
P. 1

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

大会新(GR)                      10.64 

 1組 風： -1.8

鷹    祥永 立命館慶祥高 北海道       11.10
ﾀｶ ｼｮｳｴｲ
二村  健斗 函館中部高 北海道       11.45
ﾌﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ
山上  高明 帯広大谷高 北海道       11.52
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｶｱｷ
渋谷    陸 釧路高等専門 北海道       11.60
ｼﾌﾞﾔ ﾘｸ
瀧口  晴翔 札幌啓成高 北海道       11.77
ﾀｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ
久松  眞大 留萌高 北海道       11.96
ﾋｻﾏﾂ ﾏﾅﾄ
木藤  良希 小樽桜陽高 北海道       12.24
ｷﾄｳ ﾘｭｳｷ
橋本  悠利 雄武高 北海道 棄権
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾘ
服部冴汰郎 市立函館高 北海道 棄権
ﾊｯﾄﾘ ｺﾀﾛｳ

 2組 風： +0.8

長野    超 立命館慶祥高 北海道       11.05
ﾅｶﾞﾉ ｺﾕﾙ
小山  裕生 函大付有斗高 北海道       11.22
ｺﾔﾏ ﾕｳｷ
星野    慧 札幌北高 北海道       11.42
ﾎｼﾉ ｻﾄﾙ
竹内  充吾 恵庭南高 北海道       11.44
ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭｳｺﾞ
山内  堅斗 中標津高 北海道       11.56
ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾄ
佐々木貴史 市立函館高 北海道       11.57
ｻｻｷ ﾀｶﾌﾐ
伊藤  拓夢 芦別高 北海道       11.63
ｲﾄｳ ﾀｸﾑ
髙    駿介 網走南ｹ丘高 北海道       11.65
ﾀｶ ｼｭﾝｽｹ
久保    楓 斜里高 北海道 失格
ｸﾎﾞ ｶｴﾃﾞ FS

 3組 風： +0.8

天城  朝陽 北海道栄高 北海道       10.97
ｱﾏｷﾞ ｱｻﾋ
中島  健杜 帯広農業高 北海道       11.14
ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾄ
七尾  大夢 滝川西高 北海道       11.26
ﾅﾅｵ ﾀﾞｲﾑ
小野寺啓太 旭川大学高 北海道       11.32
ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲﾀ
髙橋  寿弥 市立札幌清田高 北海道       11.47
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ
青木  駆羅 北広島高 北海道       11.54
ｱｵｷ ｶﾙﾗ
阿部  悠太 旭川東高 北海道       11.72
ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ
栃谷    歩 旭川実業高 北海道       11.91
ﾄﾁﾀﾆ ｱﾕﾑ
竹内  佑希 遠別農業高 北海道       12.01
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ

9 8   662

6 5   367

7 6   566

8 1   612

3 7   552

4 9   621

5 2   402

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   143

2 4   709

8 2   830

7   846

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

5 1   933

6 3    45

7 5   541

2 9    60

3 4   234

4 6   356

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8   488

7 7   171

1   863

4    46

4 6   946

5 5   245

6 8   605

1 3   491

2 9     7

3 2   749

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/20 11:34

競技結果        男子            １００ｍ        予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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  7組  3着 + 3 2018/09/20 11:34

競技結果        男子            １００ｍ        予選      

 4組 風： -0.6

坂本  紘士 北広島西高 北海道       11.00
ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ
丹野  珠璃 倶知安高 北海道       11.30
ﾀﾝﾉ ｼｭﾘ
山﨑健太郎 函大付有斗高 北海道       11.32
ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
川口    宥 釧路工業高 北海道       11.51
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳ
平間  壮悟 大樹高 北海道       11.58
ﾋﾗﾏ ｿｳｺﾞ
関谷  拓馬 函館工業高 北海道       11.84
ｾｷﾔ ﾀｸﾏ
安田  留伊 北見緑陵高 北海道       11.88
ﾔｽﾀﾞ ﾙｲ
中野仙太郎 遠別農業高 北海道       12.35
ﾅｶﾉ ｾﾝﾀﾛｳ

 5組 風： -1.4

安保  諒祐 札幌北陵高 北海道       11.24
ｱﾝﾎﾟ ﾘｮｳｽｹ
佐々木優太 釧路江南高 北海道       11.29
ｻｻｷ ﾕｳﾀ
今北  祐暉 札幌稲雲高 北海道       11.53
ｲﾏｷﾀ ﾕｳｷ
本間  寛大 室蘭清水丘高 北海道       11.54
ﾎﾝﾏ ｶﾝﾀ YC
植木  将太 札幌国際情報高 北海道       11.55
ｳｴｷ ｼｮｳﾀ
川井  駿弥 砂川高 北海道       11.62
ｶﾜｲ ｼｭﾝﾔ
山田  優心 函館中部高 北海道       11.62
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾝ
坂本  裕介 北海高 北海道 棄権
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

 6組 風： -1.2

岡  奎一郎 小樽潮陵高 北海道       11.18
ｵｶ ｹｲｲﾁﾛｳ
原口  和大 札幌第一高 北海道       11.33
ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ
河野  稜太 釧路湖陵高 北海道       11.43
ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ
武島  圭汰 旭川大学高 北海道       11.61
ﾀｹｼﾏ ｹｲﾀ
佐藤  柊介 函館工業高 北海道       11.71
ｻﾄｳ ｼｭｳｽｹ
渡邊    朔 登別明日中等 北海道       11.83
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ
阿部    麗 遠軽高 北海道       11.84
ｱﾍﾞ ﾚﾝ
法岡隼之介 帯広柏葉高 北海道       11.94
ﾉﾘｵｶ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

 7組 風： +0.6

松本  虎流 旭川龍谷高 北海道       11.20
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ
伊藤  大輝 釧路北陽高 北海道       11.29
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ
大坂ﾏｸﾏﾆｽ将平 大樹高 北海道       11.30
ｵｵｻｶ ﾏｸﾏﾆｽｼｮｳﾍｲ
松本  俊大 北海道栄高 北海道       11.33
ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾀ
神    拓実 札幌第一高 北海道       11.37
ｼﾞﾝ ﾀｸﾐ
那須  奏杜 砂川高 北海道       11.48
ﾅｽ ｶﾅﾄ
十文字洸稀 札幌稲雲高 北海道       11.59
ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ｺｳｷ
木村  亮太 名寄産業高 北海道       11.92
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

7 8   296

8 2   653

4 7   153

5 4   421

6 5   537

備考
1 6   632

2 3   918

3 9   730

8 7   679

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

5 6    27

6 8    99

7 4   856

2 9   422

3 2   872

4 5   630

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   160

6 6   533

7 3    11

7   470

3 2   295

4 9    94

5 5   302

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   254

2 8   886

7 7   812

8 5   666

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 3   897

5 6   734

6 9    24

備考
1 2   378

2 8   191

3 4    62

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

大会新(GR)                      10.64 

 1組 風： +0.9

鷹    祥永 立命館慶祥高 北海道       10.86
ﾀｶ ｼｮｳｴｲ
長野    超 立命館慶祥高 北海道       10.93
ﾅｶﾞﾉ ｺﾕﾙ
小山  裕生 函大付有斗高 北海道       11.10
ｺﾔﾏ ﾕｳｷ
大坂ﾏｸﾏﾆｽ将平 大樹高 北海道       11.22
ｵｵｻｶ ﾏｸﾏﾆｽｼｮｳﾍｲ
佐々木優太 釧路江南高 北海道       11.36
ｻｻｷ ﾕｳﾀ
七尾  大夢 滝川西高 北海道       11.44
ﾅﾅｵ ﾀﾞｲﾑ
今北  祐暉 札幌稲雲高 北海道       11.61
ｲﾏｷﾀ ﾕｳｷ
小野寺啓太 旭川大学高 北海道 棄権
ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲﾀ

 2組 風： -0.4

天城  朝陽 北海道栄高 北海道       11.10
ｱﾏｷﾞ ｱｻﾋ
松本  虎流 旭川龍谷高 北海道       11.17
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ
安保  諒祐 札幌北陵高 北海道       11.23
ｱﾝﾎﾟ ﾘｮｳｽｹ
原口  和大 札幌第一高 北海道       11.34
ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ
丹野  珠璃 倶知安高 北海道       11.36
ﾀﾝﾉ ｼｭﾘ
河野  稜太 釧路湖陵高 北海道       11.41
ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ
星野    慧 札幌北高 北海道       11.51
ﾎｼﾉ ｻﾄﾙ
神    拓実 札幌第一高 北海道       11.56
ｼﾞﾝ ﾀｸﾐ

 3組 風： +2.1

坂本  紘士 北広島西高 北海道       10.94
ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ
岡  奎一郎 小樽潮陵高 北海道       11.02
ｵｶ ｹｲｲﾁﾛｳ
中島  健杜 帯広農業高 北海道       11.08
ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾄ
山﨑健太郎 函大付有斗高 北海道       11.10
ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
松本  俊大 北海道栄高 北海道       11.29
ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾀ
山上  高明 帯広大谷高 北海道       11.31
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｶｱｷ
伊藤  大輝 釧路北陽高 北海道       11.35
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ
二村  健斗 函館中部高 北海道       11.35
ﾌﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ

8 8     7

6 3   749

7 5   918

4 9    62

5 2   153

2 4   160

3 7   709

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   378

8 2   421

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 3   872

7 8   234

4 9   422

5 4   191

2 6   632

3 5   254

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   143

3   621

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 8   552

7 2   295

4 9   730

5 7   886

2 5   488

3 6    60

記録 備考
1 4   491

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/20 13:22

競技結果        男子            １００ｍ        準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

大会新(GR)                      10.64 

風： +2.5

鷹    祥永 立命館慶祥高 北海道       10.83
ﾀｶ ｼｮｳｴｲ
坂本  紘士 北広島西高 北海道       10.89
ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ
長野    超 立命館慶祥高 北海道       10.90
ﾅｶﾞﾉ ｺﾕﾙ
天城  朝陽 北海道栄高 北海道       11.00
ｱﾏｷﾞ ｱｻﾋ
松本  虎流 旭川龍谷高 北海道       11.05
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ
小山  裕生 函大付有斗高 北海道       11.06
ｺﾔﾏ ﾕｳｷ 着差あり
岡  奎一郎 小樽潮陵高 北海道       11.06
ｵｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 着差あり
中島  健杜 帯広農業高 北海道       11.07
ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾄ

8 3   709

6 2    60

7 9   160

4 7   143

5 8   632

2 6   378

3 5   488

記録 備考
1 4   491

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/20 14:37

競技結果        男子            １００ｍ        決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

大会新(GR)                      21.48 

 1組 風： -0.4

高橋  直也 北海道栄高 北海道       22.64
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ
神    拓実 札幌第一高 北海道       23.32
ｼﾞﾝ ﾀｸﾐ
西村  璃音 北見工業高 北海道       23.47
ﾆｼﾑﾗ ﾘｵﾝ
菅原生天綺 旭川永嶺高 北海道       24.20
ｽｶﾞﾜﾗ ｲﾌﾞｷ
木藤  良希 小樽桜陽高 北海道       24.40
ｷﾄｳ ﾘｭｳｷ
阿部  拓海 札幌あすかぜ高 北海道       24.43
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ
七尾  大夢 滝川西高 北海道 棄権
ﾅﾅｵ ﾀﾞｲﾑ
村下  龍芽 函館工業高 北海道 棄権
ﾑﾗｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ

 2組 風： -1.3

小山  裕生 函大付有斗高 北海道       22.77
ｺﾔﾏ ﾕｳｷ
澤田  健斗 北海高 北海道       22.87
ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ
髙田  雄平 札幌南高 北海道       22.97
ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾍｲ
竹内  充吾 恵庭南高 北海道       23.33
ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭｳｺﾞ
丹野  珠璃 倶知安高 北海道       23.51
ﾀﾝﾉ ｼｭﾘ
明  倫太郎 小樽潮陵高 北海道       24.10
ﾐｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ
髙    駿介 網走南ｹ丘高 北海道       24.21
ﾀｶ ｼｭﾝｽｹ
杉吉  泰知 岩見沢緑陵高 北海道 棄権
ｽｷﾞﾖｼ ﾀｲﾁ

 3組 風： -0.5

井澤    真 立命館慶祥高 北海道       22.70
ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ
逢坂  凛太 帯広農業高 北海道       23.01
ｵｵｻｶ ﾘﾝﾀ
河合  航希 帯広三条高 北海道       23.42
ｶﾜｲ ｺｳｷ
松本  大翔 北見工業高 北海道       23.51
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ
船場  拓海 大谷室蘭高 北海道       23.52
ﾌﾅﾊﾞ ﾀｸﾐ
小柳    竣 旭川大学高 北海道       23.80
ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝ
河野  稜太 釧路湖陵高 北海道       23.91
ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ
若狹  君紀 枝幸高 北海道       24.84
ﾜｶｻ ｷﾐﾉﾘ

8 4   670

5 7   133

6 1   622

7 3   872

2 8   707

3 5   694

4 2   815

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   492

6 2   166

7 1   830

4   514

3 5   228

4 7   356

5 3   191

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8    60

2 6   480

2   552

5    29

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 1   576

5 6   171

6 4   293

1 8   141

2 7   421

3 3   819

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/21 10:19

競技結果        男子            ２００ｍ        予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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  7組  3着 + 3 2018/09/21 10:19

競技結果        男子            ２００ｍ        予選      

 4組 風： -0.9

長野    超 立命館慶祥高 北海道       22.96
ﾅｶﾞﾉ ｺﾕﾙ
武田隆太郎 帯広三条高 北海道       23.07
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
赤川    翼 釧路明輝高 北海道       23.31
ｱｶｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
松本  玄信 江差高 北海道       23.55
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾞﾝｼﾝ
長谷川昌彦 七飯高 北海道       23.82
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ
瀧口  晴翔 札幌啓成高 北海道       23.85
ﾀｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ
久松  眞大 留萌高 北海道       24.20
ﾋｻﾏﾂ ﾏﾅﾄ
芳賀  郁斗 遠別農業高 北海道       25.14
ﾊｶﾞ ｲｸﾄ

 5組 風： -0.6

中島  健杜 帯広農業高 北海道       22.64
ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾄ
志田原康太 北海道栄高 北海道       22.66
ｼﾀﾞﾊﾗ ｺｳﾀ
松本  虎流 旭川龍谷高 北海道       23.08
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ
金子  瑠粋 札幌南陵高 北海道       23.20
ｶﾈｺ ﾙｲ
木村  世南 標茶高 北海道       23.25
ｷﾑﾗ ｾﾅ
久保    楓 斜里高 北海道       23.41
ｸﾎﾞ ｶｴﾃﾞ
上原  愛輝 士別翔雲高 北海道       25.59
ｳｴﾊﾗ ｱｲｷ
伊東諄友綺 札幌北高 北海道 棄権
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ

 6組 風： -1.6

大坂ﾏｸﾏﾆｽ将平 大樹高 北海道       22.93
ｵｵｻｶ ﾏｸﾏﾆｽｼｮｳﾍｲ
安保  諒祐 札幌北陵高 北海道       23.06
ｱﾝﾎﾟ ﾘｮｳｽｹ
本間  寛大 室蘭清水丘高 北海道       23.50
ﾎﾝﾏ ｶﾝﾀ
和田  陵平 釧路北陽高 北海道       23.63
ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
青木  駆羅 北広島高 北海道       23.78
ｱｵｷ ｶﾙﾗ
竹内    稜 市立札幌平岸高 北海道 棄権
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ
小野寺啓太 旭川大学高 北海道 棄権
ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲﾀ

 7組 風： +1.2

山﨑健太郎 函大付有斗高 北海道       22.69
ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
井内俊之介 北星大附属高 北海道       22.81
ｲｳﾁ ｼｭﾝﾉｽｹ
原口  和大 札幌第一高 北海道       22.83
ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ
後藤  優弥 札幌大谷高 北海道       23.52
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ
渕田  涼平 滝川高 北海道       23.74
ﾌﾁﾀ ﾘｮｳﾍｲ
渡邊    朔 登別明日中等 北海道       23.80
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ
久慈  力椰 雄武高 北海道 棄権
ｸｼﾞ ﾘｷﾔ

5 3   530

6 8    99

4   862

2 5   462

3 6   422

4 7   412

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2    62

5 7   367

3   399

4   621

2 8   254

3 5    94

4 6   917

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   730

6 7   846

7 1   633

4   235

3 6   632

4 5   281

5 8   903

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   709

2 3   156

7 1   605

8 8   667

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 3    54

5 4    38

6 6   245

備考
1 2   488

2 5   696

3 7   895

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

大会新(GR)                      21.48 

 1組 風： -1.4

志田原康太 北海道栄高 北海道       22.50
ｼﾀﾞﾊﾗ ｺｳﾀ
小山  裕生 函大付有斗高 北海道       22.58
ｺﾔﾏ ﾕｳｷ
中島  健杜 帯広農業高 北海道       22.76
ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾄ
逢坂  凛太 帯広農業高 北海道       22.88
ｵｵｻｶ ﾘﾝﾀ
松本  虎流 旭川龍谷高 北海道       23.07
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ
神    拓実 札幌第一高 北海道       23.20
ｼﾞﾝ ﾀｸﾐ
木村  世南 標茶高 北海道       23.45
ｷﾑﾗ ｾﾅ
西村  璃音 北見工業高 北海道       23.60
ﾆｼﾑﾗ ﾘｵﾝ

 2組 風： -0.3

高橋  直也 北海道栄高 北海道       22.38
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ
長野    超 立命館慶祥高 北海道       22.46
ﾅｶﾞﾉ ｺﾕﾙ
武田隆太郎 帯広三条高 北海道       22.73
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
大坂ﾏｸﾏﾆｽ将平 大樹高 北海道       22.78
ｵｵｻｶ ﾏｸﾏﾆｽｼｮｳﾍｲ
安保  諒祐 札幌北陵高 北海道       22.88
ｱﾝﾎﾟ ﾘｮｳｽｹ
赤川    翼 釧路明輝高 北海道       23.27
ｱｶｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
竹内  充吾 恵庭南高 北海道       23.35
ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭｳｺﾞ
河合  航希 帯広三条高 北海道       23.36
ｶﾜｲ ｺｳｷ

 3組 風： +1.1

井澤    真 立命館慶祥高 北海道       22.14
ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ
山﨑健太郎 函大付有斗高 北海道       22.40
ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
澤田  健斗 北海高 北海道       22.50
ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ
井内俊之介 北星大附属高 北海道       22.87
ｲｳﾁ ｼｭﾝﾉｽｹ
髙田  雄平 札幌南高 北海道       22.93
ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾍｲ
原口  和大 札幌第一高 北海道       23.05
ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ
金子  瑠粋 札幌南陵高 北海道       23.19
ｶﾈｺ ﾙｲ
本間  寛大 室蘭清水丘高 北海道       23.45
ﾎﾝﾏ ｶﾝﾀ

8 1    94

6 8   422

7 2   281

4 5   462

5 7   228

2 4    62

3 6   480

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   492

8 2   694

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 7   895

7 1   356

4 3   730

5 6   254

2 5   488

3 8   696

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   141

8 2   819

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 7   421

7 1   903

4 3   707

5 8   632

2 4    60

3 5   709

記録 備考
1 6   156

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/21 11:21

競技結果        男子            ２００ｍ        準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

大会新(GR)                      21.48 

風： -1.1

高橋  直也 北海道栄高 北海道       21.89
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 着差あり
井澤    真 立命館慶祥高 北海道       21.89
ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 着差あり
長野    超 立命館慶祥高 北海道       22.22
ﾅｶﾞﾉ ｺﾕﾙ
志田原康太 北海道栄高 北海道       22.40
ｼﾀﾞﾊﾗ ｺｳﾀ
山﨑健太郎 函大付有斗高 北海道       22.49
ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
小山  裕生 函大付有斗高 北海道       22.52
ｺﾔﾏ ﾕｳｷ
武田隆太郎 帯広三条高 北海道       22.71
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
澤田  健斗 北海高 北海道       23.07
ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ

8 1   480

6 8    60

7 2   696

4 3   156

5 5    62

2 4   492

3 7   488

記録 備考
1 6   141

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/21 12:29

競技結果        男子            ２００ｍ        決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



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

大会新(GR)                      47.94 

 1組

水口    海 立命館慶祥高 北海道       51.78
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｲ
城    北斗 北海高 北海道       51.91
ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ
木村  世南 標茶高 北海道       51.92
ｷﾑﾗ ｾﾅ
井内俊之介 北星大附属高 北海道       52.16
ｲｳﾁ ｼｭﾝﾉｽｹ
岩崎  祐大 旭川西高 北海道       52.95
ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ
阿部  翔龍 滝川西高 北海道       54.22
ｱﾍﾞ ｼｮｳﾘｭｳ
濱田  晃旗 帯広柏葉高 北海道       55.88
ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ
山下  侑希 倶知安高 北海道     1:00.78
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ

 2組

井戸  優希 北海高 北海道       51.15
ｲﾄﾞ ﾕｳｷ
佐藤  昌希 札幌工業高 北海道       51.41
ｻﾄｳ ﾏｻｷ
黒田  恒太 釧路江南高 北海道       51.47
ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀ
西村  龍偉 北海道栄高 北海道       51.51
ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｲ
金子  瑠粋 札幌南陵高 北海道       52.05
ｶﾈｺ ﾙｲ
大道  瑛斗 旭川大学高 北海道       53.52
ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｱｷﾄ
村下  龍芽 函館工業高 北海道       54.93
ﾑﾗｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ
小野  稜真 稚内高 北海道     1:00.35
ｵﾉ ﾘｮｳﾏ

 3組

西元寺遼介 札幌南高 北海道       51.48
ｻｲｹﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ
須川  陽斗 北広島高 北海道       51.57
ｽｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ
久保田聖斗 函館工業高 北海道       52.19
ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾄ
西城  翔唯 函館大谷高 北海道       52.76
ｻｲｼﾞｮｳ ｶｲ
小柳    竣 旭川大学高 北海道       52.78
ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝ
船場  拓海 大谷室蘭高 北海道       53.26
ﾌﾅﾊﾞ ﾀｸﾐ
堀    良介 帯広南商業高 北海道       53.69
ﾎﾘ ﾘｮｳｽｹ
若狹  君紀 枝幸高 北海道       57.72
ﾜｶｻ ｷﾐﾉﾘ

8 3   670

5 5   622

6 4   133

7 8   745

2 1   368

3 6    17

4 7    74

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   225

6 6   629

7 2    29

8 8   669

3 1   890

4 3   152

5 5   281

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   471

2 4   315

7 8   680

8 3   186

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 1   462

5 4   569

6 2   554

1 5   485

2 7   476

3 6   903

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/19 10:40

競技結果        男子            ４００ｍ        予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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  7組  3着 + 3 2018/09/19 10:40

競技結果        男子            ４００ｍ        予選      

 4組

佐藤    匠 北海道栄高 北海道       51.74
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ
伊東諄友綺 札幌北高 北海道       52.18
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ
武田隆太郎 帯広三条高 北海道       52.63
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
大杉  快斗 芦別高 北海道       53.70
ｵｵｽｷﾞ ｶｲﾄ
丸山  和也 旭川工業高 北海道       54.32
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾔ
齊藤  三尊 帯広柏葉高 北海道       54.61
ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾄ
明  倫太郎 小樽潮陵高 北海道       54.81
ﾐｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ
谷口  恭梧 富良野高 北海道       55.08
ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｺﾞ

 5組

柴田    凌 東海大札幌高 北海道       52.04
ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳ
弓削  龍志 恵庭南高 北海道       52.13
ﾕｹﾞ ﾘｭｳｼﾞ
日景  海斗 武修館高 北海道       52.47
ﾋｶｹﾞ ｶｲﾄ
北村  龍聖 釧路北陽高 北海道       52.86
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
岩崎  圭 帯広三条高 北海道       53.12
ｲﾜｻｷ ｹｲ
川江  皇輝 北見工業高 北海道       53.60
ｶﾜｴ ｺｳｷ
篠原ﾗﾋﾟｽ真 旭川東高 北海道       53.68
ｼﾉﾊﾗ ﾗﾋﾟｽｼﾝ
小野    晋 北見北斗高 北海道       56.27
ｵﾉ ｼﾝ

 6組

三上  航平 函大付有斗高 北海道       51.66
ﾐｶﾐ ｺｳﾍｲ
赤川    翼 釧路明輝高 北海道       52.04
ｱｶｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
松本  玄信 江差高 北海道       52.15
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾞﾝｼﾝ
三上  典大 市立札幌旭丘高 北海道       52.38
ﾐｶﾐ ﾃﾝﾀﾞｲ
山口  航生 札幌東高 北海道       52.57
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ
山本  裕太 北見柏陽高 北海道       54.88
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ
星    惟織 名寄高 北海道       55.02
ﾎｼ ｲｵﾘ
杉吉  泰知 岩見沢緑陵高 北海道       59.67
ｽｷﾞﾖｼ ﾀｲﾁ

 7組

桑島  和輝 立命館慶祥高 北海道       51.68
ｸﾜｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
矢口  直利 北見北斗高 北海道       51.79
ﾔｸﾞﾁ ｽｸﾞﾘ
藤田  哲弥 市立札幌旭丘高 北海道       52.22
ﾌｼﾞﾀ ﾃﾂﾔ
若狭  拓人 静内高 北海道       52.75
ﾜｶｻ ﾀｸﾄ
米谷  航基 札幌東陵高 北海道       53.06
ﾖﾈﾔ ｺｳｷ
堂藤  魁人 北見柏陽高 北海道       53.65
ﾄﾞｳﾄｳ ｶｲﾄ
小澤  広夢 小樽潮陵高 北海道       54.30
ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
山元  陸司 岩見沢農業高 北海道       56.58
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸｼ

7 5   162

8 6   509

4 8   124

5 7   279

6 4   794

備考
1 3   490

2 1   789

3 2   393

8 1   514

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

5 2   199

6 7   801

7 3   644

2 6   895

3 5    54

4 4   392

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8    69

6 6   817

7 7   563

8 1   786

3 2   943

4 4   912

5 3   691

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8   451

2 5   347

7 8   166

8 1   597

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 2   542

5 5   582

6 4   677

備考
1 3   142

2 7   235

3 6   696

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

_______________________________________________________________________________________________________________________



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

大会新(GR)                      47.94 

 1組

桑島  和輝 立命館慶祥高 北海道       51.45
ｸﾜｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
須川  陽斗 北広島高 北海道       51.57
ｽｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ
西村  龍偉 北海道栄高 北海道       51.81
ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｲ
武田隆太郎 帯広三条高 北海道       52.05
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
矢口  直利 北見北斗高 北海道       52.51
ﾔｸﾞﾁ ｽｸﾞﾘ
黒田  恒太 釧路江南高 北海道       52.87
ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀ
三上  航平 函大付有斗高 北海道       53.52
ﾐｶﾐ ｺｳﾍｲ
木村  世南 標茶高 北海道       53.59
ｷﾑﾗ ｾﾅ

 2組

柴田    凌 東海大札幌高 北海道       50.36
ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳ
井戸  優希 北海高 北海道       51.06
ｲﾄﾞ ﾕｳｷ
井内俊之介 北星大附属高 北海道       52.21
ｲｳﾁ ｼｭﾝﾉｽｹ
弓削  龍志 恵庭南高 北海道       52.64
ﾕｹﾞ ﾘｭｳｼﾞ
久保田聖斗 函館工業高 北海道       52.90
ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾄ
藤田  哲弥 市立札幌旭丘高 北海道       53.10
ﾌｼﾞﾀ ﾃﾂﾔ
赤川    翼 釧路明輝高 北海道       58.36
ｱｶｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
水口    海 立命館慶祥高 北海道 棄権
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｲ

 3組

佐藤    匠 北海道栄高 北海道       51.12
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ
西元寺遼介 札幌南高 北海道       51.34
ｻｲｹﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ
城    北斗 北海高 北海道       52.07
ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ
伊東諄友綺 札幌北高 北海道       52.76
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ
日景  海斗 武修館高 北海道       53.41
ﾋｶｹﾞ ｶｲﾄ
松本  玄信 江差高 北海道       53.70
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾞﾝｼﾝ
金子  瑠粋 札幌南陵高 北海道       54.02
ｶﾈｺ ﾙｲ
佐藤  昌希 札幌工業高 北海道       54.45
ｻﾄｳ ﾏｻｷ

8 5   315

6 8    54

7 2   281

4 7   235

5 1   943

2 3   225

3 6   476

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   142

6   485

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 2   393

7 4   895

4 7   347

5 8    17

2 3   471

3 1   462

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   451

8 8   903

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 7   890

7 3    69

4 1   696

5 5   789

2 4   368

3 2   152

記録 備考
1 6   490

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/19 13:42

競技結果        男子            ４００ｍ        準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



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

大会新(GR)                      47.94 

佐藤    匠 北海道栄高 北海道       49.10
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ
井戸  優希 北海高 北海道       49.34
ｲﾄﾞ ﾕｳｷ
柴田    凌 東海大札幌高 北海道       49.71
ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳ
須川  陽斗 北広島高 北海道       51.05
ｽｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ
桑島  和輝 立命館慶祥高 北海道       51.23
ｸﾜｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
西元寺遼介 札幌南高 北海道       51.51
ｻｲｹﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ
武田隆太郎 帯広三条高 北海道       51.56
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
西村  龍偉 北海道栄高 北海道       51.66
ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｲ

8 1   152

6 8   225

7 2   696

4 7   368

5 6   490

2 3   471

3 4   451

記録 備考
1 5   142

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/19 14:15

競技結果        男子            ４００ｍ        決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

井戸  優希 北海高 北海道     2:01.59
ｲﾄﾞ ﾕｳｷ
井上  怜信 大谷室蘭高 北海道     2:01.62
ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾝ
後藤  爽生 旭川東高 北海道     2:01.95
ｺﾞﾄｳ ｿｵ
石井すが汰 帯広三条高 北海道     2:02.72
ｲｼｲ ｽｶﾞﾀ
鈴木  颯太 網走桂陽高 北海道     2:04.40
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
髙橋  柚紀 岩見沢東高 北海道     2:10.67
ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ
羽田野歩夢 北見商業高 北海道     2:12.25
ﾊﾀﾉ ｱﾕﾑ
千葉    航 北見北斗高 北海道 失格
ﾁﾊﾞ ﾜﾀﾙ T2

 2組

吉田    晴 札幌北陵高 北海道     2:02.02
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙ
山﨑  皓平 札幌南高 北海道     2:02.62
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ
横山  麻瑛 北海道栄高 北海道     2:04.07
ﾖｺﾔﾏ ﾏｵ
北村  龍聖 釧路北陽高 北海道     2:04.48
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
橋浦  紘汰 芦別高 北海道     2:05.24
ﾊｼｳﾗ ｺｳﾀ
新谷  遥己 札幌英藍高 北海道     2:06.71
ｼﾝﾔ ﾊﾙﾄ
前田  飛雄 北見緑陵高 北海道     2:09.83
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾕｳ
井塚  陽喜 滝川高 北海道     2:11.73
ｲﾂﾞｶ ﾊﾙｷ

 3組

岡部    滉 北海道栄高 北海道     2:02.42
ｵｶﾍﾞ ｱｷﾗ
星    惟織 名寄高 北海道     2:03.08
ﾎｼ ｲｵﾘ
杉村  勇哉 札幌白石高 北海道     2:03.44
ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｳﾔ
辻澤  由都 札幌啓成高 北海道     2:03.94
ﾂｼﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
中塚  雄大 小樽水産高 北海道     2:04.16
ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀﾞｲ
松田    澪 千歳高 北海道     2:06.73
ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲ
濱田  晃旗 帯広柏葉高 北海道     2:14.34
ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ
尾崎    匠 士別翔雲高 北海道     2:15.06
ｵｻﾞｷ ﾀｸﾐ

 4組

髙濱    嶺 北見緑陵高 北海道     2:02.76
ﾀｶﾊﾏ ﾚｲ
浮橋  羽海 旭川大学高 北海道     2:03.41
ｳｷﾊｼ ﾄｱ
中西真那斗 函館工業高 北海道     2:04.04
ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾄ
大島康大朗 札幌第一高 北海道     2:04.28
ｵｵｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ
瀧澤  泰基 檜山北高 北海道     2:05.67
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｷ
射水  健人 札幌手稲高 北海道     2:05.78
ｲﾐｽﾞ ｹﾝﾄ
小澤  広夢 小樽潮陵高 北海道     2:09.89
ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
五十嵐友基 岩見沢東高 北海道     2:16.13
ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓｷ

7 4   162

8 1   500

4 2   427

5 5    57

6 7   272

備考
1 6   805

2 3   619

3 8    18

8 5   635

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

5 6   177

6 7   339

7 3   680

2 4   644

3 8   276

4 2   248

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 1   159

6 2   298

7 3   806

8 1   528

3 6   158

4 7   912

5 4   544

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8   255

2 5   226

7 8   823

6   778

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 3   689

5 1   838

6 4   496

1 7   471

2 5   137

3 2   564

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/20 10:56

競技結果        男子            ８００ｍ        予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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  7組  3着 + 3 2018/09/20 10:56

競技結果        男子            ８００ｍ        予選      

 5組

寺山  樹一 帯広三条高 北海道     2:03.15
ﾃﾗﾔﾏ ｷｲﾁ
大熊  健斗 旭川東高 北海道     2:03.46
ｵｵｸﾏ ｹﾝﾄ
涌嶋  康輝 釧路江南高 北海道     2:03.66
ﾜｸｼﾏ ｺｳｷ
髙橋  洸成 別海高 北海道     2:04.83
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ
永嶺  雄大 八雲高 北海道     2:06.67
ﾅｶﾞﾐﾈ ﾕｳﾀﾞｲ
黒田  駆夢 留萌高 北海道     2:06.91
ｸﾛﾀﾞ ｶｹﾙ
佐藤  旦拓 稚内高 北海道     2:16.23
ｻﾄｳ ｱｻﾋ
永島  悠平 札幌山の手高 北海道 棄権
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

 6組

本田    蓮 釧路湖陵高 北海道     2:02.79
ﾎﾝﾀﾞ ﾚﾝ
金野  佑星 札幌西高 北海道     2:03.92
ｺﾝﾉ ﾕｳｾｲ
瀬尾  龍司 大麻高 北海道     2:04.85
ｾｵ ﾘｭｳｼﾞ
西村  拓人 室蘭栄高 北海道     2:05.24
ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ
下地  涼太 小樽潮陵高 北海道     2:06.61
ｼﾓｼﾞ ﾘｮｳﾀ
川浦    極 白樺学園高 北海道     2:09.01
ｶﾜｳﾗ ｷﾜﾑ
大野    尊 札幌静修高 北海道 失格
ｵｵﾉ ﾀｹﾙ T4

 7組

眞鍋  隼也 旭川大学高 北海道     2:03.28
ﾏﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ
野村  勇二 江陵高 北海道     2:03.31
ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞ
平井  玲央 札幌南高 北海道     2:03.56
ﾋﾗｲ ﾚｵ
前田  明大 札幌西高 北海道     2:04.66
ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ
佐藤    翔 北見商業高 北海道     2:07.16
ｻﾄｳ ｼｮｳ
佐々木健成 市立函館高 北海道     2:12.37
ｻｻｷ ｹﾝｾｲ
鳥井  俊佑 北星大附属高 北海道     2:18.90
ﾄﾘｲ ｼｭﾝｽｹ

5 6   824

6 7    47

7 8   463

2 5   774

3 2   217

4 4   205

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   625

5 4   167

6 7   762

3   415

2 5   204

3 8   326

4 6    85

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   876

6 8   602

7 5   668

2   443

3 4   894

4 6   930

5 7    43

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   698

2 1   561

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

髙濱    嶺 北見緑陵高 北海道     2:00.32
ﾀｶﾊﾏ ﾚｲ
岡部    滉 北海道栄高 北海道     2:00.74
ｵｶﾍﾞ ｱｷﾗ
後藤  爽生 旭川東高 北海道     2:00.88
ｺﾞﾄｳ ｿｵ
山﨑  皓平 札幌南高 北海道     2:01.79
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ
杉村  勇哉 札幌白石高 北海道     2:02.78
ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｳﾔ
瀬尾  龍司 大麻高 北海道     2:04.82
ｾｵ ﾘｭｳｼﾞ
星    惟織 名寄高 北海道     2:05.93
ﾎｼ ｲｵﾘ
石井すが汰 帯広三条高 北海道     2:07.69
ｲｼｲ ｽｶﾞﾀ

 2組

平井  玲央 札幌南高 北海道     1:57.87
ﾋﾗｲ ﾚｵ
井上  怜信 大谷室蘭高 北海道     1:58.14
ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾝ 着差あり
吉田    晴 札幌北陵高 北海道     1:58.14
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙ 着差あり
本田    蓮 釧路湖陵高 北海道     1:59.38
ﾎﾝﾀﾞ ﾚﾝ
金野  佑星 札幌西高 北海道     2:02.94
ｺﾝﾉ ﾕｳｾｲ
野村  勇二 江陵高 北海道     2:05.04
ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞ
辻澤  由都 札幌啓成高 北海道     2:05.80
ﾂｼﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
横山  麻瑛 北海道栄高 北海道     2:07.33
ﾖｺﾔﾏ ﾏｵ

 3組

井戸  優希 北海高 北海道     1:59.96
ｲﾄﾞ ﾕｳｷ
寺山  樹一 帯広三条高 北海道     2:00.69
ﾃﾗﾔﾏ ｷｲﾁ
浮橋  羽海 旭川大学高 北海道     2:01.08
ｳｷﾊｼ ﾄｱ
大熊  健斗 旭川東高 北海道     2:01.33
ｵｵｸﾏ ｹﾝﾄ
涌嶋  康輝 釧路江南高 北海道     2:04.22
ﾜｸｼﾏ ｺｳｷ
中西真那斗 函館工業高 北海道     2:08.21
ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾄ
眞鍋  隼也 旭川大学高 北海道     2:08.56
ﾏﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ
中塚  雄大 小樽水産高 北海道     2:08.79
ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀﾞｲ

8 1   177

6 2    18

7 3   625

4 8   561

5 7   894

2 4   698

3 6   619

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   471

8 1   158

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 3   774

7 2   248

4 6   876

5 7   204

2 5   137

3 4   255

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8   217

8 2   689

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 1   326

7 5   644

4 4   226

5 7   276

2 3   159

3 8   564

記録 備考
1 6   805

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/20 15:57

競技結果        男子            ８００ｍ        準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

井戸  優希 北海高 北海道     1:55.55
ｲﾄﾞ ﾕｳｷ
平井  玲央 札幌南高 北海道     1:56.74
ﾋﾗｲ ﾚｵ
吉田    晴 札幌北陵高 北海道     1:57.05
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙ
本田    蓮 釧路湖陵高 北海道     1:57.09
ﾎﾝﾀﾞ ﾚﾝ
井上  怜信 大谷室蘭高 北海道     1:58.45
ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾝ
寺山  樹一 帯広三条高 北海道     1:59.82
ﾃﾗﾔﾏ ｷｲﾁ
岡部    滉 北海道栄高 北海道     2:00.82
ｵｶﾍﾞ ｱｷﾗ
髙濱    嶺 北見緑陵高 北海道     2:01.34
ﾀｶﾊﾏ ﾚｲ

8 3   805

6 7   698

7 8   159

4 1   876

5 6   137

2 5   217

3 2   255

記録 備考
1 4   471

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/21 10:19

競技結果        男子            ８００ｍ        決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



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

_______________________________________________________________________________________________________________________



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

_______________________________________________________________________________________________________________________



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

島田    拓 札幌山の手高 北海道     4:05.18
ｼﾏﾀﾞ ﾀｸ
永島  悠平 札幌山の手高 北海道     4:07.68
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ
宮川  悠希 東海大札幌高 北海道     4:08.19
ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｷ
高田  佑人 札幌静修高 北海道     4:08.97
ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾄ
浦田  陽聖 北見緑陵高 北海道     4:09.84
ｳﾗﾀ ｱｻﾄ
山村  航輝 札幌南高 北海道     4:11.28
ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｷ
本田    蓮 釧路湖陵高 北海道     4:12.13
ﾎﾝﾀﾞ ﾚﾝ
清水  数生 岩見沢東高 北海道     4:13.48
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ
大野    尊 札幌静修高 北海道     4:13.98
ｵｵﾉ ﾀｹﾙ
大熊  健斗 旭川東高 北海道     4:18.25
ｵｵｸﾏ ｹﾝﾄ
今井  琉聖 帯広農業高 北海道     4:19.68
ｲﾏｲ ﾘｭｳｾｲ
大島康大朗 札幌第一高 北海道     4:24.22
ｵｵｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ
石橋  優人 釧路工業高 北海道     4:26.73
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ
岩間  英仁 札幌日本大学高 北海道     4:27.84
ｲﾜﾏ ｴｲﾄ
後藤  爽生 旭川東高 北海道     4:28.36
ｺﾞﾄｳ ｿｵ
小笹  陽輝 札幌南高 北海道     4:29.65
ｵｻﾞｻ ﾊﾙｷ

16 15   227

14 11   437

15 13   564

12 3   427

13 7   896

10 1   561

11 6   705

8 10   497

9 8   415

6 4   218

7 12   876

4 2   414

5 5   810

2 16   443

3 9   457

記録 備考
1 14   444

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/19 14:59

競技結果        男子            １５００ｍ      決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

船越    塁 苫小牧東高 北海道    16:42.31
ﾌﾅｺｼ ﾙｲ
小林  健人 旭川大学高 北海道    16:45.06
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ
吉川  颯真 釧路湖陵高 北海道    16:48.93
ﾖｼｶﾜ ｿｳﾏ
山下  大斗 札幌国際情報高 北海道    16:49.04
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ
三上  拓寛 北海高 北海道    16:50.06
ﾐｶﾐ ﾀｸﾋﾛ
金澤  和哉 札幌創成高 北海道    16:56.03
ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ
荒    了奨 大麻高 北海道    17:03.42
ｱﾗ ﾘｮｳｽｹ
髙坂  優太 函館大谷高 北海道    17:14.54
ﾀｶｻｶ ﾕｳﾀ
増田  賢人 札幌西高 北海道    17:15.45
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾄ
原田  聖矢 旭川実業高 北海道    17:16.72
ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾔ
塚田  圭司 日体大附属高等支援北海道    17:17.40
ﾂｶﾀﾞ ｹｲｼ
千葉万希雄 旭川東高 北海道    17:23.61
ﾁﾊﾞ ﾏｷｵ
三本木嵩将 倶知安高 北海道    17:42.09
ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｼｭｳﾄ
佐藤  正晴 釧路高等専門 北海道    17:51.69
ｻﾄｳ ﾏｻﾊﾙ
増田    陽 札幌南高 北海道    17:58.40
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ
佐藤  秀一 函館中部高 北海道    18:09.74
ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ
清水  雄太 苫小牧南高 北海道    18:25.81
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ
石川  大将 名寄高 北海道    18:27.34
ｲｼｶﾜ ｵｵｽｹ
小笠原達也 旭川実業高 北海道    18:44.40
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀﾂﾔ
伊藤  愛斗 下川商業高 北海道    18:44.97
ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ
藤吉  希旺 士別翔雲高 北海道    18:45.83
ﾌｼﾞﾖｼ ﾈｵ
稲口  誠吾 倶知安高 北海道    19:06.72
ｲﾅｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ
藤本  大樹 双葉高 北海道    19:44.28
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ
泉    渋起 別海高 北海道 途中棄権
ｲｽﾞﾐ ｼﾌﾞｷ
三上  紘輝 留萌高 北海道 棄権
ﾐｶﾐ ｺｳｷ
川村  悠馬 函館工業高 北海道 棄権
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾏ
福島  直純 岩見沢農業高 北海道 棄権
ﾌｸｼﾏ ﾅｵｽﾞﾐ

19    28

25   506

4   929

13   606

22 20   182

23 24   196

20 21   640

21 14   639

18 12   646

19 23   614

16 26     3

17 11   116

14 9   945

15 16   219

12 18   560

13 15   193

10 6   617

11 2   870

8 1    72

9 22   211

6 7   420

7 3   327

4 17   310

5 27   477

2 5   628

3 8   877

記録 備考
1 10   113

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/20 14:20

競技結果        男子            ５０００ｍ      決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

 2組

小野隆一朗 北海道栄高 北海道    15:02.89
ｵﾉ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
村上  太一 北見緑陵高 北海道    15:09.81
ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ
宮武  和矢 北海道栄高 北海道    15:43.87
ﾐﾔﾀｹ ｶｽﾞﾔ
兼松    凛 函館工業高 北海道    15:49.31
ｶﾈﾏﾂ ﾘﾝ
酒井  空知 東海大札幌高 北海道    15:55.60
ｻｶｲ ｿﾗﾁ
高田  佑人 札幌静修高 北海道    15:56.39
ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾄ
仲山  芳古 札幌日本大学高 北海道    15:58.05
ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾌﾙ
今井  琉聖 帯広農業高 北海道    16:09.26
ｲﾏｲ ﾘｭｳｾｲ
石橋  優人 釧路工業高 北海道    16:15.61
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ
小西  紬生 滝川西高 北海道    16:23.25
ｺﾆｼ ﾂﾑｷﾞ
上田  歩輝 札幌西高 北海道    16:25.08
ｳｴﾀﾞ ｲﾌﾞｷ
山本    剛 帯広三条高 北海道    16:30.52
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ
平田  純也 大樹高 北海道    16:30.54
ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
沖    元斗 東海大札幌高 北海道    16:35.64
ｵｷ ｹﾞﾝﾄ
山﨑  樹羅 池田高 北海道    16:36.43
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾗ
池田  笙冴 札幌日本大学高 北海道    16:41.30
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
犬塚  隼人 帯広三条高 北海道    16:58.08
ｲﾇﾂﾞｶ ﾊﾔﾄ
楢岡  佑太 恵庭北高 北海道    17:01.89
ﾅﾗｵｶ ﾕｳﾀ
田邊  駿也 網走桂陽高 北海道    17:45.22
ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ
戸島  佑斗 北見北斗高 北海道    17:56.60
ﾄｼﾏ ﾕｳﾄ
中西  人士 白樺学園高 北海道 途中棄権
ﾅｶﾆｼ ﾋﾄｼ
佐藤魁良寸 札幌稲雲高 北海道 途中棄権
ｻﾄｳ ｶｲﾗｽ
髙橋  歩夢 斜里高 北海道 棄権
ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ
辻本  幸翼 札幌山の手高 北海道 棄権
ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ
ｲﾌﾞﾗﾋﾑ･ﾜﾝｸﾞ 札幌山の手高 北海道 棄権
ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ﾜﾝｸﾞ
横地  幹太 北見緑陵高 北海道 棄権
ﾖｺﾁ ｶﾝﾀ
浅田  大晴 白樺学園高 北海道 棄権
ｱｻﾀﾞ ﾀｲｾｲ
前田  直輝 滝川西高 北海道 棄権
ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ

27   550

13   811

18   764

6   446

7   445

23   297

3   847

20 11   791

10   770

18 28   365

19 15   843

16 12   435

17 26   690

14 14   450

15 22   741

12 25   700

13 1   733

10 19   551

11 2   206

8 20   705

9 9   896

6 24   414

7 21   436

4 17    19

5 4   458

2 5   807

3 16   149

記録 備考
1 8   139

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/20 14:24

競技結果        男子            ５０００ｍ      決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



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 風： +1.0

ﾎﾞﾝﾄﾞﾚｵ将 立命館慶祥高 北海道       15.70
ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾚｵ ｼｮｳ
三浦  徹大 北海道栄高 北海道       15.76
ﾐｳﾗ ﾃｯﾀ
中島    要 札幌北陵高 北海道       16.34
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅﾒ
澤崎  太一 大麻高 北海道       16.89
ｻﾜｻﾞｷ ﾀｲﾁ
森山    陸 北見北斗高 北海道       16.94
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｸ
髙橋  一紀 常呂高 北海道       17.20
ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ
加納    悠 北広島西高 北海道       17.31
ｶﾉｳ ﾕｳ
岡田  拓巳 帯広三条高 北海道       17.71
ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
佐藤    迅 旭川西高 北海道       18.16
ｻﾄｳ ｼﾞﾝ

 2組 風： -1.4

山内  雅弥 大谷室蘭高 北海道       16.65
ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾔ
山館  智哉 恵庭南高 北海道       17.16
ﾔﾏﾀﾞﾃ ﾄﾓﾔ
松浦  択射 札幌国際情報高 北海道       17.35
ﾏﾂｳﾗ ﾀｸｲ
高橋  玲次 江差高 北海道       18.12
ﾀｶﾊｼ ﾚｲｼﾞ
山川  知真 岩見沢東高 北海道       18.22
ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾏ
卯子澤采太 旭川大学高 北海道       18.23
ｳﾈｻﾞﾜ ｱﾔﾀ
田中  嘉満 網走桂陽高 北海道       18.33
ﾀﾅｶ ﾖｼﾐﾂ
米川    諒 釧路工業高 北海道       31.16
ﾖﾈｶﾜ ﾘｮｳ
蛯澤  快斗 立命館慶祥高 北海道 棄権
ｴﾋﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ

 3組 風： +1.4

松尾  椎真 大麻高 北海道       16.16
ﾏﾂｵ ｼｲﾏ
八戸  乃紀 北海高 北海道       16.36
ﾊﾁﾉﾍ ﾀﾞｲｷ
遠藤  真人 武修館高 北海道       16.38
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ
穴澤    瑛 札幌国際情報高 北海道       16.43
ｱﾅｻﾞﾜ ﾃﾙ
沢田    凌 北見北斗高 北海道       16.99
ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ
牛渡  康聖 釧路湖陵高 北海道       18.04
ｳｼﾜﾀﾘ ｺｳｾｲ
中村  亮太 長沼高 北海道       18.92
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
吉野  広大 函館高等専門 北海道       18.98
ﾖｼﾉ ｺｳﾀﾞｲ
赤本  涼太 遠別農業高 北海道       19.52
ｱｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

9 6   664

6 5   871

7 3   511

8 4    78

3 9   938

4 1   301

5 7   777

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   328

2 8   472

8 6   899

2   487

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

5 1   499

6 3   620

7 9   839

2 8   357

3 4   300

4 5    55

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   136

7 9   379

8 6   701

9 1   571

4 5   336

5 2   788

6 3   825

1 8   486

2 4   140

3 7   253

通過基準  6組  3着 + 6 2018/09/19 11:20

競技結果        男子            １１０ｍＨ      予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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  6組  3着 + 6 2018/09/19 11:20

競技結果        男子            １１０ｍＨ      予選      

 4組 風： -0.9

星野    慧 札幌北高 北海道       16.10
ﾎｼﾉ ｻﾄﾙ
北野    煕 石狩翔陽高 北海道       16.65
ｷﾀﾉ ﾋﾅﾀ
田村  夢翔 函大付有斗高 北海道       16.96
ﾀﾑﾗ ﾕﾒﾄ
加藤聡一郎 室蘭栄高 北海道       17.33
ｶﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
笈田    朴 小樽潮陵高 北海道       18.10
ｵｲﾀ ｽﾅｵ
西岡  昇凜 本別高 北海道       18.17
ﾆｼｵｶ ｼｮｳﾘﾝ
友貞    颯 中標津高 北海道       18.71
ﾄﾓｻﾀﾞ ﾊﾔﾃ
熊田  優斗 名寄産業高 北海道       20.08
ｸﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ

 5組 風： +1.0

坂本  裕介 北海高 北海道       16.35
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ
田口  凌羽 岩見沢西高 北海道       16.90
ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ
竹本    修 恵庭南高 北海道       17.35
ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳ
佐藤  碧惟 本別高 北海道       17.48
ｻﾄｳ ｱｵｲ
河野  渓人 帯広柏葉高 北海道       18.26
ｺｳﾉ ｹｲﾄ
板垣  大智 旭川永嶺高 北海道       19.37
ｲﾀｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ
朝熊  啓人 釧路北陽高 北海道       19.55
ｱｻｸﾏ ｹｲﾄ
下村  隼生 小樽水産高 北海道       19.75
ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔｾ

 6組 風： +4.3

髙桑  稜世 札幌東高 北海道       16.01
ﾀｶｸﾜ ﾘｮｳｾｲ
越後谷  崇 市立札幌旭丘高 北海道       16.82
ｴﾁｺﾞﾔ ｼｭｳ
茂治  快飛 岩見沢緑陵高 北海道       16.89
ﾓｼﾞ ｶｲﾄ
廣冨  礼生 広尾高 北海道       17.09
ﾋﾛﾄﾐ ﾗｲ
工藤    蓮 北見商業高 北海道       17.61
ｸﾄﾞｳ ﾚﾝ
西村  颯太 七飯高 北海道       18.25
ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾀ
中山  央基 旭川永嶺高 北海道       18.51
ﾅｶﾔﾏ ｵｵｷ
山田  翔也 紋別高 北海道       20.85
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾔ

8 8   858

5 3   822

6 4    35

7 2   574

2 6   396

3 7   527

4 5   737

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 9   198

6 9   577

7 7   911

8 3   178

3 2   355

4 8   743

5 4   687

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   470

2 5   504

7 7   932

8 8   654

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 9    79

5 6   161

6 3   742

備考
1 5   234

2 4   382

3 2    68

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

_______________________________________________________________________________________________________________________



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 風： +0.8

三浦  徹大 北海道栄高 北海道       15.53
ﾐｳﾗ ﾃｯﾀ YC
中島    要 札幌北陵高 北海道       15.75
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅﾒ
ﾎﾞﾝﾄﾞﾚｵ将 立命館慶祥高 北海道       15.92
ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾚｵ ｼｮｳ
穴澤    瑛 札幌国際情報高 北海道       16.19
ｱﾅｻﾞﾜ ﾃﾙ
山内  雅弥 大谷室蘭高 北海道       16.50
ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾔ
山館  智哉 恵庭南高 北海道       17.34
ﾔﾏﾀﾞﾃ ﾄﾓﾔ
髙橋  一紀 常呂高 北海道       17.60
ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ
松浦  択射 札幌国際情報高 北海道       17.63
ﾏﾂｳﾗ ﾀｸｲ

 2組 風： +1.2

越後谷  崇 市立札幌旭丘高 北海道       16.09
ｴﾁｺﾞﾔ ｼｭｳ
星野    慧 札幌北高 北海道       16.18
ﾎｼﾉ ｻﾄﾙ
北野    煕 石狩翔陽高 北海道       16.21
ｷﾀﾉ ﾋﾅﾀ
松尾  椎真 大麻高 北海道       16.46
ﾏﾂｵ ｼｲﾏ
田村  夢翔 函大付有斗高 北海道       16.58
ﾀﾑﾗ ﾕﾒﾄ
沢田    凌 北見北斗高 北海道       16.62
ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ
茂治  快飛 岩見沢緑陵高 北海道       16.80
ﾓｼﾞ ｶｲﾄ
森山    陸 北見北斗高 北海道       16.84
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｸ

 3組 風： +0.3

髙桑  稜世 札幌東高 北海道       16.08
ﾀｶｸﾜ ﾘｮｳｾｲ
坂本  裕介 北海高 北海道       16.15
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ
遠藤  真人 武修館高 北海道       16.21
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ
八戸  乃紀 北海高 北海道       16.22
ﾊﾁﾉﾍ ﾀﾞｲｷ
田口  凌羽 岩見沢西高 北海道       16.74
ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ
廣冨  礼生 広尾高 北海道       17.05
ﾋﾛﾄﾐ ﾗｲ
竹本    修 恵庭南高 北海道       18.17
ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳ
澤崎  太一 大麻高 北海道 失格
ｻﾜｻﾞｷ ﾀｲﾁ

2   336

6 3   737

7 9   355

4 6   472

5 5   504

2 4   470

3 8   938

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   198

8 3   788

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 2   777

7 9   527

4 5   328

5 8    68

2 6   234

3 4   382

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   396

8 9   300

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 7   357

7 2   825

4 3   301

5 4   136

2 8   253

3 6   486

記録 備考
1 5   140

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/19 13:43

競技結果        男子            １１０ｍＨ      準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



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

風： -0.1

ﾎﾞﾝﾄﾞﾚｵ将 立命館慶祥高 北海道       15.44
ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾚｵ ｼｮｳ
三浦  徹大 北海道栄高 北海道       15.45
ﾐｳﾗ ﾃｯﾀ
中島    要 札幌北陵高 北海道       15.79
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅﾒ
星野    慧 札幌北高 北海道       15.90
ﾎｼﾉ ｻﾄﾙ
髙桑  稜世 札幌東高 北海道       16.06
ﾀｶｸﾜ ﾘｮｳｾｲ
越後谷  崇 市立札幌旭丘高 北海道       16.50
ｴﾁｺﾞﾔ ｼｭｳ
坂本  裕介 北海高 北海道       16.68
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ
穴澤    瑛 札幌国際情報高 北海道       18.50
ｱﾅｻﾞﾜ ﾃﾙ

8 3   301

6 6   396

7 9   470

4 8   234

5 7   198

2 4   140

3 5   253

記録 備考
1 2   486

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/19 14:20

競技結果        男子            １１０ｍＨ      決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

佐々木龍之介 北海高 北海道     1:00.16
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
小原  拓己 札幌第一高 北海道     1:01.05
ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
阿部  翔龍 滝川西高 北海道     1:01.80
ｱﾍﾞ ｼｮｳﾘｭｳ
茂治  快飛 岩見沢緑陵高 北海道     1:03.55
ﾓｼﾞ ｶｲﾄ
古川  晟也 白樺学園高 北海道     1:04.27
ﾌﾙｶﾜ ｾｲﾔ
山川  知真 岩見沢東高 北海道     1:05.70
ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾏ
中山  央基 旭川永嶺高 北海道     1:08.33
ﾅｶﾔﾏ ｵｵｷ
照井  麗生 小樽潮陵高 北海道     1:08.62
ﾃﾙｲ ﾚｵ

 2組

牧部  蒼汰 札幌日本大学高 北海道       58.86
ﾏｷﾍﾞ ｿｳﾀ
奥田  隼輔 室蘭栄高 北海道       59.62
ｵｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
森山    陸 北見北斗高 北海道       59.77
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｸ
柚木  裕介 市立札幌旭丘高 北海道     1:00.73
ﾕﾉｷ ﾕｳｽｹ
北    勝志 恵庭南高 北海道     1:01.99
ｷﾀ ｶﾂｼ
平野  颯大 岩見沢緑陵高 北海道     1:03.11
ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ
岡田  拓巳 帯広三条高 北海道     1:04.36
ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
岡崎  哲大 士別翔雲高 北海道     1:07.62
ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂﾀ

 3組

城    北斗 北海高 北海道       58.01
ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ
大水  恵汰 札幌国際情報高 北海道       59.10
ｵｵﾐｽﾞ ｹｲﾀ
小野  拓也 網走桂陽高 北海道     1:00.78
ｵﾉ ﾀｸﾔ
髙桑  稜世 札幌東高 北海道     1:00.82
ﾀｶｸﾜ ﾘｮｳｾｲ
川村  隼佑 七飯高 北海道     1:02.79
ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
大槻  雷斗 旭川工業高 北海道     1:03.55
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾄ
川口  拓実 函大付有斗高 北海道     1:04.66
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾐ
板垣  大智 旭川永嶺高 北海道     1:05.62
ｲﾀｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

 4組

西元寺遼介 札幌南高 北海道       59.89
ｻｲｹﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ
藤盛    涼 札幌国際情報高 北海道     1:00.46
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳ
髙橋  一紀 常呂高 北海道     1:01.17
ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ
坪野  晶弥 帯広三条高 北海道     1:02.55
ﾂﾎﾞﾉ ｼｮｳﾔ
佐藤    迅 旭川西高 北海道     1:03.76
ｻﾄｳ ｼﾞﾝ
近岡    隼 帯広農業高 北海道     1:06.51
ﾁｶｵｶ ﾊﾔﾄ
加賀谷陸登 函館西高 北海道     1:07.41
ｶｶﾞﾔ ﾘｸﾄ
入井  宇樂 小樽桜陽高 北海道     1:11.91
ｲﾘｲ ｳﾀ

7 7    13

8 4   172

4 6   697

5 8   571

6 2   717

備考
1 5   225

2 1   305

3 3   825

8 8   577

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

5 6    39

6 1   581

7 5    70

2 7   299

3 4   835

4 3   198

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   476

6 7   520

7 2   701

8 5   634

3 1   788

4 8   397

5 6   352

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   431

2 3    82

7 1   574

8 7   165

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

4 5   527

5 8   761

6 6   499

1 2   473

2 4   426

3 3   554

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/20 12:48

競技結果        男子            ４００ｍＨ      予選      

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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  7組  3着 + 3 2018/09/20 12:48

競技結果        男子            ４００ｍＨ      予選      

 5組

今泉  政宗 函大付有斗高 北海道       58.07
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｻﾑﾈ
山口  航生 札幌東高 北海道       58.25
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ
鳥井  俊佑 北星大附属高 北海道       59.11
ﾄﾘｲ ｼｭﾝｽｹ
黒田  恒太 釧路江南高 北海道     1:00.78
ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀ
木村  亮太 名寄産業高 北海道     1:02.80
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
大橋  俊仁 立命館慶祥高 北海道     1:02.92
ｵｵﾊｼ ﾄｼﾋﾄ
岩崎  友哉 武修館高 北海道     1:11.89
ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ

 6組

須藤  龍誠 北海道栄高 北海道       58.06
ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ
堂藤  魁人 北見柏陽高 北海道       59.95
ﾄﾞｳﾄｳ ｶｲﾄ
石原  颯真 大麻高 北海道     1:00.03
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾏ
谷内  太陽 釧路湖陵高 北海道     1:00.14
ﾀﾆｳﾁ ﾀｲﾖｳ
矢口  直利 北見北斗高 北海道     1:02.61
ﾔｸﾞﾁ ｽｸﾞﾘ
片岡    涼 名寄高 北海道     1:02.75
ｶﾀｵｶ ﾘｮｳ
朝熊  啓人 釧路北陽高 北海道     1:03.63
ｱｻｸﾏ ｹｲﾄ

 7組

水口    海 立命館慶祥高 北海道       58.32
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｲ
川江  皇輝 北見工業高 北海道       58.96
ｶﾜｴ ｺｳｷ
馬塀  優介 北海道栄高 北海道       59.43
ﾊﾞﾍｲ ﾕｳｽｹ
篠原ﾗﾋﾟｽ真 旭川東高 北海道     1:00.48
ｼﾉﾊﾗ ﾗﾋﾟｽｼﾝ
野矢  和希 石狩南高 北海道     1:01.85
ﾉﾔ ｶｽﾞｷ
小圷  宣輝 帯広柏葉高 北海道     1:05.61
ｺｱｸﾂ ﾖｼｷ
下村  隼生 小樽水産高 北海道 棄権
ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔｾ

6 3   686

2   178

3 8   155

4 5   563

5 6   390

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7   485

2 4   817

6 3   649

7 4   911

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 5   329

4 2   882

5 7   789

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   144

2 8   794

6 3   489

7 2   939

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 7   463

4 5   890

5 6   653

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 8    63

2 4   199

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

須藤  龍誠 北海道栄高 北海道       57.16
ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ
山口  航生 札幌東高 北海道       57.63
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ
奥田  隼輔 室蘭栄高 北海道       58.26
ｵｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
森山    陸 北見北斗高 北海道       58.68
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｸ
小原  拓己 札幌第一高 北海道       58.98
ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
牧部  蒼汰 札幌日本大学高 北海道       59.05
ﾏｷﾍﾞ ｿｳﾀ
篠原ﾗﾋﾟｽ真 旭川東高 北海道     1:00.16
ｼﾉﾊﾗ ﾗﾋﾟｽｼﾝ
髙橋  一紀 常呂高 北海道     1:01.28
ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ

 2組

水口    海 立命館慶祥高 北海道       57.33
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｲ
今泉  政宗 函大付有斗高 北海道       58.33
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｻﾑﾈ
大水  恵汰 札幌国際情報高 北海道       58.79
ｵｵﾐｽﾞ ｹｲﾀ
馬塀  優介 北海道栄高 北海道       59.34
ﾊﾞﾍｲ ﾕｳｽｹ
川江  皇輝 北見工業高 北海道       59.73
ｶﾜｴ ｺｳｷ
鳥井  俊佑 北星大附属高 北海道     1:00.25
ﾄﾘｲ ｼｭﾝｽｹ
谷内  太陽 釧路湖陵高 北海道     1:02.64
ﾀﾆｳﾁ ﾀｲﾖｳ
阿部  翔龍 滝川西高 北海道 失格
ｱﾍﾞ ｼｮｳﾘｭｳ T8

 3組

城    北斗 北海高 北海道       56.35
ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ
佐々木龍之介 北海高 北海道       56.64
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
西元寺遼介 札幌南高 北海道       56.68
ｻｲｹﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ
堂藤  魁人 北見柏陽高 北海道       59.65
ﾄﾞｳﾄｳ ｶｲﾄ
藤盛    涼 札幌国際情報高 北海道     1:01.46
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳ
石原  颯真 大麻高 北海道     1:01.49
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾏ
小野  拓也 網走桂陽高 北海道     1:04.71
ｵﾉ ﾀｸﾔ
柚木  裕介 市立札幌旭丘高 北海道     1:10.70
ﾕﾉｷ ﾕｳｽｹ

8 2   397

6 7   329

7 1   835

4 6   794

5 8   305

2 5   473

3 3   225

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   476

2   554

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 7   463

7 1   882

4 8   155

5 6   817

2 4    63

3 5   299

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   485

8 1   825

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 4   431

7 2   563

4 8   788

5 7   426

2 3   199

3 5    82

記録 備考
1 6   144

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

通過基準  3組  2着 + 2 2018/09/20 15:27

競技結果        男子            ４００ｍＨ      準決勝    

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

須藤  龍誠 北海道栄高 北海道       55.34
ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ
西元寺遼介 札幌南高 北海道       55.69
ｻｲｹﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ
佐々木龍之介 北海高 北海道       56.54
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
今泉  政宗 函大付有斗高 北海道       56.90
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｻﾑﾈ
奥田  隼輔 室蘭栄高 北海道       58.17
ｵｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
山口  航生 札幌東高 北海道       58.73
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ
城    北斗 北海高 北海道 失格
ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ T2
水口    海 立命館慶祥高 北海道 棄権
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｲ

5   485

6 8   199

3   476

4 7    63

5 1    82

2 2   225

3 4   473

記録 備考
1 6   144

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/21 11:24

競技結果        男子            ４００ｍＨ      決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

山本  新汰 滝川西高 北海道     9:53.56
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ
山本  晴来 函館中部高 北海道    10:42.19
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｸ
沼田    倫 士別翔雲高 北海道    10:44.63
ﾇﾏﾀ ﾘﾝ
吉田  大起 別海高 北海道    10:59.01
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ
髙坂  優太 函館大谷高 北海道    10:59.66
ﾀｶｻｶ ﾕｳﾀ
福島  直純 岩見沢農業高 北海道    11:02.56
ﾌｸｼﾏ ﾅｵｽﾞﾐ
船越    塁 苫小牧東高 北海道    11:04.00
ﾌﾅｺｼ ﾙｲ
西村  康克 江差高 北海道    11:04.46
ﾆｼﾑﾗ ﾔｽｶﾂ
木口  秋馬 標茶高 北海道    11:10.64
ｷｸﾞﾁ ｼｭｳﾏ
清水  雄太 苫小牧南高 北海道    11:18.69
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ
爾波  光祐 登別明日中等 北海道    11:25.76
ﾆﾜ ｺｳｽｹ
浅水  優人 遠軽高 北海道    11:32.31
ｱｻﾐｽﾞ ﾕｳﾄ
篠田  優輝 室蘭東翔高 北海道    11:32.36
ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｷ
藤川  峻輔 釧路北陽高 北海道    11:35.49
ﾌｼﾞｶﾜ ｼｭﾝｽｹ
伊藤  勇斗 士別翔雲高 北海道    11:44.32
ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ
佐々木佑人 名寄産業高 北海道    11:47.74
ｻｻｷ ﾕｳﾄ
大橋  祐希 網走桂陽高 北海道    12:34.93
ｵｵﾊｼ ﾕｳｷ

 2組

坂本凌太郎 札幌山の手高 北海道    10:19.94
ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ
吉川  颯真 釧路湖陵高 北海道    10:22.81
ﾖｼｶﾜ ｿｳﾏ
本多  脩馬 帯広農業高 北海道    10:24.55
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭｳﾏ
廣田    康 札幌北高 北海道    10:29.43
ﾋﾛﾀ ｺｳ
原田  聖矢 旭川実業高 北海道    10:37.65
ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾔ
菅原  颯太 北星大附属高 北海道    10:40.18
ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ
佐藤  祐太朗 札幌北高 北海道    10:41.68
ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ
小山  凌我 札幌東豊高 北海道    10:41.83
ｵﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ
宍戸  亮介 旭川大学高 北海道    10:44.38
ｼｼﾄﾞ ﾘｮｳｽｹ
沼達    悠 岩見沢緑陵高 北海道    10:48.44
ﾇﾏﾀﾂ ﾕｳ
柴田  俊亮 札幌第一高 北海道    10:53.74
ｼﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
小野  拓也 網走桂陽高 北海道    10:54.82
ｵﾉ ﾀｸﾔ
岡﨑  生晴 札幌手稲高 北海道    10:54.83
ｵｶｻﾞｷ ｱｶﾙ
西田    将 市立札幌清田高 北海道    11:15.45
ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳ
花野  航平 市立札幌清田高 北海道    11:15.48
ﾊﾅﾉ ｺｳﾍｲ
岩田  稜央 旭川東高 北海道    11:28.29
ｲﾜﾀ ﾘｮｳ
山本    剛 帯広三条高 北海道 棄権
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ

15 11   403

16 8   562

17   700

12 16   835

13 4   273

14 13   401

9 14   623

10 2   526

11 15   430

6 6   466

7 3   239

8 1   285

3 10   715

4 7   236

5 9   617

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   449

2 12   877

16 17   652

17 2   842

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

13 15    95

14 13   923

15 11   636

10 9   116

11 8    98

12 4   853

7 16   113

8 14    53

9 7   905

4 10   931

5 6    72

6 5   506

1 12   549

2 3    12

3 1   638

2018/09/21 12:10

競技結果        男子            ３０００ｍＳＣ  決勝      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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 12:10

競技結果        男子            ３０００ｍＳＣ  決勝      

 3組

髙橋  歩夢 斜里高 北海道     9:30.06
ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ
中西  人士 白樺学園高 北海道     9:35.84
ﾅｶﾆｼ ﾋﾄｼ
清水  数生 岩見沢東高 北海道     9:45.54
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ
平沼    連 東海大札幌高 北海道     9:52.66
ﾋﾗﾇﾏ ﾚﾝ
釜谷  芽空 東海大札幌高 北海道     9:56.78
ｶﾏﾔ ｶﾞｸ
上田  歩輝 札幌西高 北海道    10:01.35
ｳｴﾀﾞ ｲﾌﾞｷ
河井虎之介 帯広農業高 北海道    10:14.03
ｶﾜｲ ﾄﾗﾉｽｹ
森本  凌功 白樺学園高 北海道    10:18.06
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸ
荒    了奨 大麻高 北海道    10:23.20
ｱﾗ ﾘｮｳｽｹ
内藤  大輝 石狩南高 北海道    10:39.04
ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ
堀内  欧介 北見北斗高 北海道    10:44.01
ﾎﾘｳﾁ ｵｳｽｹ
神谷    燎 別海高 北海道    10:52.84
ｶﾐﾔ ﾘｮｳ
中村  和聖 音更高 北海道    10:59.69
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷﾖ
岩城  宝篤 札幌手稲高 北海道    11:06.34
ｲﾜｷ ﾎｳﾄｸ
仲野  竜也 函館中部高 北海道 失格
ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ T3
遠藤  舜弥 帯広三条高 北海道 途中棄権
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ
髙濱    嶺 北見緑陵高 北海道 棄権
ﾀｶﾊﾏ ﾚｲ
卜部  悠人 札幌山の手高 北海道 棄権
ｳﾗﾍﾞ ﾕｳﾄ

1   805

17   442

14 7   270

10     1

9   692

11 5   776

12 14   928

13 18   722

8 11   773

9 3   327

10 2   391

5 12   460

6 15   206

7 16   706

2 6   770

3 13   497

4 8   459

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 4   847

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

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

小野  光輝 富良野高 北海道    24:23.75
ｵﾉ ｺｳｷ
大森  翔太 函館工業高 北海道    24:37.97
ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ
沖田龍之介 札幌北陵高 北海道    24:47.71
ｵｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
羽生  公樹 富良野高 北海道    25:03.68
ﾊﾆｭｳ ｺｳｷ
三上  紘輝 留萌高 北海道    25:50.42
ﾐｶﾐ ｺｳｷ
笠間  柊哉 遠軽高 北海道    25:57.16
ｶｻﾏ ｼｭｳﾔ
髙野  翔斗 札幌白石高 北海道    26:00.78
ﾀｶﾉ ｼｮｳﾄ
石橋  歩大 帯広柏葉高 北海道    27:02.43
ｲｼﾊﾞｼ ｱﾕﾀ
安藤    築 苫小牧工業高 北海道    27:38.62
ｱﾝﾄﾞｳ ｷｽﾞｸ
藤田  寛大 帯広柏葉高 北海道    27:45.56
ﾌｼﾞﾀ ｶﾝﾀﾞｲ
梶田  大喬 釧路江南高 北海道    28:03.86
ｶｼﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ
北村  竜斗 標茶高 北海道    28:06.48
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ
山田龍之介 室蘭工業高 北海道    29:32.14
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
長谷川幸輝 岩見沢緑陵高 北海道    29:44.60
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｷ
常木  大遥 札幌白石高 北海道    30:34.74
ﾂﾈｷ ﾀｲﾖｳ
伊藤    歩 遠軽高 北海道    31:07.87
ｲﾄｳ ｱﾕﾑ
髙橋  秀斗 札幌北陵高 北海道    32:44.35
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾄ
國松    彬 函館西高 北海道    35:13.66
ｸﾆﾏﾂ ｱｷﾗ
蓮香  優樹 興部高 北海道    38:03.56
ﾊｽｶ ﾕｳｷ
佐々木拓哉 函館水産高 北海道 失格
ｻｻｷ ﾀｸﾔ
渡邊  慎吾 釧路湖陵高 北海道 失格
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ
鈴木  達也 釧路湖陵高 北海道 失格
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
山口  徹太 小樽潮陵高 北海道 失格
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾀ
中谷    開 名寄高 北海道 失格
ﾅｶﾀﾆ ｶｲ

24   642

10   873

16   164

2    31

6   878

18 21    14

19 23   860

16 22   851

17 20   262

14 14   519

15 19   278

12 11   902

13 1    97

10 17   681

11 15   885

8 7   682

9 13   120

6 18   852

7 8   277

4 9   595

5 12   606

2 4    25

3 5   257

記録 備考
1 3   592

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/21 14:26

競技結果        男子            ５０００ｍ競歩  決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



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

帯広農業高 逢坂  凛太 ｵｵｻｶ ﾘﾝﾀ 帯広農業高 北海道       42.83
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       43.99
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

札幌啓成高 高瀬  幸輝 ﾀｶｾ ｺｳｷ 札幌啓成高 北海道       44.29
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

武修館高 小野  翔哉 ｵﾉ ｼｮｳﾔ 武修館高 北海道       44.61
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

旭川実業高 駿河  憲伸 ｽﾙｶﾞ ｹﾝｼﾝ 旭川実業高 北海道       45.55
須賀駿太朗 ｽｶﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 旭川実業高 北海道

北海道 松井  璃来 ﾏﾂｲ ﾘｸ 旭川実業高 北海道
栃谷    歩 ﾄﾁﾀﾆ ｱﾕﾑ 旭川実業高 北海道

倶知安高 山崎  大輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 倶知安高 北海道       46.23
廣瀬伸之輔 ﾋﾛｾ ｼﾝﾉｽｹ 倶知安高 北海道

北海道 桜間  優介 ｻｸﾗﾏ ﾕｳｽｹ 倶知安高 北海道
丹野  珠璃 ﾀﾝﾉ ｼｭﾘ 倶知安高 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       47.21
茂治  快飛 ﾓｼﾞ ｶｲﾄ 岩見沢緑陵高 北海道

北海道 平野  颯大 ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ 岩見沢緑陵高 北海道
山本  敬之 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 岩見沢緑陵高 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       47.29
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

 2組

釧路湖陵高 萩野  颯太 ﾊｷﾞﾉ ｿｳﾀ 釧路湖陵高 北海道       43.93
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       44.70
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
川島  悠太 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀ 札幌南高 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       44.80
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

小樽潮陵高 小澤  広夢 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小樽潮陵高 北海道       45.09
明  倫太郎 ﾐｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 小樽潮陵高 北海道

北海道 石村  嘉基 ｲｼﾑﾗ ﾖｼｷ 小樽潮陵高 北海道
岡  奎一郎 ｵｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 小樽潮陵高 北海道

静内高 藁谷    竜 ﾜﾗﾔ ﾄｵﾙ 静内高 北海道       45.42
若狭  拓人 ﾜｶｻ ﾀｸﾄ 静内高 北海道

北海道 森    大都 ﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ 静内高 北海道
江田  零慈 ｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 静内高 北海道

札幌西高 伊藤  隆大 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌西高 北海道       46.26
髙坂  蓮斗 ﾀｶｻｶ ﾚﾝﾄ 札幌西高 北海道

北海道 大久保航佑 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 札幌西高 北海道
丹後    舜 ﾀﾝｺﾞ ｼｭﾝ 札幌西高 北海道

北見柏陽高 鈴木  悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 北見柏陽高 北海道       46.29
佐藤    亘 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 北見柏陽高 北海道

北海道 渋川  亜勉 ｼﾌﾞｶﾜ ｱﾄﾑ 北見柏陽高 北海道
堂藤  魁人 ﾄﾞｳﾄｳ ｶｲﾄ 北見柏陽高 北海道

士別翔雲高 鈴木  貴斗 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 士別翔雲高 北海道       48.11
尾崎    匠 ｵｻﾞｷ ﾀｸﾐ 士別翔雲高 北海道

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

  635
  634
  633

7 4   803
  797
  802
  794

8 1   637

  124
  130
  128

6 8   213
  212
  216
  207

4 7   162
  166
  163
  160

5 3   125

  228
  229
  230

3 6   433
  432
  431
  438

記録 備考
1 2   883

  874
  875
  872

2 5   221

  177
  178
  179

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名

7 3   518
  527
  520
  522

8 8   176

  613
  616
  612

6 4   192
  183
  190
  191

4 5   941
  938
  940
  943

5 2   615

  355
  356
  348

3 6   249
  245
  250
  247

1 7   707
  718
  708
  709

2 1   358

通過基準  7組  3着 + 3 2018/09/19 16:20

競技結果        男子            ４×１００ｍ    予選      

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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  7組  3着 + 3 2018/09/19 16:20

競技結果        男子            ４×１００ｍ    予選      

 3組

札幌第一高 小原  拓己 ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 札幌第一高 北海道       43.66
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

北広島高 谷内    翔 ﾀﾆｳﾁ ｶｹﾙ 北広島高 北海道       44.63
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

釧路北陽高 伊藤  大輝 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 釧路北陽高 北海道       44.92
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

千歳高 打越  莉玖 ｳﾁｺｼ ﾘｸ 千歳高 北海道       45.11
伊藤  光星 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 千歳高 北海道

北海道 小林  優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 千歳高 北海道
三浦三四郎 ﾐｳﾗ ｻﾝｼﾛｳ 千歳高 北海道

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       45.41
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
浅野  優輝 ｱｻﾉ ﾕｳｷ 白樺学園高 北海道

室蘭清水丘高 阿部  僚平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 室蘭清水丘高 北海道       46.08
本間  寛大 ﾎﾝﾏ ｶﾝﾀ 室蘭清水丘高 北海道

北海道 山代  晴久 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙｸ 室蘭清水丘高 北海道
真田  兼臣 ｻﾅﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 室蘭清水丘高 北海道

名寄産業高 大星  羽丘 ｵｵﾎﾞｼ ﾊｸ 名寄産業高 北海道       48.25
熊田  優斗 ｸﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 名寄産業高 北海道

北海道 谷川  誠弥 ﾀﾆｶﾜ ﾏｻﾔ 名寄産業高 北海道
木村  亮太 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 名寄産業高 北海道

札幌あすかぜ高 山本  祐斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 札幌あすかぜ高 北海道 失格
阿部  拓海 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 札幌あすかぜ高 北海道 R1

北海道 西川    諒 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 札幌あすかぜ高 北海道
弓削  拓己 ﾕｹﾞ ﾀｸﾐ 札幌あすかぜ高 北海道

 4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       42.60
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

函館中部高 滝本  勇樹 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｷ 函館中部高 北海道       44.91
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

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       45.28
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

七飯高 安田  健太 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾀ 七飯高 北海道       45.40
栃木  一輝 ﾄﾁｷﾞ ｶｽﾞｷ 七飯高 北海道

北海道 西村  颯太 ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾀ 七飯高 北海道
長谷川昌彦 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 七飯高 北海道

室蘭栄高 加藤聡一郎 ｶﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 室蘭栄高 北海道       45.53
岡田  京平 ｵｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 室蘭栄高 北海道

北海道 奥田  隼輔 ｵｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 室蘭栄高 北海道
髙橋  歩夢 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ 室蘭栄高 北海道

旭川工業高 佐藤  功基 ｻﾄｳ ｺｳｷ 旭川工業高 北海道       45.57
大槻  雷斗 ｵｵﾂｷ ﾗｲﾄ 旭川工業高 北海道

北海道 丸山  和也 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 旭川工業高 北海道
山本  舜起 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｷ 旭川工業高 北海道

遠別農業高 赤本  涼太 ｱｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 遠別農業高 北海道 失格
中野仙太郎 ﾅｶﾉ ｾﾝﾀﾛｳ 遠別農業高 北海道 R1

北海道 芳賀  郁斗 ﾊｶﾞ ｲｸﾄ 遠別農業高 北海道
竹内  佑希 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 遠別農業高 北海道

網走南ｹ丘高 棄権

北海道

3   664
  666
  667
  662

7

   87
   82
   86

6 8   580
  581
  582
  585

4 5    41
   33
   35
   38

5 2    79

    7
   11
    6

3 6   300
  302
  304
  301

記録 備考
1 1   629

  621
  630
  631

2 4    10

  293
  289
  292

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名

7 1   657
  654
  650
  653

3   288

  760
  761
  765

6 7    93
   94
   92
   90

4 2   343
  340
  341
  342

5 5   769

  367
  369
  368

3 8   918
  917
  921
  915

記録 備考
1 4   426

  421
  422
  423

2 6   373

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名
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P. 3

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  7組  3着 + 3 2018/09/19 16:20

競技結果        男子            ４×１００ｍ    予選      

 5組

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       43.63
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

北海高 菊地  恭大 ｷｸﾁ ｷｮｳﾀ 北海高 北海道       43.74
渡辺  雄大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 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
八戸  乃紀 ﾊﾁﾉﾍ ﾀﾞｲｷ 北海高 北海道

標茶高 根岸    蓮 ﾈｷﾞｼ ﾚﾝ 標茶高 北海道       44.07
熊谷  柊飛 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾄ 標茶高 北海道

北海道 木村  世南 ｷﾑﾗ ｾﾅ 標茶高 北海道
柏原  大輝 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｲｷ 標茶高 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       44.31
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

大麻高 石原  颯真 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾏ 大麻高 北海道       45.05
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

北見北斗高 斎藤  優我 ｻｲﾄｳ ﾕｳｶﾞ 北見北斗高 北海道       45.28
佐藤    碧 ｻﾄｳ ｱｵｲ 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
沢田    凌 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 北見北斗高 北海道

北見緑陵高 棄権

北海道

 6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       41.78
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

札幌北陵高 中島    要 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅﾒ 札幌北陵高 北海道       44.39
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

札幌北高 安本  崇隼 ﾔｽﾓﾄ ｿｳｼｭﾝ 札幌北高 北海道       45.12
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

市立札幌藻岩高 嵐    洸介 ｱﾗｼ ｺｳｽｹ 市立札幌藻岩高 北海道       45.17
大野    陸 ｵｵﾉ ﾘｸ 市立札幌藻岩高 北海道

北海道 栁瀬  友樹 ﾔﾅｾ ﾕｳｷ 市立札幌藻岩高 北海道
小松    温 ｺﾏﾂ ｱﾂｷ 市立札幌藻岩高 北海道

伊達緑丘高 岡田  恭季 ｵｶﾀﾞ ﾄｼｷ 伊達緑丘高 北海道       46.00
廣瀬  滉二 ﾋﾛｾ ｺｳｼﾞ 伊達緑丘高 北海道

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

帯広三条高 岩崎  圭 ｲﾜｻｷ ｹｲ 帯広三条高 北海道       50.32
三品  颯樹 ﾐｼﾅ ｻﾂｷ 帯広三条高 北海道

北海道 河合  航希 ｶﾜｲ ｺｳｷ 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

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 途中棄権
松橋  未来 ﾏﾂﾊｼ ﾐﾗｲ 帯広大谷高 北海道

北海道 上山  孝太 ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 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

  699
  694
  696

8   758
  748
  752
  749

5 4   107
  111
  102
  103

6 3   691

  235
  238
  234

4 5   407
  404
  410
  408

  143
2 6   253

  254
  256
  261

3 2   237

競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 7   153

  141
  156

7

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ

  332
  333
  328

6 6   790
  780
  784
  777

4 2   556
  553
  554
  552

5 8   329

  481
  480
  472

3 3   907
  906
  903
  901

記録 備考
1 4    17

   26
   24
   27

2 5   478

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名
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P. 4

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  7組  3着 + 3 2018/09/19 16:20

競技結果        男子            ４×１００ｍ    予選      

 7組

大樹高 野澤  竜星 ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 大樹高 北海道       44.49
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

砂川高 笹木  颯太 ｻｻｷ ｿｳﾀ 砂川高 北海道       45.66
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

富良野高 中嶋    寛 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝ 富良野高 北海道       45.84
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

市立函館高 太田健太郎 ｵｵﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 市立函館高 北海道       48.01
山端    駿 ﾔﾏﾊﾀ ﾊﾔﾄ 市立函館高 北海道

北海道 佐々木貴史 ｻｻｷ ﾀｶﾌﾐ 市立函館高 北海道
服部冴汰郎 ﾊｯﾄﾘ ｺﾀﾛｳ 市立函館高 北海道

立命館慶祥高 瀬川  純平 ｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 立命館慶祥高 北海道       54.14
鷹    祥永 ﾀｶ ｼｮｳｴｲ 立命館慶祥高 北海道

北海道 井澤    真 ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 立命館慶祥高 北海道
長野    超 ﾅｶﾞﾉ ｺﾕﾙ 立命館慶祥高 北海道

旭川永嶺高 竹永    竜 ﾀｹﾅｶﾞ ﾘｭｳ 旭川永嶺高 北海道 失格
中井    櫻 ﾅｶｲ ｻｸﾗ 旭川永嶺高 北海道 R1

北海道 松本  将弥 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ 旭川永嶺高 北海道
菅原生天綺 ｽｶﾞﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 旭川永嶺高 北海道

雄武高 伊藤  宏太 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 雄武高 北海道 棄権
橋本  悠利 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾘ 雄武高 北海道

北海道 村上真裟斗 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄ 雄武高 北海道
久慈  力椰 ｸｼﾞ ﾘｷﾔ 雄武高 北海道

  863
  864
  862

4   575
  578
  579
  576

8   861

   48
   45
   46

5 7   493
  491
  492
  488

3 2   593
  596
  598
  594

4 3    49

  726
  734
  730

2 5   536
  533
  532
  537

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 6   731
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P. 1

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

  596
  598
  594

7 8   249
  245
  250
  247

8 2   593

   26
   24
   27

6 1   556
  553
  554
  552

4 3   253
  254
  256
  261

5 5    17

  355
  356
  348

3 7   907
  901
  903
  906

記録 備考
1 4   707

  718
  708
  709

2 6   358

  533
  532
  537

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名

7 8   433
  432
  431
  438

8 7   531

  302
  304
  301

6 1   941
  938
  940
  943

4 5   373
  367
  369
  368

5 2   300

  421
  422
  423

3 4   478
  472
  480
  482

1 3   629
  621
  630
  631

2 6   426

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    

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考
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P. 2

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

  235
  238
  234

7 1   329
  332
  333
  328

8 2   237

  917
  921
  915

6 7    10
    7
   11
    6

4 6   731
  726
  734
  730

5 8   918

  874
  875
  872

3 5   221
  228
  229
  225

記録 備考
1 3   153

  141
  156
  143

2 4   883

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名
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P. 1

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

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       41.82
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

帯広農業高 逢坂  凛太 ｵｵｻｶ ﾘﾝﾀ 帯広農業高 北海道       42.46
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

北海高 菊地  恭大 ｷｸﾁ ｷｮｳﾀ 北海高 北海道       42.96
坂本  裕介 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 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
八戸  乃紀 ﾊﾁﾉﾍ ﾀﾞｲｷ 北海高 北海道

恵庭南高 佐藤  友麻 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 恵庭南高 北海道       43.36
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

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       43.47
武島  圭汰 ﾀｹｼﾏ ｹｲﾀ 旭川大学高 北海道

北海道 平田  陽太 ﾋﾗﾀ ﾖｳﾀ 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       43.67
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

釧路湖陵高 萩野  颯太 ﾊｷﾞﾉ ｿｳﾀ 釧路湖陵高 北海道       43.71
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       43.72
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

  228
  229
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  874
  875
  872

8 1   221

  421
  422
  423

7 6   883

  630
  624
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6 8   426

  355
  356
  348

5 5   629

  470
  480
  472

4 7   358

  718
  708
  709

3 2   478

  141
  156
  143

2 4   707

所属団体名 記録 備考
1 3   153

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者

2018/09/20 16:12

競技結果        男子            ４×１００ｍ    決勝      
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P. 1

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

8 6   553
  556
  557
  558

  812
  813
  809

7 8   518
  525
  524
  523

5 2   837
  836
  841
  835

6 5   806

  544
  542
  540

4 4   125
  124
  123
  128

  733
2 3   820

  819
  818
  817

3 1   541

競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 7   735

  730
  731

7 2   672
  675
  673
  670

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ

  634
  635
  636

6 7   183
  186
  185
  184

4 4   649
  648
  643
  644

5 8   633

  847
  849
  846

3 5   176
  177
  178
  179

1 3   758
  754
  755
  749

2 6   848

2018/09/21 15:37

競技結果        男子            ４×４００ｍ    決勝      

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

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      

 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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競技結果        男子            ４×４００ｍ    決勝      

 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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P. 4

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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5 8   221
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6 7   629

  480
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4 2   455
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2 3   485
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3 5   476

競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 4   152
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順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ
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