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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
投てき審判長 成瀬　頴男
記録主任 佐々木　務

 1組

渡邊  龍翔 標津高 北海道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ
坂本  心太 七飯高 北海道
ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾀ
浅野  夏輝 知内高 北海道
ｱｻﾉ ﾅﾂｷ
山田  敦大 札幌厚別高 北海道
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ
清水  涼雅 羽幌高 北海道
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｶﾞ
牧部  蒼汰 札幌日本大学高 北海道
ﾏｷﾍﾞ ｿｳﾀ
成田  幸希 静内高 北海道
ﾅﾘﾀ ｺｳｷ
鈴木  樹乃 札幌琴似工業高 北海道
ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾉ
竹村亜弓夢 檜山北高 北海道
ﾀｹﾑﾗ ｱﾕﾑ
斎藤  優成 函館稜北高 北海道
ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ
竹内  良知 札幌西高 北海道
ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾄﾓ
大川  泰直 東海大札幌高 北海道
ｵｵｶﾜ ﾔｽﾅｵ
赤坂  玲央 日体大附属高等支援北海道
ｱｶｻｶ ﾚｵ
秋元  海人 札幌東商業高 北海道
ｱｷﾓﾄ ｶｲﾄ
野澤  竜星 大樹高 北海道
ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ
志水  拓斗 留萌高 北海道
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ
尾形  憂星 恵庭南高 北海道
ｵｶﾞﾀ ﾕｳｼｮｳ
杉本  一樹 北見北斗高 北海道
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ
阿部  和憲 釧路湖陵高 北海道
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ
平間  達也 岩見沢東高 北海道
ﾋﾗﾏ ﾀﾂﾔ
森井    亨 鹿追高 北海道
ﾓﾘｲ ｱｷﾗ
本吉  修都 倶知安高 北海道
ﾓﾄﾖｼ ｼｭｳﾄ
袖岡  真聖 枝幸高 北海道
ｿﾃﾞｵｶ ﾏﾅﾄ
渡邊    凜 札幌東高 北海道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ
岡崎  哲大 士別翔雲高 北海道
ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂﾀ

25  634
            棄権

23 19  673
   o  31.11    o  31.11

24 12  201
 30.96    -    o  30.96

21 11  725
 36.66    x    o  36.66

22 21  194
   x    o  31.65  31.65

19 16  879
 37.77    o    o  37.77

20 3  498
 36.71    o    o  36.71

17 9  351
   x    x  40.66  40.66

18 6  782
   x  39.50    o  39.50

15 5  731
 43.06    x    x  43.06

16 18  604
   o    o  42.02  42.02

13 20  868
 44.02    o    o  44.02

14 4  318
   o  43.74    o  43.74

11 7  208
 45.43    o    o  45.43

12 1  453
 44.09    o    o  44.09

9 15   58
   x    o  45.53  45.53

10 17   16
 45.52        45.52

7 8  123
 46.48        46.48

8 2  317
 45.98        45.98

5 24  609
 47.08        47.08

6 14  431
   o  46.99     46.99

3 23   50
 47.44        47.44

4 22  286
   o    o  47.09  47.09

1 10  935
 57.55        57.55

2 13   40
 48.11        48.11

標準記録    45.50m 2018/09/20 12:17

競技結果        男子            やり投          予選      
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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
投てき審判長 成瀬　頴男
記録主任 佐々木　務

標準記録    45.50m 2018/09/20 12:17

競技結果        男子            やり投          予選      

 2組

宇野  陽貴 小樽水産高 北海道
ｳﾉ ﾊﾙｷ
山本  敬之 岩見沢緑陵高 北海道
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ
田中慎之助 北見緑陵高 北海道
ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ
野田  歩夢 七飯高 北海道
ﾉﾀﾞ ｱﾕﾑ
奥田  琉偉 札幌第一高 北海道
ｵｸﾀﾞ ﾙｲ
橋本  涼太 帯広大谷高 北海道
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ
塩澤  孝信 釧路江南高 北海道
ｼｵｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ
吉田  海斗 留萌高 北海道
ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ
藁谷    竜 静内高 北海道
ﾜﾗﾔ ﾄｵﾙ
土谷  祐大 岩見沢農業高 北海道
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀﾞｲ
林    風馬 市立札幌藻岩高 北海道
ﾊﾔｼ ﾌｳﾏ
三浦  徹大 北海道栄高 北海道
ﾐｳﾗ ﾃｯﾀ
畠山  博紀 帯広農業高 北海道
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｷ
丸山  和也 旭川工業高 北海道
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾔ
沼田  諒太 室蘭東翔高 北海道
ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾀ
野口    昴 標津高 北海道
ﾉｸﾞﾁ ｺｳ
厚谷  龍馬 岩見沢西高 北海道
ｱﾂﾔ ﾘｭｳﾏ
雅楽川碧翔 湧別高 北海道
ｳﾀｶﾞﾜ ｱｵﾄ
大坂  涼也 旭川工業高 北海道
ｵｵｻｶ ﾘｮｳﾔ
桜間  優介 倶知安高 北海道
ｻｸﾗﾏ ﾕｳｽｹ
玉井    航 遠別農業高 北海道
ﾀﾏｲ ﾜﾀﾙ
石塚  慎馬 北見北斗高 北海道
ｲｼﾂﾞｶ ｼﾝﾊﾞ
阿部  広空 札幌山の手高 北海道
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ
玉置真冴斗 帯広農業高 北海道
ﾀﾏｵｷ ﾏｻﾄ
ﾎﾞﾝﾄﾞﾚｵ将 立命館慶祥高 北海道
ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾚｵ ｼｮｳ

21  486
            棄権

12  441
            棄権

20  712
            棄権

21 3  663
   x    o  28.75  28.75

22 8  785
   x    x  26.18  26.18

19 11  583
 34.50    o    x  34.50

20 5  190
   o    o  33.25  33.25

17 9  505
   o  37.35    o  37.35

18 17  867
 36.28    o    o  36.28

15 4   96
   o  39.47    o  39.47

16 14  937
   x    x  38.68  38.68

13 16  711
   o  40.21    o  40.21

14 22  582
   o  40.07    o  40.07

11 1  406
   o  43.83    o  43.83

12 7  140
   o    o  40.43  40.43

9 23  125
   o  46.42    =  46.42

10 24  508
 44.01    o    x  44.01

7 6  887
   o  46.57    =  46.57

8 15  607
 46.53    =    =  46.53

5 25  428
 48.20    =    =  48.20

6 18  747
 46.63    =    =  46.63

3 2  809
 49.03    =    =  49.03

4 10   37
   o    o  48.49  48.49

1 13  174
 50.86    =    =  50.86

2 19  522
 50.33    =    =  50.33
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