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第３４回北海道高等学校新人陸上競技大会

招集所審判長 戸塚　信
ﾄﾗｯｸ審判長 万年　和紀
ｽﾀｰﾄ審判長 安田　吉晴・上村　卓
記録主任 佐々木　務

 1組

旭川大学高 大道  瑛斗 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｱｷﾄ 旭川大学高 北海道       42.69
小野寺啓太 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲﾀ 旭川大学高 北海道

北海道 武島  圭汰 ﾀｹｼﾏ ｹｲﾀ 旭川大学高 北海道
中尾  洋翔 ﾅｶｵ ﾋﾛﾄ 旭川大学高 北海道

札幌第一高 小原  拓己 ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 札幌第一高 北海道       43.57
神    拓実 ｼﾞﾝ ﾀｸﾐ 札幌第一高 北海道

北海道 原口  和大 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 札幌第一高 北海道
山崎  凱士 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ 札幌第一高 北海道

北海高 菊地  恭大 ｷｸﾁ ｷｮｳﾀ 北海高 北海道       43.58
八戸  乃紀 ﾊﾁﾉﾍ ﾀﾞｲｷ 北海高 北海道

北海道 澤田  健斗 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ 北海高 北海道
米田  悠人 ﾖﾈﾀ ﾕｳﾄ 北海高 北海道

北広島高 谷内    翔 ﾀﾆｳﾁ ｶｹﾙ 北広島高 北海道       44.29
青木  駆羅 ｱｵｷ ｶﾙﾗ 北広島高 北海道

北海道 石井  健人 ｲｼｲ ｹﾝﾄ 北広島高 北海道
須川  陽斗 ｽｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北広島高 北海道

札幌国際情報高 松浦  択射 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸｲ 札幌国際情報高 北海道       44.41
植木  将太 ｳｴｷ ｼｮｳﾀ 札幌国際情報高 北海道

北海道 佐藤  静輝 ｻﾄｳ ｼｽﾞｷ 札幌国際情報高 北海道
穴澤    瑛 ｱﾅｻﾞﾜ ﾃﾙ 札幌国際情報高 北海道

武修館高 小野  翔哉 ｵﾉ ｼｮｳﾔ 武修館高 北海道       44.72
遠藤  真人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ 武修館高 北海道

北海道 遠藤寿希也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭｷﾔ 武修館高 北海道
日景  海斗 ﾋｶｹﾞ ｶｲﾄ 武修館高 北海道

札幌日本大学高 目黒  宏樹 ﾒｸﾞﾛ ﾋﾛｷ 札幌日大高 北海道       44.82
福井  勢夏 ﾌｸｲ ｾﾅ 札幌日大高 北海道

北海道 牧部  蒼汰 ﾏｷﾍﾞ ｿｳﾀ 札幌日本大学高 北海道
山﨑  幹太 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾀ 札幌日大高 北海道

砂川高 黒沼  八束 ｸﾛﾇﾏ ﾔﾂｶ 砂川高 北海道       45.59
川井  駿弥 ｶﾜｲ ｼｭﾝﾔ 砂川高 北海道

北海道 大渡  智哉 ｵｵﾜﾀﾘ ﾄﾓﾔ 砂川高 北海道
那須  奏杜 ﾅｽ ｶﾅﾄ 砂川高 北海道

 2組

帯広農業高 逢坂  凛太 ｵｵｻｶ ﾘﾝﾀ 帯広農業高 北海道       42.85
山田  啓介 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 帯広農業高 北海道

北海道 袰地    岳 ﾎﾛﾁ ｶﾞｸ 帯広農業高 北海道
中島  健杜 ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾄ 帯広農業高 北海道

恵庭南高 佐藤  友麻 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 恵庭南高 北海道       43.61
竹本    修 ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳ 恵庭南高 北海道

北海道 竹内  充吾 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭｳｺﾞ 恵庭南高 北海道
伊藤    駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 恵庭南高 北海道

標茶高 根岸    蓮 ﾈｷﾞｼ ﾚﾝ 標茶高 北海道       44.09
柏原  大輝 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｲｷ 標茶高 北海道

北海道 木村  世南 ｷﾑﾗ ｾﾅ 標茶高 北海道
熊谷  柊飛 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾄ 標茶高 北海道

札幌北陵高 中島    要 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅﾒ 札幌北陵高 北海道       44.13
安保  諒祐 ｱﾝﾎﾟ ﾘｮｳｽｹ 札幌北陵高 北海道

北海道 熊谷    翼 ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 札幌北陵高 北海道
齋藤  翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 札幌北陵高 北海道

函館工業高 久保田聖斗 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾄ 函館工業高 北海道       44.39
佐藤  三太 ｻﾄｳ ｻﾝﾀ 函館工業高 北海道

北海道 関谷  拓馬 ｾｷﾔ ﾀｸﾏ 函館工業高 北海道
佐藤  柊介 ｻﾄｳ ｼｭｳｽｹ 函館工業高 北海道

滝川西高 中川  隆成 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 滝川西高 北海道       44.58
中川    拓 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸ 滝川西高 北海道

北海道 阿部  翔龍 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾘｭｳ 滝川西高 北海道
七尾  大夢 ﾅﾅｵ ﾀﾞｲﾑ 滝川西高 北海道

札幌啓成高 高瀬  幸輝 ﾀｶｾ ｺｳｷ 札幌啓成高 北海道       44.61
瀧口  晴翔 ﾀｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 札幌啓成高 北海道

北海道 小林  巧歩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾎ 札幌啓成高 北海道
矢野  創士 ﾔﾉ ｿｳｼ 札幌啓成高 北海道

富良野高 中嶋    寛 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝ 富良野高 北海道       45.77
宮ヶ丁大登 ﾐﾔｶﾞﾁｮｳ ﾋﾛﾄ 富良野高 北海道

北海道 金倉  慧汰 ｶﾅｸﾗ ｹｲﾀ 富良野高 北海道
小野  郁真 ｵﾉ ｲｸﾏ 富良野高 北海道
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通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/20 10:26

競技結果        男子            ４×１００ｍ    準決勝    
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第３４回北海道高等学校新人陸上競技大会

招集所審判長 戸塚　信
ﾄﾗｯｸ審判長 万年　和紀
ｽﾀｰﾄ審判長 安田　吉晴・上村　卓
記録主任 佐々木　務

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/20 10:26

競技結果        男子            ４×１００ｍ    準決勝    

 3組

北海道栄高 松本  俊大 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 北海道栄高 北海道       42.37
高橋  直也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 北海道栄高 北海道

北海道 志田原康太 ｼﾀﾞﾊﾗ ｺｳﾀ 北海道栄高 北海道
天城  朝陽 ｱﾏｷﾞ ｱｻﾋ 北海道栄高 北海道

釧路湖陵高 萩野  颯太 ﾊｷﾞﾉ ｿｳﾀ 釧路湖陵高 北海道       43.32
高橋  真耶 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ 釧路湖陵高 北海道

北海道 塚野  紘己 ﾂｶﾉ ﾋﾛｷ 釧路湖陵高 北海道
河野  稜太 ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ 釧路湖陵高 北海道

札幌南高 矢澤宏太郎 ﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 札幌南高 北海道       43.66
髙田  雄平 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 札幌南高 北海道

北海道 福岡  京大 ﾌｸｵｶ ｷｮｳﾀ 札幌南高 北海道
西元寺遼介 ｻｲｹﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 札幌南高 北海道

大樹高 野澤  竜星 ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 大樹高 北海道       43.88
西川  斗真 ﾆｼｶﾜ ﾄｳﾏ 大樹高 北海道

北海道 平間  壮悟 ﾋﾗﾏ ｿｳｺﾞ 大樹高 北海道
大坂ﾏｸﾏﾆｽ将平 ｵｵｻｶ ﾏｸﾏﾆｽｼｮｳﾍｲ 大樹高 北海道

釧路北陽高 伊藤  大輝 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 釧路北陽高 北海道       44.33
和田  陵平 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 釧路北陽高 北海道

北海道 小島  悠聖 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 釧路北陽高 北海道
鈴木  竹流 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 釧路北陽高 北海道

函館中部高 滝本  勇樹 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｷ 函館中部高 北海道       44.93
二村  健斗 ﾌﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 函館中部高 北海道

北海道 山田  優心 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 函館中部高 北海道
海老名康太 ｴﾋﾞﾅ ｺｳﾀ 函館中部高 北海道

大麻高 石原  颯真 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾏ 大麻高 北海道       45.62
丸田  幸生 ﾏﾙﾀ ｺｳｷ 大麻高 北海道

北海道 鶴巻  宏太 ﾂﾙﾏｷ ｺｳﾀ 大麻高 北海道
松尾  椎真 ﾏﾂｵ ｼｲﾏ 大麻高 北海道

札幌北高 安本  崇隼 ﾔｽﾓﾄ ｿｳｼｭﾝ 札幌北高 北海道       46.11
伊東諄友綺 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ 札幌北高 北海道

北海道 工藤  聖矢 ｸﾄﾞｳ ｾｲﾔ 札幌北高 北海道
星野    慧 ﾎｼﾉ ｻﾄﾙ 札幌北高 北海道
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