
P. 1

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

 1組

高田  佑人 札幌静修高 北海道     4:16.27
ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾄ
宮川  悠希 東海大札幌高 北海道     4:16.30
ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｷ
石橋  優人 釧路工業高 北海道     4:16.48
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ
遠藤  舜弥 帯広三条高 北海道     4:16.67
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ
西村  拓人 室蘭栄高 北海道     4:18.21
ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ
柴田  俊亮 札幌第一高 北海道     4:21.47
ｼﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
渥美    諭 大麻高 北海道     4:24.20
ｱﾂﾐ ｻﾄｼ
中塚  雄大 小樽水産高 北海道     4:29.30
ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀﾞｲ
小林  健人 旭川大学高 北海道     4:29.96
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ
田邊  駿也 網走桂陽高 北海道     4:31.55
ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ
下地  涼太 小樽潮陵高 北海道     4:45.53
ｼﾓｼﾞ ﾘｮｳﾀ
豊福  学士 旭川西高 北海道 棄権
ﾄﾖﾌｸ ﾏﾅﾄ
浅田  大晴 白樺学園高 北海道 棄権
ｱｻﾀﾞ ﾀｲｾｲ
井上  怜信 大谷室蘭高 北海道 棄権
ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾝ

 2組

永島  悠平 札幌山の手高 北海道     4:09.87
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ
本田    蓮 釧路湖陵高 北海道     4:12.25
ﾎﾝﾀﾞ ﾚﾝ
大熊  健斗 旭川東高 北海道     4:13.16
ｵｵｸﾏ ｹﾝﾄ
大野    尊 札幌静修高 北海道     4:13.30
ｵｵﾉ ﾀｹﾙ
小林  蒼弥 札幌日本大学高 北海道     4:15.71
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾔ
小西  紬生 滝川西高 北海道     4:26.26
ｺﾆｼ ﾂﾑｷﾞ
瀬尾  龍司 大麻高 北海道     4:26.93
ｾｵ ﾘｭｳｼﾞ
千棒    隼 北見緑陵高 北海道     4:31.19
ｾﾝﾎﾞｳ ｼｭﾝ
西村  康克 江差高 北海道     4:31.28
ﾆｼﾑﾗ ﾔｽｶﾂ
小板橋唱吾 札幌手稲高 北海道     4:33.52
ｺｲﾀﾊﾞｼ ｼｮｳｺﾞ
渡部  拓斗 小樽潮陵高 北海道     4:45.89
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾄ
眞鍋  隼也 旭川大学高 北海道 棄権
ﾏﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ
沼田    倫 士別翔雲高 北海道 棄権
ﾇﾏﾀ ﾘﾝ
齊藤  りく 釧路工業高 北海道 棄権
ｻｲﾄｳ ﾘｸ

6   625

7   638

9   898

9 13    53

10 4   268

11 8   170

6 10   551

7 11   326

8 2   804

3 3   561

4 1   415

5 12   440

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   443

2 14   876

7   764

11   137

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

10 3   843

11 12   167

4   572

7 13   335

8 6   177

9 10   628

4 9   692

5 14    85

6 2   430

1 8   414

2 5   457

3 1   896

通過基準  4組  3着 + 4 2018/09/19 11:56

競技結果        男子            １５００ｍ      予選      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
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P. 2

招集所審判長
ﾄﾗｯｸ審判長
ｽﾀｰﾄ審判長
記録主任

通過基準  4組  3着 + 4 2018/09/19 11:56

競技結果        男子            １５００ｍ      予選      

 3組

小笹  陽輝 札幌南高 北海道     4:10.99
ｵｻﾞｻ ﾊﾙｷ
清水  数生 岩見沢東高 北海道     4:11.00
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ
浦田  陽聖 北見緑陵高 北海道     4:12.60
ｳﾗﾀ ｱｻﾄ
兼松    凛 函館工業高 北海道     4:14.83
ｶﾈﾏﾂ ﾘﾝ
山口  稜真 札幌西高 北海道     4:15.80
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ
平田  純也 大樹高 北海道     4:17.43
ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
仲野  竜也 函館中部高 北海道     4:21.39
ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ
河井虎之介 帯広農業高 北海道     4:24.66
ｶﾜｲ ﾄﾗﾉｽｹ
鈴木  颯太 網走桂陽高 北海道     4:26.27
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
夏井  飛翔 帯広大谷高 北海道     4:28.20
ﾅﾂｲ ｼｮｳ
黒田  駆夢 留萌高 北海道     4:35.42
ｸﾛﾀﾞ ｶｹﾙ
煎本  来輝 岩見沢緑陵高 北海道     4:55.64
ｲﾘﾓﾄ ﾗｲｷ
松下  侍元 枝幸高 北海道     4:58.17
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｹﾞﾝ
前田  直輝 滝川西高 北海道 棄権
ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ

 4組

島田    拓 札幌山の手高 北海道     4:09.79
ｼﾏﾀﾞ ﾀｸ
山村  航輝 札幌南高 北海道     4:11.04
ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｷ
岩間  英仁 札幌日本大学高 北海道     4:11.20
ｲﾜﾏ ｴｲﾄ
後藤  爽生 旭川東高 北海道     4:11.24
ｺﾞﾄｳ ｿｵ
今井  琉聖 帯広農業高 北海道     4:13.51
ｲﾏｲ ﾘｭｳｾｲ
大島康大朗 札幌第一高 北海道     4:14.11
ｵｵｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ
川内  唯空 北海道栄高 北海道     4:16.98
ｶﾜｳﾁ ｲｿﾗ
沖    元斗 東海大札幌高 北海道     4:18.86
ｵｷ ｹﾞﾝﾄ
髙橋  洸成 別海高 北海道     4:19.27
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ
中西真那斗 函館工業高 北海道     4:25.21
ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾄ
佐藤    翔 北見商業高 北海道     4:31.17
ｻﾄｳ ｼｮｳ
荒木  天斗 女満別高 北海道     4:38.72
ｱﾗｷ ﾀｶﾄ
伊藤  勇斗 士別翔雲高 北海道     4:47.65
ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ

13 2   636

10 6    18

11 10   824

12 12   845

7 5   138

8 7   450

9 9   930

4 8   564

5 11   705

6 4   427

備考
1 13   444

2 3   218

3 1   437

5   550

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

11 11   602

12 1   516

13 9   675

8 14   706

9 2   838

10 6   754

5 12   209

6 7   733

7 13     1

2 3   497

3 10   810

4 8    19

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   227
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