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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

帯広大谷高 大塚  琉世 ｵｵﾂｶ ﾘｭｳｾｲ 帯広大谷高 北海道     3:40.02
夏井  飛翔 ﾅﾂｲ ｼｮｳ 帯広大谷高 北海道

北海道 野崎虎大郎 ﾉｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ 帯広大谷高 北海道
山上  高明 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｶｱｷ 帯広大谷高 北海道

斜里高 目黒  智也 ﾒｸﾞﾛ ﾄﾓﾔ 斜里高 北海道     3:42.65
髙橋  歩夢 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ 斜里高 北海道

北海道 若木  貴陽 ﾜｶｷ ﾀｶﾔ 斜里高 北海道
久保    楓 ｸﾎﾞ ｶｴﾃﾞ 斜里高 北海道

小樽水産高 佐久間晴也 ｻｸﾏ ｾｲﾔ 小樽水産高 北海道     3:43.23
中塚  雄大 ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀﾞｲ 小樽水産高 北海道

北海道 下村  隼生 ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔｾ 小樽水産高 北海道
藤沢    心 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾝ 小樽水産高 北海道

名寄高 片岡    涼 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳ 名寄高 北海道     3:48.47
樫原  耕平 ｶｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ 名寄高 北海道

北海道 三浦  航大 ﾐｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 名寄高 北海道
星    惟織 ﾎｼ ｲｵﾘ 名寄高 北海道

士別翔雲高 上原  愛輝 ｳｴﾊﾗ ｱｲｷ 士別翔雲高 北海道     3:50.68
岡崎  哲大 ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂﾀ 士別翔雲高 北海道

北海道 尾崎    匠 ｵｻﾞｷ ﾀｸﾐ 士別翔雲高 北海道
伊藤  勇斗 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 士別翔雲高 北海道

倶知安高 廣瀬伸之輔 ﾋﾛｾ ｼﾝﾉｽｹ 倶知安高 北海道     3:55.47
山下  侑希 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ 倶知安高 北海道

北海道 黒田  昇吾 ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 倶知安高 北海道
三上  耀介 ﾐｶﾐ ﾖｳｽｹ 倶知安高 北海道

枝幸高 佐藤  市乃 ｻﾄｳ ｲﾁﾉ 枝幸高 北海道     3:58.38
松下  侍元 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｹﾞﾝ 枝幸高 北海道

北海道 袖岡  真聖 ｿﾃﾞｵｶ ﾏﾅﾄ 枝幸高 北海道
若狹  君紀 ﾜｶｻ ｷﾐﾉﾘ 枝幸高 北海道

 2組

大樹高 中田  翔大 ﾅｶﾀ ｼｮｳﾀ 大樹高 北海道     3:36.86
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

北海道 野澤  竜星 ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 大樹高 北海道
平田  純也 ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大樹高 北海道

北見工業高 金田  麗生 ｶﾈﾀ ﾚｵ 北見工業高 北海道     3:38.91
西村  璃音 ﾆｼﾑﾗ ﾘｵﾝ 北見工業高 北海道

北海道 佐藤  力哉 ｻﾄｳ ﾘｷﾔ 北見工業高 北海道
川江  皇輝 ｶﾜｴ ｺｳｷ 北見工業高 北海道

芦別高 伊藤  拓夢 ｲﾄｳ ﾀｸﾑ 芦別高 北海道     3:39.60
橋浦  紘汰 ﾊｼｳﾗ ｺｳﾀ 芦別高 北海道

北海道 大杉  快斗 ｵｵｽｷﾞ ｶｲﾄ 芦別高 北海道
伊藤  恭平 ｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 芦別高 北海道

静内高 藁谷    竜 ﾜﾗﾔ ﾄｵﾙ 静内高 北海道     3:40.81
若狭  拓人 ﾜｶｻ ﾀｸﾄ 静内高 北海道

北海道 成田  幸希 ﾅﾘﾀ ｺｳｷ 静内高 北海道
江田  零慈 ｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 静内高 北海道

網走桂陽高 南出竜之介 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 網走桂陽高 北海道     3:43.22
川島  大和 ｶﾜｼﾏ ﾔﾏﾄ 網走桂陽高 北海道

北海道 佐藤  涼太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 網走桂陽高 北海道
小野  拓也 ｵﾉ ﾀｸﾔ 網走桂陽高 北海道

北見緑陵高 前田  飛雄 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾕｳ 北見緑陵高 北海道     3:44.20
安田  留伊 ﾔｽﾀﾞ ﾙｲ 北見緑陵高 北海道

北海道 佐藤    翔 ｻﾄｳ ｼｮｳ 北見緑陵高 北海道
田中慎之助 ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ 北見緑陵高 北海道

岩見沢緑陵高 髙橋  寛磨 ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ 岩見沢緑陵高 北海道     3:50.91
越智  達也 ｵﾁ ﾀﾂﾔ 岩見沢緑陵高 北海道

北海道 大村  友樹 ｵｵﾑﾗ ﾄﾓｷ 岩見沢緑陵高 北海道
江上  宏太 ｴｶﾞﾐ ｺｳﾀ 岩見沢緑陵高 北海道

滝川西高 中川    拓 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸ 滝川西高 北海道     3:55.38
中川  隆成 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 滝川西高 北海道

北海道 村上    岬 ﾑﾗｶﾐ ﾐｻｷ 滝川西高 北海道
市原  秀太 ｲﾁﾊﾗ ｼｭｳﾀ 滝川西高 北海道
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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
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競技結果        男子            ４×４００ｍ    決勝      

 3組

白樺学園高 高橋  駿希 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｷ 白樺学園高 北海道     3:32.77
神谷    彪 ｶﾐﾔ ﾋｮｳ 白樺学園高 北海道

北海道 古川  晟也 ﾌﾙｶﾜ ｾｲﾔ 白樺学園高 北海道
川浦    極 ｶﾜｳﾗ ｷﾜﾑ 白樺学園高 北海道

北見北斗高 森山    陸 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｸ 北見北斗高 北海道     3:36.36
矢口  直利 ﾔｸﾞﾁ ｽｸﾞﾘ 北見北斗高 北海道

北海道 水口  雄太 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 北見北斗高 北海道
千葉    航 ﾁﾊﾞ ﾜﾀﾙ 北見北斗高 北海道

室蘭栄高 渋谷  祐平 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾕｳﾍｲ 室蘭栄高 北海道     3:37.61
西村  拓人 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ 室蘭栄高 北海道

北海道 岡田  京平 ｵｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 室蘭栄高 北海道
奥田  隼輔 ｵｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 室蘭栄高 北海道

旭川西高 佐藤    迅 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 旭川西高 北海道     3:38.17
岩崎  祐大 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ 旭川西高 北海道

北海道 伊藤  勘介 ｲﾄｳ ｶﾝｽｹ 旭川西高 北海道
尾田  海渡 ｵﾀﾞ ｶｲﾄ 旭川西高 北海道

伊達緑丘高 廣瀬  滉二 ﾋﾛｾ ｺｳｼﾞ 伊達緑丘高 北海道     3:38.49
岡田  恭季 ｵｶﾀﾞ ﾄｼｷ 伊達緑丘高 北海道

北海道 斉藤  星夏 ｻｲﾄｳ ｾﾅ 伊達緑丘高 北海道
高橋  由嗣 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼ 伊達緑丘高 北海道

室蘭清水丘高 本間  寛大 ﾎﾝﾏ ｶﾝﾀ 室蘭清水丘高 北海道     3:41.31
松山  寛樹 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 室蘭清水丘高 北海道

北海道 松澤  天翠 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾃﾝｽｲ 室蘭清水丘高 北海道
阿部  僚平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 室蘭清水丘高 北海道

釧路北陽高 久保  宏貴 ｸﾎﾞ ﾋﾛｷ 釧路北陽高 北海道     3:41.68
和田  陵平 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 釧路北陽高 北海道

北海道 美藤  将来 ﾋﾞﾄｳ ﾏｻｷ 釧路北陽高 北海道
北村  龍聖 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 釧路北陽高 北海道

富良野高 宮ヶ丁大登 ﾐﾔｶﾞﾁｮｳ ﾋﾛﾄ 富良野高 北海道     3:43.18
中嶋    寛 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝ 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
谷口  恭梧 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｺﾞ 富良野高 北海道

 4組

標茶高 柏原  大輝 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｲｷ 標茶高 北海道     3:31.50
熊谷  柊飛 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾄ 標茶高 北海道

北海道 北村  竜斗 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 標茶高 北海道
木村  世南 ｷﾑﾗ ｾﾅ 標茶高 北海道

小樽潮陵高 岡  奎一郎 ｵｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 小樽潮陵高 北海道     3:31.82
下地  涼太 ｼﾓｼﾞ ﾘｮｳﾀ 小樽潮陵高 北海道

北海道 明  倫太郎 ﾐｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 小樽潮陵高 北海道
小澤  広夢 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小樽潮陵高 北海道

江差高 近藤    翼 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 江差高 北海道     3:32.39
西村  康克 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽｶﾂ 江差高 北海道

北海道 高橋  玲次 ﾀｶﾊｼ ﾚｲｼﾞ 江差高 北海道
松本  玄信 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾞﾝｼﾝ 江差高 北海道

北広島高 奈良  圭達 ﾅﾗ ｹｲﾀﾂ 北広島高 北海道     3:35.50
水上  弘貴 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾛｷ 北広島高 北海道

北海道 小野寺隼人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾔﾄ 北広島高 北海道
藤田  大夢 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾑ 北広島高 北海道

帯広柏葉高 辻    貫太 ﾂｼﾞ ｶﾝﾀ 帯広柏葉高 北海道     3:36.19
齊藤  三尊 ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾄ 帯広柏葉高 北海道

北海道 小圷  宣輝 ｺｱｸﾂ ﾖｼｷ 帯広柏葉高 北海道
濱田  晃旗 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ 帯広柏葉高 北海道

石狩翔陽高 北野    煕 ｷﾀﾉ ﾋﾅﾀ 石狩翔陽高 北海道     3:36.77
儀惣  皓亮 ｷﾞｿｳ ｺｳｽｹ 石狩翔陽高 北海道

北海道 佐藤  零斗 ｻﾄｳ ﾚｲﾄ 石狩翔陽高 北海道
土谷  文太 ﾂﾁﾔ ﾌﾞﾝﾀ 石狩翔陽高 北海道

旭川東高 三枝  竜輔 ｻｴｸﾞｻ ﾘｭｳｽｹ 旭川東高 北海道     3:37.69
後藤  爽生 ｺﾞﾄｳ ｿｵ 旭川東高 北海道

北海道 大熊  健斗 ｵｵｸﾏ ｹﾝﾄ 旭川東高 北海道
篠原ﾗﾋﾟｽ真 ｼﾉﾊﾗ ﾗﾋﾟｽｼﾝ 旭川東高 北海道

七飯高 安田  健太 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾀ 七飯高 北海道     3:40.28
長谷川昌彦 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 七飯高 北海道

北海道 川村  隼佑 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 七飯高 北海道
栃木  一輝 ﾄﾁｷﾞ ｶｽﾞｷ 七飯高 北海道
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 5組

恵庭南高 山下  竜司 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｼﾞ 恵庭南高 北海道     3:28.30
弓削  龍志 ﾕｹﾞ ﾘｭｳｼﾞ 恵庭南高 北海道

北海道 吉田    隼 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 恵庭南高 北海道
増田  梨輝 ﾏｽﾀﾞ ﾘｷ 恵庭南高 北海道

札幌北高 伊東諄友綺 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ 札幌北高 北海道     3:32.02
星野    慧 ﾎｼﾉ ｻﾄﾙ 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
廣田    康 ﾋﾛﾀ ｺｳ 札幌北高 北海道

北星大附属高 村澤  太陽 ﾑﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 北星大附属高 北海道     3:32.77
鳥井  俊佑 ﾄﾘｲ ｼｭﾝｽｹ 北星大附属高 北海道

北海道 阿部  龍弥 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾔ 北星大附属高 北海道
井内俊之介 ｲｳﾁ ｼｭﾝﾉｽｹ 北星大附属高 北海道

大谷室蘭高 船場  拓海 ﾌﾅﾊﾞ ﾀｸﾐ 大谷室蘭高 北海道     3:33.17
井上  怜信 ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾝ 大谷室蘭高 北海道

北海道 山内  雅弥 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾔ 大谷室蘭高 北海道
猪狩  健太 ｲｶﾞﾘ ｹﾝﾀ 大谷室蘭高 北海道

市立札幌旭丘高 柚木  裕介 ﾕﾉｷ ﾕｳｽｹ 市立札幌旭丘高 北海道     3:33.87
藤田  哲弥 ﾌｼﾞﾀ ﾃﾂﾔ 市立札幌旭丘高 北海道

北海道 津田  典秀 ﾂﾀﾞ ﾉﾘﾋﾃﾞ 市立札幌旭丘高 北海道
三上  典大 ﾐｶﾐ ﾃﾝﾀﾞｲ 市立札幌旭丘高 北海道

北見柏陽高 堂藤  魁人 ﾄﾞｳﾄｳ ｶｲﾄ 北見柏陽高 北海道     3:34.49
平吹  鷹也 ﾋﾗﾌﾞｷ ﾀｶﾔ 北見柏陽高 北海道

北海道 吉田  一徹 ﾖｼﾀﾞ ｲｯﾃﾂ 北見柏陽高 北海道
佐藤    亘 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 北見柏陽高 北海道

札幌国際情報高 大水  恵汰 ｵｵﾐｽﾞ ｹｲﾀ 札幌国際情報高 北海道     3:34.80
小畠  弓空 ｵﾊﾞﾀ ﾕﾀｶ 札幌国際情報高 北海道

北海道 工藤  柊真 ｸﾄﾞｳ ｼｭｳﾏ 札幌国際情報高 北海道
福島  佳斗 ﾌｸｼﾏ ｹｲﾄ 札幌国際情報高 北海道

江別高 南    昴輔 ﾐﾅﾐ ｺｳｽｹ 江別高 北海道     3:36.66
喜田  隼斗 ｷﾀﾞ ﾊﾔﾄ 江別高 北海道

北海道 土永  隆平 ﾂﾁﾅｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ 江別高 北海道
林    大聖 ﾊﾔｼ ﾀｲｾｲ 江別高 北海道

 6組

帯広農業高 中島  健杜 ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾄ 帯広農業高 北海道     3:30.23
袰地    岳 ﾎﾛﾁ ｶﾞｸ 帯広農業高 北海道

北海道 逢坂  凛太 ｵｵｻｶ ﾘﾝﾀ 帯広農業高 北海道
近岡    隼 ﾁｶｵｶ ﾊﾔﾄ 帯広農業高 北海道

釧路江南高 佐々木優太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 釧路江南高 北海道     3:30.50
涌嶋  康輝 ﾜｸｼﾏ ｺｳｷ 釧路江南高 北海道

北海道 益子  暖基 ﾏｽｺ ｱﾂｷ 釧路江南高 北海道
黒田  恒太 ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀ 釧路江南高 北海道

札幌西高 丹後    舜 ﾀﾝｺﾞ ｼｭﾝ 札幌西高 北海道     3:31.66
金野  佑星 ｺﾝﾉ ﾕｳｾｲ 札幌西高 北海道

北海道 伊藤  隆大 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌西高 北海道
髙坂  蓮斗 ﾀｶｻｶ ﾚﾝﾄ 札幌西高 北海道

釧路湖陵高 谷内  太陽 ﾀﾆｳﾁ ﾀｲﾖｳ 釧路湖陵高 北海道     3:31.71
河野  稜太 ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ 釧路湖陵高 北海道

北海道 本田    蓮 ﾎﾝﾀﾞ ﾚﾝ 釧路湖陵高 北海道
高橋  真耶 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ 釧路湖陵高 北海道

札幌東高 髙橋  和夢 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾑ 札幌東高 北海道     3:32.06
畠山  拓人 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾄ 札幌東高 北海道

北海道 吉田  大地 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 札幌東高 北海道
山口  航生 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 札幌東高 北海道

函大付有斗高 三上  航平 ﾐｶﾐ ｺｳﾍｲ 函大付有斗高 北海道     3:32.41
小田島悠斗 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 函大付有斗高 北海道

北海道 江口  翔太 ｴｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 函大付有斗高 北海道
今泉  政宗 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｻﾑﾈ 函大付有斗高 北海道

札幌北陵高 今田  大介 ｲﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 札幌北陵高 北海道     3:34.92
因幡  一希 ｲﾅﾊﾞ ｲﾂｷ 札幌北陵高 北海道 YC

北海道 本間  颯大 ﾎﾝﾏ ｿｳﾀ 札幌北陵高 北海道
吉田    晴 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙ 札幌北陵高 北海道

札幌第一高 高澤    光 ﾀｶｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 札幌第一高 北海道     3:37.75
小原  拓己 ｵﾊﾞﾗ 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
堀井  峻介 ﾎﾘｲ ｼｭﾝｽｹ 札幌第一高 北海道
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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
2018/09/21 15:37

競技結果        男子            ４×４００ｍ    決勝      

 7組

北海道栄高 西村  龍偉 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｲ 北海道栄高 北海道     3:18.77
三浦  徹大 ﾐｳﾗ ﾃｯﾀ 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
佐藤    匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 北海道栄高 北海道

立命館慶祥高 水口    海 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｲ 立命館慶祥高 北海道     3:21.16
桑島  和輝 ｸﾜｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 立命館慶祥高 北海道

北海道 瀬川  純平 ｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 立命館慶祥高 北海道
井澤    真 ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 立命館慶祥高 北海道

北海高 城    北斗 ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ 北海高 北海道     3:21.25
澤田  健斗 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ 北海高 北海道

北海道 松田  瑛斗 ﾏﾂﾀﾞ ｴｲﾄ 北海高 北海道
井戸  優希 ｲﾄﾞ ﾕｳｷ 北海高 北海道

東海大札幌高 今井  大悠 ｲﾏｲ ﾀﾞｲﾕｳ 東海大札幌高 北海道     3:24.37
柴田    凌 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 東海大札幌高 北海道

北海道 井上  柊宥 ｲﾉｳｴ ｼｭｳ 東海大札幌高 北海道
柴田    航 ｼﾊﾞﾀ ﾜﾀﾙ 東海大札幌高 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     3:25.01
西元寺遼介 ｻｲｹﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 札幌南高 北海道

北海道 山村  航輝 ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｷ 札幌南高 北海道
平井  玲央 ﾋﾗｲ ﾚｵ 札幌南高 北海道

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     3:26.64
武島  圭汰 ﾀｹｼﾏ ｹｲﾀ 旭川大学高 北海道

北海道 浮橋  羽海 ｳｷﾊｼ ﾄｱ 旭川大学高 北海道
小柳    竣 ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝ 旭川大学高 北海道

函館工業高 村下  龍芽 ﾑﾗｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ 函館工業高 北海道     3:27.38
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
久保田聖斗 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾄ 函館工業高 北海道

帯広三条高 坪野  晶弥 ﾂﾎﾞﾉ ｼｮｳﾔ 帯広三条高 北海道     3:29.00
寺山  樹一 ﾃﾗﾔﾏ ｷｲﾁ 帯広三条高 北海道

北海道 岩崎  圭 ｲﾜｻｷ ｹｲ 帯広三条高 北海道
武田隆太郎 ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 帯広三条高 北海道
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