 320 中村　有吾(1) 幕別札内 4:54.37 6 209 岩村　楓樹(1) 旭川神居東 4:37.22

ｵｵﾊｼ ﾌﾐﾀｶ 札幌 ｲﾇｲ ｼｮｳﾀ 十勝

7 121 大橋　史空(1) TONDEN.RC 4:55.18 7 313 乾　　渉大(2) 大樹 4:37.36

ｲｼｲ ｶﾂﾉﾘ 十勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ オホーツク

8 296 石井　克典(1) 帯広第四 4:55.42 8 363 鈴木　将矢(1) 遠軽 4:38.50

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹﾙ 札幌 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｺﾞ 十勝

9 120 原田　健光(1) TONDEN.RC 4:55.51 9 294 藤田　圭悟(1) 帯広第五 4:40.70

ﾉｻﾞｷ ｴｲｽｹ 札幌 ﾑｶｲ ﾜｸ 十勝

10 122 野崎　瑛友(1) TONDEN.RC 4:55.89 10 264 向井　和玖(2) 芽室 4:42.08

ﾓﾘ ﾎﾏﾚ 十勝 ﾅﾘｶﾞｻﾜ ﾀｸﾄ オホーツク

11 317 森　　穂希(2) 幕別札内 4:58.62 11 380 成ヶ澤拓斗(2) 北見高栄 4:44.41

ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 十勝 ﾌﾙﾔ ｲﾌﾞｷ オホーツク

12 319 髙橋　孔晴(1) 幕別札内 5:00.62 12 362 古屋偉歩基(2) 遠軽 4:47.97

ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ オホーツク ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 十勝

13 369 林　　和弘(1) 清里 5:01.77 13 257 石川　翔大(1) 音更緑南 4:48.65

ﾊﾏﾔ ﾘｸﾄ 札幌 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾝｾｲ 小樽後志

14 149 濱谷　陸斗(2) 札幌新陵 5:02.13 14 55 藤原　天聖(1) ニセコ 4:50.25

ｻﾄｳ ｱｻﾔ 十勝 ﾓｺﾇﾏ ﾊﾙｷ 十勝

15 258 佐藤　朝埜(1) 音更緑南 5:02.26 15 298 茂古沼大暉(2) 帯広第八 4:51.10

ｵﾉﾃﾞﾗ ｽﾊﾞﾙ 十勝 ﾐｳﾗ ｷﾖｼ オホーツク

16 275 小野寺　昴(1) 士幌町中央 5:02.76 16 376 三浦　清史(1) 美幌北 5:06.20

ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ オホーツク ﾌｷｺｼ ｼｭｳﾄ 室蘭地方

17 372 松本　聖也(1) 美幌 5:05.46 83 吹越　秀翔(1) 登別西陵 DNS

ﾋﾗﾀ ﾀｶｷ 道南

11 平田　崇貴(2) 七飯大中山 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ 道南

1 17 福井　陽仁(2) 七飯 4:29.64
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 釧路地方

2 358 佐藤　広人(2) 北教大附属釧路 4:31.76
ｵｵｽｷﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 道北

3 229 大杉亮太朗(2) 上富良野 4:33.09
ｶﾞﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ 道北

4 236 鴈田　陽斗(2) 東神楽 4:34.42
ｵﾉ ﾙﾈ 道南

5 3 小野　琉峯(1) CRS 4:35.39
ｲﾜﾑﾗ ﾌｳｷ 道北

6 209 岩村　楓樹(1) 旭川神居東 4:37.22
ｲﾇｲ ｼｮｳﾀ 十勝

7 313 乾　　渉大(2) 大樹 4:37.36
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ オホーツク

8 363 鈴木　将矢(1) 遠軽 4:38.50

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 389 389 389 389

記録 1:07 2:25 3:07 3:44

ナンバー 264 264 17 17

記録 1:10 2:26 3:04 3:38

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



男子Ｃ走幅跳

北海道中学記録(HJR)           6m96     海野　琢斗(道南・北斗大野)            2006

大会記録(GR)                  6m09     高山　　倭(札幌・札幌北白石)          2010 9月1日 09:00 決　勝    

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

ｵｶｻﾞｷ ｿｳ 苫小牧 5m65 × 5m47 × × 5m39 5m65

1 91 岡崎　　颯(1) 浦河第一 +0.3 +0.4 +0.3 +0.3
ﾄﾐｻﾜ ｹﾞﾝｷ 道南 5m24 5m46 5m44 5m62 × × 5m62

2 26 富澤　元輝(2) 函館桔梗 +0.7 +1.2 +0.2 +3.2 +3.2
ﾂｼﾞ ﾘｸ 道南 5m41 5m04 5m36 × 5m54 5m33 5m54

3 8 辻　　莉玖(1) NASS +0.2 +0.2 +0.7 +2.2 +0.6 +2.2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 道央 5m36 5m24 3m93 × 5m31 5m27 5m36

4 190 渡辺　遥斗(1) 北海道ﾊｲﾃｸACｱｶﾃﾞﾐｰ +1.0 +1.3 +1.6 +1.4 +1.9 +1.0
ﾅｶｾ ﾖｳ 道北 5m36 4m40 4m87 4m05 5m02 5m31 5m36

5 207 中瀬　　遥(1) 旭川永山南 +0.8 +1.4 +0.3 +0.2 +1.3 +2.1 +0.8
ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｽｹ 道南 4m69 4m99 4m99 5m28 5m27 5m14 5m28

6 47 丸山　洋輔(2) 北斗浜分 +1.5 +1.5 +1.6 +0.5 -1.0 +1.6 +0.5
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 札幌 × 5m18 × 5m03 × 5m21 5m21

7 175 宮坂　拓実(1) 札幌北都 +2.1 +0.8 +2.0 +2.0
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｱﾗﾀ 道南 × 4m64 5m11 × × × 5m11

8 52 小田桐新岳(2) 木古内 +1.3 +0.4 +0.4
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 釧路地方 × × 4m91 4m91

9 338 遠藤　陽翔(1) 釧路北 +1.7 +1.7

男子共通円盤投(1.500kg)

北海道中学記録(HJR)          42m96     堤　　雄司(札幌・札幌陵北)            2004

大会記録(GR)                 35m10     福岡　　凌(釧路・標津)                2011 9月1日 11:00 決　勝    

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

ｳﾁﾀﾞ ｶﾝﾀ 十勝

1 286 内田　勘太(3) 清水 × 37m48 36m49 × × × 37m48 GR
ｸｻｶ ﾔﾏﾄ 札幌

2 142 日下　大和(3) 札幌手稲 28m01 23m77 28m43 22m21 28m74 29m08 29m08

ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 札幌

3 168 加藤　　颯(3) 札幌北都 27m49 26m50 27m53 24m76 × × 27m53

ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 道北

4 211 大田　優斗(3) 旭川東鷹栖 × 19m61 23m15 26m27 26m17 24m38 26m27

ﾀｲ ﾕｳｷ 苫小牧

5 95 田居　優樹(3) 厚真 24m04 × 20m44 24m12 × 25m32

ｶﾒﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 札幌

6 148 亀田　遼太(2) 札幌新陵 24m30 23m54 22m18 23m22 24m74 23m15 24m74

ｸﾒ ﾚﾝﾄ 苫小牧

7 87 久米　漣斗(2) 安平早来 23m59 22m21 21m89 22m63 24m20 24m20

ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝﾀ 札幌

8 166 山村　健太(2) 札幌福井野 × × 23m24 × 22m71 × 23m24

ﾏﾂｲ ﾙｲ 十勝

9 280 松井　琉偉(2) 本別 18m66 22m94 21m68 22m94

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｷ 札幌

10 147 藤本　琉来(3) 札幌新陵 × 22m86 21m16 22m86

ﾅｶﾉ ﾄﾓﾊﾙ 十勝

11 304 中野　友温(3) 帯広南町 17m25 22m78 × 22m78

ﾑｶｲ ﾀｸﾄ 空知

12 205 向　　拓人(3) 美唄 22m33 × × 22m33

ｻﾄｳ ﾊﾙﾔ 十勝

13 299 佐藤　遼弥(3) 帯広南町 21m07 20m43 22m09 22m09

ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 釧路地方

14 323 濱田　佑耶(2) 釧路阿寒 21m22 19m96 × 21m22

ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀ 十勝 〇

15 243 広川　湧太(3) 浦幌上浦幌 18m37 21m17 21m17

ｸﾘｽ ﾀｸﾐ 十勝

16 245 栗栖　巧光(3) 音更下音更 21m03 20m49 21m03

ｳﾗ ｶﾂｷ 十勝 〇

17 252 浦　　佳槻(3) 音更下音更 19m19 × 19m19

ｻｻｷ ﾊﾙﾓ 札幌 〇

18 150 佐々木暖百(2) 札幌新陵 12m74 × 12m74

ﾜﾀﾍﾞ ﾚｲ 札幌 〇

19 167 渡部　　嶺(2) 札幌福井野 12m35 × 12m35



ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ 札幌 〇

20 146 村上　翔大(3) 札幌新琴似 12m27 12m27

ｵｵﾀｶ ﾙｳ 苫小牧

102 大高　琉羽(3) 苫小牧光洋 × × × NM

ｸﾘﾀ ﾊﾙﾄ 十勝

302 栗田　遥人(3) 帯広南町 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし

男子共通ジャベリックスロー

北海道中学記録(HJR)          67m57     浜谷　耕大(札幌・札幌太平)            2004

大会記録(GR)                 65m33     加藤鴻次郎(札幌・札幌八軒)            2014 9月1日 15:00 決　勝    

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

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ 道北 〇

1 241 近藤　翔哉(3) 富良野東 55m90 53m61 49m91 53m06 47m07 55m90

ﾅﾐｵｶ ﾏｻﾋﾛ 十勝 〇

2 281 浪岡　大裕(3) 新得屈足 52m10 × 50m31 45m53 × 52m10

ｲﾁﾉﾍ ｺｳｾｲ 道南

3 51 市戸　航生(3) 木古内 46m94 51m82 45m91 43m38 43m40 40m44 51m82

ﾀｶﾋﾗ ﾅﾀｸ 釧路地方

4 345 髙平　楠託(3) 鶴居 49m11 48m51 39m70 43m23 × × 49m11

ｱｶｲｼ ｷｮｳｺﾞ 釧路地方

5 355 赤石　恭梧(3) 浜中 × 46m81 45m68 40m71 45m69 44m65 46m81

ｵﾊﾗ ﾀｸﾏ オホーツク 〇

6 386 小原　拓真(2) 北見常呂 46m66 40m77 41m92 39m79 38m46 46m66

ﾜｷ ﾑﾈｱｷ 道南

7 12 脇　　宗輝(2) 七飯大中山 37m96 46m13 46m62 42m67 44m66 43m54 46m62

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｱﾗﾀ 道南

8 52 小田桐新岳(2) 木古内 46m59 42m29 37m33 39m19 41m07 38m65 46m59

ｶﾒﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 札幌 〇

9 148 亀田　遼太(2) 札幌新陵 40m06 45m68 45m68

ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 道南

10 43 吉田　　蓮(3) 北斗上磯 36m30 42m36 44m33 44m33

ﾀﾂﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 道南 〇

11 32 巽　勇太朗(2) 函館潮光 41m72 40m19 41m72

ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂﾏｻ 札幌 〇

12 163 徳永　京将(3) 札幌藻岩 41m57 38m56 41m57

ﾖﾂｸﾗ ｶｲ オホーツク

13 390 四ツ倉　快(3) 網走第四 × 37m39 41m27 41m27

ﾐﾔﾀ ｼｭﾝｷ 釧路地方 〇

14 322 宮田　隼希(3) 釧路阿寒 40m00 40m94 40m94

ｸｻｶ ﾔﾏﾄ 札幌 〇 〇

15 142 日下　大和(3) 札幌手稲 40m56 40m56

ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝ 十勝 〇

16 291 後藤　　駿(3) 帯広大空 36m99 38m69 38m69

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾏ 十勝

17 308 小林　明真(3) 帯広翔陽 26m91 37m66 37m95 37m95

ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ 十勝

18 288 山下　雅途(2) 清水 × 36m69 × 36m69

ﾀｶｷﾞ ﾅｷﾞﾄ 道南 〇 〇

19 53 髙木　渚斗(1) 木古内 34m51 34m51

ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾑ 十勝 〇 〇

20 274 坂本　頼武(1) 士幌町中央 34m13 34m13

ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 道南 〇

21 31 佐藤　壮斗(3) 函館潮光 32m78 × 32m78

ｺﾀﾞﾏ ﾖｼｱｷ 十勝 〇 〇

22 292 小玉　哲彰(1) 帯広大空 32m31 32m31

ﾀｶﾐ ｿｳﾀ 道南 〇

23 20 高見　奏汰(3) 函館亀田 × 32m00 32m00

ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 札幌 〇 〇

24 143 稲葉　大介(3) 札幌新琴似 29m95 29m95

ﾂｼﾏ ﾘｭｳｷ 十勝 〇 〇

25 287 對馬　琉輝(3) 清水 29m83 29m83

ﾄﾐｻﾞｷ ﾀｸﾄ 釧路地方 〇 〇

26 356 富崎　琢斗(2) 別海野付 29m15 29m15

ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｻﾋ 釧路地方 〇 〇

27 324 松永　朝日(2) 釧路阿寒 28m17 28m17

ｺﾞﾄｳ ﾗｲ 道南 〇 〇

28 50 後藤　　來(1) 北斗浜分 25m62 25m62

ﾀﾃﾔﾏ ｼｮｳﾏ 道南 〇 〇

29 33 館山　正真(2) 函館湯川 25m14 25m14



ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ 札幌 〇

30 146 村上　翔大(3) 札幌新琴似 24m85 × 24m85

ﾏｽﾔﾏ ｾｲﾀ 苫小牧 〇 〇

31 104 増山　晴太(2) 苫小牧光洋 24m71 24m71

ｱﾍﾞ ﾕｳﾏ 道南 〇 〇

32 29 阿部　侑真(3) 函館赤川 23m48 23m48

ﾓﾘ ﾄｳｲ 釧路地方 〇 〇

33 348 森　　柊生(2) 白糠庶路 22m46 22m46

ﾔﾊﾀ ﾚｵﾝ 札幌 〇 〇

34 170 八幡　玲音(3) 札幌北都 22m18 22m18

ｵｵﾀｶ ﾙｳ 苫小牧 〇

35 102 大高　琉羽(3) 苫小牧光洋 × 21m18 21m18

ﾜﾀﾍﾞ ﾚｲ 札幌 〇 〇

36 167 渡部　　嶺(2) 札幌福井野 19m42 19m42

ｱｽﾞﾏ ﾚﾝﾄ 道北 〇

37 239 東　　蓮翔(3) 富良野東 × 18m46 18m46


