
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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

 1組
1m75 1m80

大沼  樹生 帯広柏葉高 - o   1.80
ｵｵﾇﾏ ﾀﾂｷ

北海道
臼井丞太朗 恵庭南高 o o   1.80
ｳｽｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

北海道
和田  佳祐 東海大札幌高 o o   1.80
ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ

北海道
小田原悠太 札幌山の手高 o o   1.80
ｵﾀﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ

北海道
佐藤    碧 北見北斗高 xo o   1.80
ｻﾄｳ ｱｵｲ

北海道
五十嵐稜馬 札幌啓成高 o xxo   1.80
ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳﾏ

北海道
岩本  悠椰 小樽水産高 o xxo   1.80
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾔ

北海道
池田  盛那 札幌国際情報高 o xxo   1.80
ｲｹﾀﾞ ｾﾅ

北海道
泉谷  陽介 旭川永嶺高 xo xxo   1.80
ｲｽﾞﾐﾔ ﾖｳｽｹ

北海道
小玉  幹太 岩見沢東高 xxo xxo   1.80
ｺﾀﾞﾏ ｶﾝﾀ

北海道
根本    凌 札幌丘珠高 o xxx   1.75
ﾈﾓﾄ ﾘｮｳ

北海道
森田  海斗 鹿追高 o xxx   1.75
ﾓﾘﾀ ｶｲﾄ

北海道
梶原  幹太 北見柏陽高 xxo xxx   1.75
ｶｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ

北海道
髙橋  悠希 北見北斗高 xxx    記録なし
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

北海道
厚谷  龍馬 岩見沢西高 xxx    記録なし
ｱﾂﾔ ﾘｭｳﾏ

北海道
吹浦  駿介 苫小牧工業高 xxx    記録なし
ﾌｷｳﾗ ｼｭﾝｽｹ

北海道
西元  一貴 名寄高 xxx    記録なし
ﾆｼﾓﾄ ｲｯｷ

北海道
山家  裕樹 弟子屈高 xxx    記録なし
ﾔﾏｶﾞ ﾕｳｷ

北海道
紺谷倖士郎 北海道栄高 xxx    記録なし
ｺﾝﾔ ｺｳｼﾛｳ

北海道
保志  祐輔 広尾高 xxx    記録なし
ﾎｼ ﾕｳｽｹ

北海道
山本  辰馬 苫小牧南高 xxx    記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾏ

北海道
川岡  士真 北海高 xxx    記録なし
ｶﾜｵｶ ｼﾏ

北海道
塩﨑  怜央 釧路北陽高    棄権
ｼｵｻﾞｷ ﾚｵ

北海道

19  479

3  913

12  150

15  736

17  118

7  119

8  641

10  909

13 20  796

5  787

6  505

10 14  501

11 2  274

11 21  723

6 23  173

6 24  303

9 18  573

1 22  447

5 1  780

6 4  244

1 11  676

1 13  346

1 16  452

標準記録    1.80m 2018/09/20 11:09

競技結果        男子            走高跳          予選      

順位 試技 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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

標準記録    1.80m 2018/09/20 11:09

競技結果        男子            走高跳          予選      

 1組
1m75 1m80

蛯澤  快斗 立命館慶祥高    棄権
ｴﾋﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ

北海道

氏  名 所属団体名 記録 備考

9  487

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 3

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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

標準記録    1.80m 2018/09/20 11:09

競技結果        男子            走高跳          予選      

 2組
1m75 1m80

後藤  優弥 札幌大谷高 o o   1.80
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ

北海道
伊藤    凜 旭川大学高 --- o   1.80
ｲﾄｳ ﾘﾝ

北海道
佐藤  涼太 網走桂陽高 o o   1.80
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

北海道
藤丸  洸雅 留萌高 o o   1.80
ﾌｼﾞﾏﾙ ｺｳｶﾞ

北海道
川島  太陽 函館高等専門 --- xo   1.80
ｶﾜｼﾏ ﾀｲﾖｳ

北海道
神    裕馬 札幌新陽高 o xo   1.80
ｼﾞﾝ ﾕｳﾏ

北海道
上尾ｶﾑﾅ 旭川大学高 o xxo   1.80
ｳｴｵ ｶﾑﾅ

北海道
正木  大翔 札幌丘珠高 --- xxo   1.80
ﾏｻｷ ﾀﾞｲﾄ

北海道
高橋  玲次 江差高 o xxx   1.75
ﾀｶﾊｼ ﾚｲｼﾞ

北海道
森    優馬 白樺学園高 o xxx   1.75
ﾓﾘ ﾕｳﾏ

北海道
武田    周 札幌東陵高 o xxx   1.75
ﾀｹﾀﾞ ﾒｸﾞﾙ

北海道
佐藤  亮太 苫小牧西高 o xxx   1.75
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

北海道
吉田  拓馬 帯広南商業高 xxx    記録なし
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ

北海道
渡邊  宗樹 長沼高 xxx    記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ

北海道
開米  尚斗 帯広三条高 xxx    記録なし
ｶｲﾏｲ ﾅｵﾄ

北海道
阿部  僚平 室蘭清水丘高 xxx    記録なし
ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ

北海道
内田  卓人 岩見沢西高 xxx    記録なし
ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾄ

北海道
野崎  健斗 霧多布高 xxx    記録なし
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾄ

北海道
沼田  陵佑 北見柏陽高 xxx    記録なし
ﾇﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ

北海道
山崎  大輝 倶知安高 xxx    記録なし
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ

北海道
臼井  貴将 網走南ｹ丘高 xxx    記録なし
ｳｽｲ ﾀｶﾉﾌﾞ

北海道
野澤  竜星 大樹高    棄権
ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ

北海道
海老名康太 函館中部高    棄権
ｴﾋﾞﾅ ｺｳﾀ

北海道

6  731

16    6

21  795

22  192

23  833

10   93

17  503

19  927

1  746

8  513

9  703

9 12  772

9 18  280

9 20  115

7 13  627

7 14  275

9 5   55

1 11  608

5 3   77

5 15  419

1 2  412

1 4  618

1 7  841

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

1m80 1m85 1m88 1m91 1m94 1m97 2m00 2m03 2m06 2m09
2m12

伊藤    凜 旭川大学高 o xo o o xxx   1.91
ｲﾄｳ ﾘﾝ

北海道
和田  佳祐 東海大札幌高 o xo xxo xxo xxx   1.91
ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ

北海道
大沼  樹生 帯広柏葉高 xo xo xo xxx   1.88
ｵｵﾇﾏ ﾀﾂｷ

北海道
岩本  悠椰 小樽水産高 o o xxx   1.85
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾔ

北海道
神    裕馬 札幌新陽高 o o xxx   1.85
ｼﾞﾝ ﾕｳﾏ

北海道
川島  太陽 函館高等専門 o xo xxx   1.85
ｶﾜｼﾏ ﾀｲﾖｳ

北海道
後藤  優弥 札幌大谷高 o xo xxx   1.85
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ

北海道
小田原悠太 札幌山の手高 o xxo xxx   1.85
ｵﾀﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ

北海道
池田  盛那 札幌国際情報高 o xxx   1.80
ｲｹﾀﾞ ｾﾅ

北海道
佐藤    碧 北見北斗高 o xxx   1.80
ｻﾄｳ ｱｵｲ

北海道
臼井丞太朗 恵庭南高 xo xxx   1.80
ｳｽｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

北海道
藤丸  洸雅 留萌高 xo xxx   1.80
ﾌｼﾞﾏﾙ ｺｳｶﾞ

北海道
佐藤  涼太 網走桂陽高 xxx    記録なし
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

北海道
小玉  幹太 岩見沢東高 xxx    記録なし
ｺﾀﾞﾏ ｶﾝﾀ

北海道
泉谷  陽介 旭川永嶺高 xxx    記録なし
ｲｽﾞﾐﾔ ﾖｳｽｹ

北海道
正木  大翔 札幌丘珠高 xxx    記録なし
ﾏｻｷ ﾀﾞｲﾄ

北海道
上尾ｶﾑﾅ 旭川大学高 xxx    記録なし
ｳｴｵ ｶﾑﾅ

北海道
五十嵐稜馬 札幌啓成高 xxx    記録なし
ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳﾏ

北海道

18  244

14  275

15  627

3  501

5  573

11 10  608

1  841

9 12  780

11 9  346

8 17  447

9 4  303

6 8   77

6 16  412

4 6  173

4 13  419

2 11  452

3 2  676

記録 備考

1 7  618

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/20 14:29

競技結果        男子            走高跳          決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
跳躍審判長
記録主任

3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00 4m10 4m20 4m30
4m40 4m50 4m60 4m70 4m86

玉置  大介 札幌南高 - - - - - - - - o -   4.70
ﾀﾏｷ ﾀﾞｲｽｹ o xxo xo xxo xxx

北海道
近藤  崇仁 大麻高 - - - - - - - - xo -   4.40
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ o - xxx

北海道
吉井  海人 札幌東商業高 - - - - - - xo o xo o   4.40
ﾖｼｲ ｶｲﾄ xo xr

北海道
廣瀨  慧来 網走南ｹ丘高 - - - - - - xxo o xxx   4.10
ﾋﾛｾ ｼｭｲ

北海道
江上  宏太 岩見沢緑陵高 - - o - o o xxo xxx   4.00
ｴｶﾞﾐ ｺｳﾀ

北海道
阿部  智也 札幌山の手高 - - o - xo o xxo xxx   4.00
ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔ

北海道
田中  朝陽 滝川高 - xo xxo o xo o xxo xxx   4.00
ﾀﾅｶ ｱｻﾋ

北海道
鈴木  隆成 帯広三条高 - o xo xo xo xxo xxx   3.90
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

北海道
髙橋  寛磨 岩見沢緑陵高 - o o xo o xxx   3.80
ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ

北海道
小路  大貴 大麻高 xxo xxo xo o o xxx   3.80
ｼｮｳｼﾞ ﾀﾞｲｷ

北海道
石井建太朗 網走南ｹ丘高 - - o o xo xxx   3.80
ｲｼｲ ｹﾝﾀﾛｳ

北海道
圓山  遥斗 札幌国際情報高 o o o o xxo xxx   3.80
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾄ

北海道
駒形  昂俊 市立札幌平岸高 xo o o xxx   3.60
ｺﾏｶﾞﾀ ｱｷﾄｼ

北海道
佐藤  奨悟 知内高 xxo o xxx   3.50
ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

北海道
佐々木優太 釧路江南高 xxx    記録なし
ｻｻｷ ﾕｳﾀ

北海道
太田  敬久 江陵高 xxx    記録なし
ｵｵﾀ ﾀｶﾋｻ

北海道
神田    嵐 檜山北高 xxx    記録なし
ｶﾝﾀﾞ ｱﾗｼ

北海道
佐藤  陽来 羽幌高 xxx    記録なし
ｻﾄｳ ﾋﾗｲ

北海道
田口  那樹 釧路江南高 xxx    記録なし
ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ

北海道
阿部  優斗 遠軽高 xxx    記録なし
ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ

北海道
加藤  滉貴 札幌手稲高 xxx    記録なし
ｶﾄｳ ｺｳｷ

北海道

17  855

20  271

10  610

11  891

3  775

5   59

14 21   51

1  886

12 2  311

13 13  400

10 18  337

11 19  831

8 15  695

9 4  518

6 14  448

7 12  529

4 7  828

5 9  523

2 16  330

3 6  319

記録 備考

1 8  220

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2018/09/19 16:24

競技結果        男子            棒高跳          決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
跳躍審判長
記録主任

 1組

伊藤    駿 恵庭南高 北海道   6.54
ｲﾄｳ ｼｭﾝ   +2.4
久保田将也 帯広柏葉高 北海道   6.38
ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾔ   +0.2
田畑  皓平 浦河高 北海道   6.38
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ   -0.2
山本凛太郎 網走南ｹ丘高 北海道   6.32
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ   +1.1
藤岡  勇成 岩見沢緑陵高 北海道   6.29
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｾｲ   +2.0
小野  郁真 富良野高 北海道   6.28
ｵﾉ ｲｸﾏ   +1.8
小野  翔哉 武修館高 北海道   6.22
ｵﾉ ｼｮｳﾔ   +1.8
菊地  恭大 北海高 北海道   6.22
ｷｸﾁ ｷｮｳﾀ   +4.7
猿山柊一朗 札幌静修高 北海道   6.20
ｻﾙﾔﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ   +0.3
瓜生真留人 函館中部高 北海道   5.94
ｳﾘｭｳ ﾏﾙﾄ   +0.2
奥谷    涼 深川西高 北海道   5.87
ｵｸﾔ ﾘｮｳ   -0.3
阿部  龍弥 北星大附属高 北海道   5.87
ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾔ   -0.2
松浦  択射 札幌国際情報高 北海道   5.78
ﾏﾂｳﾗ ﾀｸｲ   -0.9
山代  晴久 室蘭清水丘高 北海道   5.77
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙｸ   -0.9
大塲  真輝 恵庭北高 北海道   5.74
ｵｵﾊﾞ ﾏｻｷ   +2.3
佐久間晴也 小樽水産高 北海道   5.70
ｻｸﾏ ｾｲﾔ   +1.6
林    周矢 岩見沢東高 北海道   5.69
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾔ   +1.3
村田  雷蔵 室蘭栄高 北海道   5.65
ﾑﾗﾀ ﾗｲｿﾞｳ   +1.5
瀬川  純平 立命館慶祥高 北海道   5.59
ｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   +0.9
竹永    竜 旭川永嶺高 北海道   5.59
ﾀｹﾅｶﾞ ﾘｭｳ   +3.1
笈田    朴 小樽潮陵高 北海道   5.40
ｵｲﾀ ｽﾅｵ   +1.5
折田  大也 名寄高 北海道    記録なし
ｵﾘﾀ ﾋﾛﾔ       
川村  兵吾 霧多布高 北海道    棄権
ｶﾜﾑﾗ ﾋｮｳｺﾞ       

23  926          
                  

19  645    x    x    x
                  

21 3  161   5.26    -   5.40
  -2.6         +1.5

20 21  575    x    x   5.59
              +3.1

19 17  493    x   5.59   3.12
        +0.9   -0.8

18 15   88   5.49   5.65   5.44
  +1.4   +1.5   -0.7

17 9  502   5.69   5.48   5.67
  +1.3   +0.7   +1.1

16 14  176   5.56    x   5.70
  +1.0         +1.6

15 12  366   5.74   5.62   5.71
  +2.3   +1.0   +0.2

14 13   92    x   5.66   5.77
        +0.8   -0.9

13 18  300   5.72    x   5.78
  -2.4         -0.9

11 16  465    x    x   5.87
              -0.2

11 4  545    x   5.87    x
        -0.3       

10 7    8   5.94   5.89    x
  +0.2   +1.2       

9 5  416   6.20    x    x
  +0.3             

8 6  478   6.09   6.22   4.53
  -0.9   +4.7   -2.1

7 8  941   6.22    x   6.11
  +1.8         -1.5

6 22  594   6.03   6.24   6.28
  -0.3   +0.8   +1.8

5 10  521   6.17   6.20   6.29
  +0.1   +0.8   +2.0

4 11  827   6.32   6.06    -
  +1.1   -0.5       

3 1  131   5.93   6.16   6.38
  -0.8   +0.7   -0.2

2 2  683   6.32   6.38    
  +0.8   +0.2       

1 20  348   6.28   6.54    
  +0.7   +2.4       

標準記録    6.35m 2018/09/19 13:51

競技結果        男子            走幅跳          予選      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 2

招集所審判長
跳躍審判長
記録主任

標準記録    6.35m 2018/09/19 13:51

競技結果        男子            走幅跳          予選      

 2組

平田  陽太 旭川大学高 北海道   6.49
ﾋﾗﾀ ﾖｳﾀ   +2.5
佐藤  三太 函館工業高 北海道   6.39
ｻﾄｳ ｻﾝﾀ   -0.6
山崎  凱士 札幌第一高 北海道   6.36
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ   +1.7
小山内祐人 帯広三条高 北海道   6.33
ｵｻﾅｲ ﾕｳﾄ   +1.2
平間  壮悟 大樹高 北海道   6.19
ﾋﾗﾏ ｿｳｺﾞ   +0.2
橋本  悠利 雄武高 北海道   6.18
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾘ   +1.9
近藤    翼 江差高 北海道   6.16
ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ   +1.2
吉川  昂輝 函館高等専門 北海道   6.15
ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ   -0.3
河原    楓 深川西高 北海道   6.10
ｶﾜﾊﾗ ｶｴﾃﾞ   +1.3
石井  健人 北広島高 北海道   6.09
ｲｼｲ ｹﾝﾄ   -0.3
速水    司 池田高 北海道   6.02
ﾊﾔﾐｽﾞ ﾂｶｻ   +1.0
武島  圭汰 旭川大学高 北海道   5.96
ﾀｹｼﾏ ｹｲﾀ   +1.7
土門  樹央 美幌高 北海道   5.90
ﾄﾞﾓﾝ ｼﾞｭｵ   +0.8
平吹  鷹也 北見柏陽高 北海道   5.88
ﾋﾗﾌﾞｷ ﾀｶﾔ   +0.7
土谷空飛夢 枝幸高 北海道   5.73
ﾂﾁﾔ ｱﾄﾑ   -1.6
大野    陸 市立札幌藻岩高 北海道   5.73
ｵｵﾉ ﾘｸ   -0.5
石村  嘉基 小樽潮陵高 北海道   5.59
ｲｼﾑﾗ ﾖｼｷ   +0.3
飯山  晃多 札幌月寒高 北海道   5.58
ｲｲﾔﾏ ｺｳﾀ   +1.3
萩野  颯太 釧路湖陵高 北海道   5.42
ﾊｷﾞﾉ ｿｳﾀ   +1.1
矢口  航大 北海道栄高 北海道   5.39
ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ   -0.3
谷川  誠弥 名寄産業高 北海道   4.15
ﾀﾆｶﾜ ﾏｻﾔ   -0.5
工藤  央翔 恵庭南高 北海道    棄権
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ       
石井建太朗 網走南ｹ丘高 北海道    棄権
ｲｼｲ ｹﾝﾀﾛｳ       

13  831          
                  

16  354          
                  

21 12  650    x    x   4.15
              -0.5

20 6  146    x   5.39   5.33
        -0.3   -2.4

19 21  883    x    x   5.42
              +1.1

18 19  243   5.58    r    r
  +1.3             

17 9  163    x   5.59   5.57
        +0.3   +0.8

16 2  404    x    x   5.73
              -0.5

15 7  674   5.73   5.73   5.22
  -1.2   -1.6   -1.2

14 17  800   5.16    x   5.88
  +0.9         +0.7

13 1  826   4.31   5.90   5.63
  -3.0   +0.8   -0.4

12 20  630   5.84    x   5.96
  +1.9         +1.7

11 23  740   5.95   6.02   5.59
  +2.4   +1.0   +0.4

10 3  369   6.07   6.09   5.84
  +1.7   -0.3   -2.1

9 22  547    x   6.06   6.10
        +0.1   +1.3

8 5   76   6.15   6.13    x
  -0.3   +2.4       

7 14   52   5.88   6.16   6.01
  +3.3   +1.2   +1.0

6 11  863   6.18    x   5.53
  +1.9         -1.3

5 8  734   6.19   6.15   5.97
  +0.2   +0.7   -1.2

4 18  702   6.33   6.01   6.02
  +1.2   -0.4   -0.9

3 10  423   6.19   6.36    
  +0.6   +1.7       

2 15   26    x   6.39    
        -0.6       

備考

1 4  624   6.12   6.49    
  -0.6   +2.5       

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
跳躍審判長
記録主任

佐藤  三太 函館工業高 北海道   6.53    x   6.82   6.82
ｻﾄｳ ｻﾝﾀ   +0.1         -0.5   -0.5
平田  陽太 旭川大学高 北海道   6.38   6.49   6.70   6.70
ﾋﾗﾀ ﾖｳﾀ   -0.6   -1.5   +0.1   +0.1
伊藤    駿 恵庭南高 北海道   6.44    x   6.49   6.49
ｲﾄｳ ｼｭﾝ   -0.2         -0.1   -0.1
小山内祐人 帯広三条高 北海道   6.38    x   6.26   6.44
ｵｻﾅｲ ﾕｳﾄ   +1.7         +1.5   +1.7
田畑  皓平 浦河高 北海道   6.43   6.34   6.14   6.43
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ   +1.2   -0.8   -0.2   +1.2
小野  翔哉 武修館高 北海道   6.14   6.13   6.35   6.40
ｵﾉ ｼｮｳﾔ   +2.1    0.0   +0.9   +1.5
山本凛太郎 網走南ｹ丘高 北海道   6.01   6.25   6.04   6.35
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ   +1.5   +0.5   +0.2   +1.6
藤岡  勇成 岩見沢緑陵高 北海道   5.84   6.05   5.98   6.27
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｾｲ   +0.3   +0.1   +1.1   +0.2
久保田将也 帯広柏葉高 北海道            6.23
ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾔ                     -0.3
小野  郁真 富良野高 北海道            6.13
ｵﾉ ｲｸﾏ                     -0.4
菊地  恭大 北海高 北海道            6.12
ｷｸﾁ ｷｮｳﾀ                     -0.5
山崎  凱士 札幌第一高 北海道            5.96
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ                     -0.4

12 8  423   5.96   5.86    x
  -0.4   -1.0       

11 7  478   6.06   6.12    x
   0.0   -0.5       

10 3  594   4.98   6.13    x
  +1.1   -0.4       

9 1  683   6.07   5.98   6.23
  +0.2   +0.6   -0.3

8 4  521   6.27    x   5.95
  +0.2         +2.4

7 5  827   6.31   6.04   6.35
  -0.1   +1.1   +1.6

6 11  941    x    x   6.40
              +1.5

5 9  131   6.27   6.06   6.35
  -1.2   +3.2   +0.8

4 6  702   6.18   6.44   5.78
  -0.4   +1.7   +2.6

3 10  348    x   5.83   6.43
        +1.2   -0.3

2 2  624   6.64   6.27   6.45
  +1.4   -0.7   -1.5

1 12   26    x   6.45   6.65
        -0.1   +1.4

2018/09/19 15:03

競技結果        男子            走幅跳          決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

 1組

今井  健斗 札幌手稲高 北海道  12.99
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ   +0.8
山本凛太郎 網走南ｹ丘高 北海道  12.95
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ   -0.3
安本  崇隼 札幌北高 北海道  12.89
ﾔｽﾓﾄ ｿｳｼｭﾝ   +0.2
山崎  凱士 札幌第一高 北海道  12.88
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ   +0.7
田畑  皓平 浦河高 北海道  12.72
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ   +1.0
小野  郁真 富良野高 北海道  12.71
ｵﾉ ｲｸﾏ   +1.3
飯山  晃多 札幌月寒高 北海道  12.50
ｲｲﾔﾏ ｺｳﾀ   +0.6
大野    陸 市立札幌藻岩高 北海道  12.48
ｵｵﾉ ﾘｸ   +0.2
吉川  昂輝 函館高等専門 北海道  12.40
ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ   -1.1
五十嵐稜馬 札幌啓成高 北海道  12.38
ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳﾏ   -0.3
平田  陽太 旭川大学高 北海道  12.20
ﾋﾗﾀ ﾖｳﾀ   +2.4
猿山柊一朗 札幌静修高 北海道  12.17
ｻﾙﾔﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ   +1.2
佐々木  響 札幌あすかぜ高 北海道  11.87
ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ   -0.2
山澤  怜苑 釧路江南高 北海道  11.84
ﾔﾏｻﾞﾜ ﾚｵﾝ   +0.4
原田  雲向 女満別高 北海道  11.79
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｸﾐ   +0.6
西村  楓斗 七飯高 北海道  11.70
ﾆｼﾑﾗ ｶｲﾄ   -0.7
佐藤渓士郎 釧路湖陵高 北海道  11.69
ｻﾄｳ ｹｲｼﾛｳ   +0.1
藤沢    心 小樽水産高 北海道  11.57
ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾝ   -0.2
村上真裟斗 雄武高 北海道  11.56
ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄ   +0.3
猪狩  健太 大谷室蘭高 北海道  11.45
ｲｶﾞﾘ ｹﾝﾀ   +0.4
髙橋  悠希 北見北斗高 北海道  11.38
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ   +0.3
折田  大也 名寄高 北海道  11.18
ｵﾘﾀ ﾋﾛﾔ   +0.6
竹永    竜 旭川永嶺高 北海道    記録なし
ﾀｹﾅｶﾞ ﾘｭｳ       
阿部  夕朔 枝幸高 北海道    記録なし
ｱﾍﾞ ﾕｳｻｸ       
小林  拓暉 登別明日中等 北海道    記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ       

23  101    x    x    x
                  

14  671    x    x    x
                  

6  575    x    x    x
                  

22 2  645    x    x  11.18
              +0.6

21 4  787  11.38  11.07    x
  +0.3   +0.6       

20 19  134  11.45    x  11.19
  +0.4         +0.9

19 1  864    x  11.56    x
        +0.3       

18 10  179    x  11.57    x
        -0.2       

17 15  881  11.66  11.08  11.69
  -1.0   +1.1   +0.1

16 7   36    x    x  11.70
              -0.7

15 16  844  11.32  11.50  11.79
  -0.2   -0.2   +0.6

14 13  893    x  11.46  11.84
        -0.9   +0.4

13 3  290  11.53  11.71  11.87
  -1.2   +1.3   -0.2

12 8  416  12.17  12.04  11.68
  +1.2   +0.3   -0.8

11 17  624    x  11.80  12.20
        +0.7   +2.4

10 11  244  11.56  11.85  12.38
  -0.4   -0.5   -0.3

9 12   76  11.98  12.40  11.97
  -1.0   -1.1   -0.3

8 25  404  12.48  12.08  11.69
  +0.2   +0.6   -0.6

7 20  243    x  12.50  12.29
        +0.6   +0.9

6 22  594  12.71       
  +1.3             

5 9  131  12.72       
  +1.0             

4 24  423  12.88       
  +0.7             

3 21  237    x  12.89    
        +0.2       

2 18  827  12.95       
  -0.3             

1 5  269  12.99       
  +0.8             

標準記録    12.70m 2018/09/21 11:03

競技結果        男子            三段跳          予選      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

標準記録    12.70m 2018/09/21 11:03

競技結果        男子            三段跳          予選      

 2組

工藤  央翔 恵庭南高 北海道  13.02
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ   +0.9
根本    凌 札幌丘珠高 北海道  12.96
ﾈﾓﾄ ﾘｮｳ    0.0
奥谷    涼 深川西高 北海道  12.70
ｵｸﾔ ﾘｮｳ   +0.5
西垣    隼 帯広三条高 北海道  12.63
ﾆｼｶﾞｷ ﾊﾔﾄ   +1.0
伊藤  拓磨 網走南ｹ丘高 北海道  12.61
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ   -0.1
斎藤  瑠希 帯広農業高 北海道  12.61
ｻｲﾄｳ ﾙｷ   +0.8
田宮  保孝 帯広柏葉高 北海道  12.42
ﾀﾐﾔ ﾔｽﾀｶ   -0.1
髙嶋  晃琉 市立札幌旭丘高 北海道  12.37
ﾀｶｼﾏ ﾋｶﾙ   +0.3
久保田将也 帯広柏葉高 北海道  12.27
ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾔ   -0.3
山端    駿 市立函館高 北海道  12.26
ﾔﾏﾊﾀ ﾊﾔﾄ   +0.6
柏原  大輝 標茶高 北海道  12.02
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｲｷ   +0.2
山代  晴久 室蘭清水丘高 北海道  11.90
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙｸ   +1.1
石村  嘉基 小樽潮陵高 北海道  11.79
ｲｼﾑﾗ ﾖｼｷ   +0.7
十文字秀斗 七飯高 北海道  11.78
ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ｼｭｳﾄ   +0.1
沼田  陵佑 北見柏陽高 北海道  11.66
ﾇﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ   +0.8
沼田倫太朗 立命館慶祥高 北海道  11.66
ﾇﾏﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ   +1.0
落安  康太 浦河高 北海道  11.47
ｵﾁﾔｽ ｺｳﾀ   +1.3
永田森太郎 北海道栄高 北海道  11.45
ﾅｶﾞﾀ ｼﾝﾀﾛｳ   +0.7
伊藤    凜 旭川大学高 北海道  11.42
ｲﾄｳ ﾘﾝ   +0.5
桑原琳太朗 砂川高 北海道  11.28
ｸﾜﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ   -0.2
土谷    大 小樽潮陵高 北海道  11.25
ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲ   +0.9
今井  瑞貴 岩見沢東高 北海道  11.24
ｲﾏｲ ﾐｽﾞｷ   -0.1
越智  達也 岩見沢緑陵高 北海道  11.13
ｵﾁ ﾀﾂﾔ   +0.9
菅野  雅貴 釧路高等専門 北海道    記録なし
ｶﾝﾉ ﾏｻｷ       

3  944    x    x    x
                  

23 9  525  11.13    x    x
  +0.9             

22 7  495    x    x  11.24
              -0.1

21 23  168  11.25    x  11.19
  +0.9         +1.1

20 16  535  11.28    x    x
  -0.2             

19 13  618    x  11.15  11.42
        +0.1   +0.5

18 17  148  11.28    x  11.45
   0.0         +0.7

17 10  132  11.14  11.20  11.47
  -1.0   -1.2   +1.3

16 8  494  11.66  11.17  11.17
  +1.0    0.0   -0.5

15 2  795  11.66    x  11.35
  +0.8         +0.5

14 1   32    x  11.78  11.61
        +0.1    0.0

13 12  163  11.64  11.79  11.07
  -0.6   +0.7   +0.7

12 5   92  11.90  11.47  11.76
  +1.1   +2.0   -1.0

11 24  901  12.02  11.84    x
  +0.2   +0.4       

10 6   48  12.26  11.83    x
  +0.6   +1.4       

9 21  683  12.16    x  12.27
  +1.1         -0.3

8 4  394  12.37    x  12.10
  +0.3         -0.1

7 20  678    x    x  12.42
              -0.1

6 15  710    x  12.61  12.20
        +0.8   +0.7

5 19  832  12.51  12.61    x
  +1.0   -0.1       

4 22  704  12.63    x  12.09
  +1.0         -0.6

3 18  545  12.70       
  +0.5             

2 11  274  12.59  12.96    
  -0.7    0.0       

備考

1 14  354  12.54  12.45  13.02
  -0.8    0.0   +0.9

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 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
跳躍審判長 中田　光哉
記録主任 佐々木　務

山本凛太郎 網走南ｹ丘高 北海道  13.51    -  13.36  13.71
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ   +1.6         +3.9   +2.4
工藤  央翔 恵庭南高 北海道  12.88  12.95  12.94  13.41
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ   +0.9   -0.5   +1.9   +0.8
安本  崇隼 札幌北高 北海道  12.25  13.23  12.78  13.29
ﾔｽﾓﾄ ｿｳｼｭﾝ   +1.1   +1.1   +1.9   +3.7
山崎  凱士 札幌第一高 北海道  12.69  13.02  13.23  13.23
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ   +1.4   +2.0   +0.8   +0.8
小野  郁真 富良野高 北海道  12.65  12.82  12.99  12.99
ｵﾉ ｲｸﾏ   +1.7   +2.7   +1.9   +1.9
根本    凌 札幌丘珠高 北海道  12.69  12.30  12.44  12.97
ﾈﾓﾄ ﾘｮｳ   +0.8   +0.4   +0.3   +2.3
西垣    隼 帯広三条高 北海道  12.65  12.96  12.64  12.96
ﾆｼｶﾞｷ ﾊﾔﾄ   +1.1   +2.2   +0.4   +2.2
奥谷    涼 深川西高 北海道  12.68    x    x  12.88
ｵｸﾔ ﾘｮｳ   +0.2               +0.4
田畑  皓平 浦河高 北海道           12.75
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ                     +1.4
今井  健斗 札幌手稲高 北海道           12.62
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ                     +1.1
伊藤  拓磨 網走南ｹ丘高 北海道           12.50
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ                     +0.6
斎藤  瑠希 帯広農業高 北海道             記録なし
ｻｲﾄｳ ﾙｷ                         

12  710    x    r    r
                  

11 2  832    x  11.67  12.50
        +1.8   +0.6

10 4  269  12.18  12.62  12.31
  +2.6   +1.1   +1.6

9 1  131  12.75  12.58  12.31
  +1.4   +2.0   +2.3

8 9  545  12.48  12.88  12.85
  +1.2   +0.4   +2.0

7 7  704    x    x  12.86
              +1.1

6 10  274  11.56  12.97  12.69
  +1.6   +2.3   +1.2

5 6  594  11.98  12.70  12.84
  +3.6   +1.9   +2.7

4 5  423  13.04    x    x
  +1.5             

3 8  237    x    x  13.29
              +3.7

2 11  354  13.19  12.75  13.41
  +1.1   +0.7   +0.8

1 3  827  13.71    -    -
  +2.4             

2018/09/21 15:28

競技結果        男子            三段跳          決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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
投てき審判長 成瀬　頴男
記録主任 佐々木　務

 1組

佐藤  滉徳 札幌啓成高 北海道
ｻﾄｳ ｺｳﾄｸ
玉置真冴斗 帯広農業高 北海道
ﾀﾏｵｷ ﾏｻﾄ
斎藤    竣 恵庭南高 北海道
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ
斎藤  優成 函館稜北高 北海道
ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ
土藏    翼 大麻高 北海道
ﾂﾁｸﾗ ﾂﾊﾞｻ
山谷黄太洋 日体大附属高等支援北海道
ﾔﾏﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ
池田  尚人 網走桂陽高 北海道
ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾄ
佐藤遼太郎 登別明日中等 北海道
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ
佐々木  響 札幌あすかぜ高 北海道
ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ
梅川  大佑 恵庭北高 北海道
ｳﾒｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ
木津谷  凪 函館大谷高 北海道
ｷﾂﾔ ﾅｷﾞ
下河  翔真 苫小牧東高 北海道
ｼﾓｶﾜ ｼｮｳﾏ
算用子大和 市立札幌開成中等北海道
ｻﾝﾖｳｼ ﾔﾏﾄ
髙橋    蓮 北広島高 北海道
ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ
高橋    宙 岩見沢緑陵高 北海道
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ
齊藤    俊 大谷室蘭高 北海道
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
斉藤  宇晃 函館ﾗ･ｻｰﾙ高 北海道
ｻｲﾄｳ ﾀｶｱｷ
渡邉    明 帯広大谷高 北海道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ
鈴木  健太 釧路高等専門 北海道
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ
蓮沼  佑紀 苫小牧南高 北海道
ﾊｽﾇﾏ ﾕｳｷ
髙橋  勇翔 倶知安高 北海道
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ
市原  秀太 滝川西高 北海道
ｲﾁﾊﾗ ｼｭｳﾀ
天野  颯人 倶知安高 北海道
ｱﾏﾉ ﾊﾔﾄ
赤田  昂大 名寄産業高 北海道
ｱｶﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

23 12  189
  6.39   6.62   6.67   6.67

24 19  659
  6.63   6.32   6.24   6.63

21 20  188
  7.58   6.75   7.02   7.58

22 23  558
  7.48   6.85   7.03   7.48

19 1  947
  7.21   8.20   7.95   8.20

20 9  117
  8.13   8.06   7.47   8.13

17 14   75
  8.48   9.01   8.93   9.01

18 18  750
  7.91   7.56   8.64   8.64

15 16  517
  9.47   9.38  10.03  10.03

16 22  135
   x   9.39   9.98   9.98

13 6  398
  9.83  10.48  10.69  10.69

14 5  372
  9.24   9.44  10.22  10.22

11 7   73
 10.83  10.98  11.01  11.01

12 2  112
 10.48  10.43  10.94  10.94

9 10  290
 11.10  11.21    =  11.21

10 15  363
 10.30  11.04  10.97  11.04

7 21  840
 11.65    =    =  11.65

8 13  100
 11.53    =    =  11.53

5 3  331
 10.49  11.75    =  11.75

6 8  869
 11.70    =    =  11.70

3 11  350
 10.65  12.21    =  12.21

4 24   16
 12.13    =    =  12.13

1 17  246
 10.84  12.74    =  12.74

2 4  712
 12.62    =    =  12.62

標準記録    11.35m 2018/09/20 10:26

競技結果        男子            砲丸投          予選      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 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
投てき審判長 成瀬　頴男
記録主任 佐々木　務

標準記録    11.35m 2018/09/20 10:26

競技結果        男子            砲丸投          予選      

 2組

石田  大洋 遠軽高 北海道
ｲｼﾀﾞ ﾀｲﾖｳ
工藤  颯斗 網走南ｹ丘高 北海道
ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ
桑折  龍真 富良野緑峰高 北海道
ｸﾜｵﾘ ﾘｭｳｼﾝ
板垣  龍星 旭川大学高 北海道
ｲﾀｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ
臼井  貴将 網走南ｹ丘高 北海道
ｳｽｲ ﾀｶﾉﾌﾞ
清水  涼雅 羽幌高 北海道
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｶﾞ
尾形  憂星 恵庭南高 北海道
ｵｶﾞﾀ ﾕｳｼｮｳ
石田  葵利 札幌工業高 北海道
ｲｼﾀﾞ ｷﾘ
吉田  圭太 深川東高 北海道
ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ
松井    廉 本別高 北海道
ﾏﾂｲ ﾚﾝ
林    風馬 市立札幌藻岩高 北海道
ﾊﾔｼ ﾌｳﾏ
松岡  流生 帯広農業高 北海道
ﾏﾂｵｶ ﾙｲ
佐々木涼輔 市立札幌藻岩高 北海道
ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ
西村  瑠華 札幌大谷高 北海道
ﾆｼﾑﾗ ﾙｶ
境    大輝 函館西高 北海道
ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ
大宮    恋 遠別農業高 北海道
ｵｵﾐﾔ ﾚﾝ
金谷  柊? 岩見沢農業高 北海道
ｶﾅﾔ ｼｭｲ
小堀  夢雅 留萌高 北海道
ｺﾎﾞﾘ ﾑｶﾞ
塚田  宇宙 厚岸翔洋高 北海道
ﾂｶﾀﾞ ｿﾗ
長澤    力 標津高 北海道
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｷ
髙橋  昂誠 池田高 北海道
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ
黒川  佳佑 小樽潮陵高 北海道
ｸﾛｶﾜ ｹｲｽｹ
千葉  将也 名寄産業高 北海道
ﾁﾊﾞ ﾏｻﾔ

22 20  169
  7.58   7.74   8.13   8.13

23 16  651
  7.87   7.64   6.93   7.87

20 1  934
   x    x   8.52   8.52

21 23  739
  8.10   8.43   8.21   8.43

18 18  603
  9.03   9.43   9.44   9.44

19 8  910
  7.89   8.29   8.63   8.63

16 21  661
  8.64   8.26   9.73   9.73

17 12  507
  9.61   9.14   8.62   9.61

14 6  413
  9.79   9.54    x   9.79

15 3   15
  9.74   9.29   9.68   9.74

12 2  720
   x  10.46   9.39  10.46

13 14  405
  9.07  10.20  10.38  10.38

10 4  744
 10.46  10.63  10.38  10.63

11 9  406
 10.60  10.07  10.43  10.60

8 11  314
 10.03  11.11  10.96  11.11

9 10  548
 10.72  10.30  10.76  10.76

6 15  609
 11.40        11.40

7 17  351
 11.39        11.39

4 19  626
 10.27  10.84  11.57  11.57

5 5  833
 11.20  11.53     11.53

2 13  829
 12.19        12.19

3 22  601
 11.87        11.87

備考

1 7  850
 12.22        12.22

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 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
投てき審判長 成瀬　頴男
記録主任 佐々木　務

佐藤  滉徳 札幌啓成高 北海道
ｻﾄｳ ｺｳﾄｸ
玉置真冴斗 帯広農業高 北海道
ﾀﾏｵｷ ﾏｻﾄ
工藤  颯斗 網走南ｹ丘高 北海道
ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ
石田  大洋 遠軽高 北海道
ｲｼﾀﾞ ﾀｲﾖｳ
清水  涼雅 羽幌高 北海道
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｶﾞ
桑折  龍真 富良野緑峰高 北海道
ｸﾜｵﾘ ﾘｭｳｼﾝ
斎藤  優成 函館稜北高 北海道
ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ
佐藤遼太郎 登別明日中等 北海道
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ
山谷黄太洋 日体大附属高等支援北海道
ﾔﾏﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ
尾形  憂星 恵庭南高 北海道
ｵｶﾞﾀ ﾕｳｼｮｳ
斎藤    竣 恵庭南高 北海道
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ
土藏    翼 大麻高 北海道
ﾂﾁｸﾗ ﾂﾊﾞｻ
臼井  貴将 網走南ｹ丘高 北海道
ｳｽｲ ﾀｶﾉﾌﾞ
池田  尚人 網走桂陽高 北海道
ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾄ
板垣  龍星 旭川大学高 北海道
ｲﾀｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

 11.35
15 4  626

 10.75  11.35    x          

 11.38

14 3  840
 11.32  11.35  10.80           11.35

13 2  833
 11.16  11.25  11.38          

 11.90

12 13  331
 11.81  10.42  10.44           11.81

11 8  350
 11.75  11.90    x          

 12.03

10 5  351
 11.66  11.81  12.03           12.03

9 10  869
 12.02  11.39  12.03          

 12.63

8 9  100
 11.90  12.33  11.93  11.80  12.23  11.83  12.33

7 14   16
 12.60  12.13    x  12.04  12.63  12.34

 13.04

6 6  601
 12.35  12.55  12.68  12.30  12.09    x  12.68

5 1  609
 12.26  12.53  12.32  12.44  13.01  13.04

 13.54

4 12  850
 13.08  13.20  12.78  13.18  13.24  12.62  13.24

3 15  829
   x  13.03  13.41  13.54  13.31  13.42

 13.87

2 7  712
 13.09  13.16  12.79  13.08  13.64  13.86  13.86

1 11  246
 12.88    x  12.84  13.32  12.92  13.87

2018/09/20 14:10

競技結果        男子            砲丸投          決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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
投てき審判長 成瀬　頴男
記録主任 佐々木　務

 1組

斎藤    竣 恵庭南高 北海道
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ
齊藤    俊 大谷室蘭高 北海道
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
鳴島  世那 札幌南陵高 北海道
ﾅﾙｼﾏ ｾﾅ
松井  克鷹 釧路江南高 北海道
ﾏﾂｲ ｶﾂﾀｶ
岩田  泰雅 恵庭北高 北海道
ｲﾜﾀ ﾀｲｶﾞ
梅川  大佑 恵庭北高 北海道
ｳﾒｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ
中村  俊輔 静内高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
皆川  航也 池田高 北海道
ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳﾔ
佐藤遼太郎 登別明日中等 北海道
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ
境    大輝 函館西高 北海道
ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ
木戸  響己 恵庭南高 北海道
ｷﾄﾞ ﾋﾋﾞｷ
豊田  倫人 月形高 北海道
ﾄﾖﾀ ﾘﾝﾄ
岡田  悠聖 鹿追高 北海道
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ
板垣  龍星 旭川大学高 北海道
ｲﾀｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ
藤川  和浩 札幌新陽高 北海道
ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ
曽根  匠一 札幌琴似工業高 北海道
ｿﾈ ｼｮｳｲﾁ
松岡  右虎 双葉高 北海道
ﾏﾂｵｶ ｳﾄﾗ
桑折  龍真 富良野緑峰高 北海道
ｸﾜｵﾘ ﾘｭｳｼﾝ
山谷黄太洋 日体大附属高等支援北海道
ﾔﾏﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ
天野  颯人 倶知安高 北海道
ｱﾏﾉ ﾊﾔﾄ
細川  柊羽 名寄高 北海道
ﾎｿｶﾜ ｼｭｳ
谷川  誠弥 名寄産業高 北海道
ﾀﾆｶﾜ ﾏｻﾔ
金谷  柊? 岩見沢農業高 北海道
ｶﾅﾔ ｼｭｲ

5  507
   x    x    x    記録なし

21 20  647
 17.27    o    x  17.27

1  650
   x    x    x    記録なし

19 9  869
   x  24.65    x  24.65

20 17  189
   o    o  20.37  20.37

17 8  195
   o  26.42    o  26.42

18 19  601
 26.38    x    x  26.38

15 4  418
   x    x  27.38  27.38

16 6  316
   x    x  27.31  27.31

13 12  724
   x    x  28.11  28.11

14 3  626
   x  27.81    x  27.81

11 10  349
   o    o  29.13  29.13

12 13  510
 28.83    o    o  28.83

9 7  100
   o    o  30.11  30.11

10 11   15
   o  29.45    x  29.45

7 15  122
   x  30.56    x  30.56

8 16  738
   o  30.42    x  30.42

5 2  364
   o  31.14    o  31.14

6 22  363
   x    o  30.73  30.73

3 18  282
 32.69        32.69

4 21  888
   x  32.31     32.31

1 14  350
 35.36        35.36

2 23  135
   o    o  33.35  33.35

標準記録    31.50m 2018/09/21 12:06

競技結果        男子            円盤投          予選      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 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
投てき審判長 成瀬　頴男
記録主任 佐々木　務

標準記録    31.50m 2018/09/21 12:06

競技結果        男子            円盤投          予選      

 2組

畠山  博紀 帯広農業高 北海道
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｷ
佐藤  滉徳 札幌啓成高 北海道
ｻﾄｳ ｺｳﾄｸ
佐々木涼輔 市立札幌藻岩高 北海道
ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ
富岡    翔 深川西高 北海道
ﾄﾐｵｶ ｼｮｳ
土藏    翼 大麻高 北海道
ﾂﾁｸﾗ ﾂﾊﾞｻ
長谷川寛朗 函館水産高 北海道
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ
吉田  海斗 留萌高 北海道
ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ
渡邊  龍翔 標津高 北海道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ
長谷部岳斗 北見工業高 北海道
ﾊｾﾍﾞ ｶﾞｸﾄ
工藤真ﾉ助 札幌東豊高 北海道
ｸﾄﾞｳ ｼﾝﾉｽｹ
五十嵐友人 帯広農業高 北海道
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾄ
塩澤  孝信 釧路江南高 北海道
ｼｵｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ
越智  遼飛 苫小牧西高 北海道
ｵﾁ ﾘｮｳﾄ
港    亘生 旭川明成高 北海道
ﾐﾅﾄ ｺｳｾｲ
高橋    宙 岩見沢緑陵高 北海道
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ
覺幸  唯我 旭川農業高 北海道
ｶｸｺｳ ﾕｲｶﾞ
國井  貴紀 石狩翔陽高 北海道
ｸﾆｲ ﾀｶﾉﾘ
佐々木玲海 岩内高 北海道
ｻｻｷ ﾚｵ
阿部  優輝 弟子屈高 北海道
ｱﾍﾞ ﾏｻｷ
田中  貴大 名寄産業高 北海道
ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ
池田  尚人 網走桂陽高 北海道
ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾄ
小杉  卓也 七飯高 北海道
ｺｽｷﾞ ﾀｸﾔ
工藤  颯斗 網走南ｹ丘高 北海道
ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ

17  829
            棄権

21  840
   x    x    x    記録なし

23   34
   x    x    x    記録なし

19 7  908
 21.54    o    o  21.54

20 6  658
   o    x  21.24  21.24

17 4  383
   x  23.68    o  23.68

18 14  180
 22.93    x    o  22.93

15 1  517
 27.18    o    o  27.18

16 11  590
 26.06    o    x  26.06

13 12  114
   o  28.52    o  28.52

14 9  611
   o  28.28    o  28.28

11 18  721
   o    o  28.91  28.91

12 5  887
   x    x  28.82  28.82

9 8  816
   x    x  30.19  30.19

10 20  284
 29.20    o    o  29.20

7 10  607
 31.06    x    o  31.06

8 19  935
 30.56    o    o  30.56

5 22  331
   x    x  31.95  31.95

6 16   30
   x  31.93     31.93

3 15  405
 33.81        33.81

4 3  546
 32.49        32.49

1 13  711
      x  34.28  34.28

2 2  246
 34.25        34.25

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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
投てき審判長 成瀬　頴男
記録主任 佐々木　務

佐藤  滉徳 札幌啓成高 北海道
ｻﾄｳ ｺｳﾄｸ
畠山  博紀 帯広農業高 北海道
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｷ
佐々木涼輔 市立札幌藻岩高 北海道
ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ
斎藤    竣 恵庭南高 北海道
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ
松井  克鷹 釧路江南高 北海道
ﾏﾂｲ ｶﾂﾀｶ
齊藤    俊 大谷室蘭高 北海道
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
長谷川寛朗 函館水産高 北海道
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ
富岡    翔 深川西高 北海道
ﾄﾐｵｶ ｼｮｳ
岩田  泰雅 恵庭北高 北海道
ｲﾜﾀ ﾀｲｶﾞ
鳴島  世那 札幌南陵高 北海道
ﾅﾙｼﾏ ｾﾅ
吉田  海斗 留萌高 北海道
ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ
土藏    翼 大麻高 北海道 記録なし
ﾂﾁｸﾗ ﾂﾊﾞｻ

 31.21

1  331
   x    x    x             

11 5  607
   x  31.21    x          

 32.66

10 9  282
   x  30.39  31.91           31.91

9 10  364
 32.66  30.72  32.18          

 33.34

8 4  546
 30.74  31.49  33.18    x  32.38  32.90  33.18

7 2   30
 30.33  33.34    x    x    x    x

 34.81

6 6  135
 30.77  32.66  33.72    x    x  33.76  33.76

5 7  888
   x  33.47  33.02  34.81  31.82  34.27

 35.93

4 8  350
 31.61  34.30  33.93  35.38  34.05  33.78  35.38

3 11  405
 32.24  35.93  33.47  34.13  32.61  35.47

 42.39

2 12  711
 36.75  35.86  37.11  35.85    x  36.68  37.11

1 3  246
 35.17  42.39  34.08  33.48  37.44  38.26

2018/09/21 15:01

競技結果        男子            円盤投          決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
投てき審判長
記録主任

 1組

松井  克鷹 釧路江南高 北海道
ﾏﾂｲ ｶﾂﾀｶ
藤川  和浩 札幌新陽高 北海道
ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ
長澤    力 標津高 北海道
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｷ
皆川  航也 池田高 北海道
ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳﾔ
増冨  大智 北広島高 北海道
ﾏｽﾄﾐ ﾀﾞｲﾁ
飯田  示代 帯広農業高 北海道
ｲｲﾀﾞ ｼﾞﾖ
長谷川寛朗 函館水産高 北海道
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ
田中  貴大 名寄産業高 北海道
ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ
赤田  昂大 名寄産業高 北海道
ｱｶﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ
佐々木玲海 岩内高 北海道
ｻｻｷ ﾚｵ
田中  崇登 標津高 北海道
ﾀﾅｶ ｼｭｳﾄ
荒木  湧馬 北広島西高 北海道
ｱﾗｷ ﾕｳﾏ
富岡    翔 深川西高 北海道
ﾄﾐｵｶ ｼｮｳ
豊住  拓哉 札幌あすかぜ高 北海道
ﾄﾖｽﾞﾐ ﾀｸﾔ
佐川  翔琉 遠軽高 北海道
ｻｶﾞﾜ ｶｹﾙ
田畑  雄基 苫小牧工業高 北海道
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ
吉本  流空 砂川高 北海道
ﾖｼﾓﾄ ﾘｸ
佐藤  光汰 岩見沢緑陵高 北海道
ｻﾄｳ ｺｳﾀ
松谷駿之介 函館工業高 北海道
ﾏﾂﾔ ｼｭﾝﾉｽｹ

2   20
   x    x    x    記録なし

17 15  539
   x    x  15.01  15.01

18 14  515
   x    x  13.99  13.99

15 11  857
   x  18.71    x  18.71

16 16  121
   o    x  15.74  15.74

13 4  546
 23.21    x    o  23.21

14 5  287
 20.60    o    o  20.60

11 10  936
   x    o  23.83  23.83

12 13  380
 23.68    x    o  23.68

9 6  659
   o  24.87    x  24.87

10 7  180
 24.48    o    o  24.48

7 18   30
   x    x  34.15  34.15

8 1  658
   x  26.09    x  26.09

5 12  370
 35.32        35.32

6 19  713
   o    x  34.65  34.65

3 3  934
 37.27        37.27

4 9  738
   x    x  35.81  35.81

1 8  888
 41.94        41.94

2 17  418
   x  39.26     39.26

標準記録    34.50m 2018/09/19 10:56

競技結果        男子            ハンマー投      予選      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
投てき審判長
記録主任

 2組

玉田  明統 札幌新陽高 北海道
ﾀﾏﾀﾞ ﾒｲﾄ
増田  大輝 帯広農業高 北海道
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ
岡田  悠聖 鹿追高 北海道
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ
中村  俊輔 静内高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
岩田  泰雅 恵庭北高 北海道
ｲﾜﾀ ﾀｲｶﾞ
目黒  智也 斜里高 北海道
ﾒｸﾞﾛ ﾄﾓﾔ
鳴島  世那 札幌南陵高 北海道
ﾅﾙｼﾏ ｾﾅ
畑田  寅樹 札幌南陵高 北海道
ﾊﾀﾀﾞ ﾄﾓｷ
髙嶋  祐太 遠軽高 北海道
ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾀ
榊原  蒼士 長沼高 北海道
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｵｼ
井口  稜也 八雲高 北海道
ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ
佐藤  汰希 興部高 北海道
ｻﾄｳ ﾀｲｷ
森    大都 静内高 北海道
ﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ
近藤  悠斗 北広島西高 北海道
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ
信田  泰臣 旭川工業高 北海道
ｼﾉﾀﾞ ﾀｲﾄ
石井  涼賀 遠別農業高 北海道
ｲｼｲ ﾘｮｳｶﾞ
原田  秋人 北星大附属高 北海道
ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾄ
志水  拓斗 留萌高 北海道
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ
小堀  夢雅 留萌高 北海道
ｺﾎﾞﾘ ﾑｶﾞ

3  603
            棄権

16  464
   x    x    x    記録なし

13  604
            棄権

15 12  586
   x    x  14.89  14.89

8  660
   x    x    x    記録なし

13 2  130
   o  24.31    x  24.31

14 14  381
 18.39    x    o  18.39

11 5   44
   o    o  27.75  27.75

12 19  859
   o  27.21    o  27.21

9 17  854
   x    o  30.15  30.15

10 4  512
 29.29    x    o  29.29

7 7  282
   x    x  32.26  32.26

8 1  283
   o    o  32.00  32.00

5 15  364
   o  34.97     34.97

6 18  848
   x    x  34.53  34.53

3 6  724
 36.24        36.24

4 10  122
   o  35.65     35.65

1 9  417
 45.33        45.33

2 11  714
 39.33        39.33

標準記録    34.50m 2018/09/19 13:52

競技結果        男子            ハンマー投      予選      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



P. 1

招集所審判長
投てき審判長
記録主任

松井  克鷹 釧路江南高 北海道
ﾏﾂｲ ｶﾂﾀｶ
玉田  明統 札幌新陽高 北海道
ﾀﾏﾀﾞ ﾒｲﾄ
増田  大輝 帯広農業高 北海道
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ
飯田  示代 帯広農業高 北海道
ｲｲﾀﾞ ｼﾞﾖ
藤川  和浩 札幌新陽高 北海道
ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ
増冨  大智 北広島高 北海道
ﾏｽﾄﾐ ﾀﾞｲﾁ
岡田  悠聖 鹿追高 北海道
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ
岩田  泰雅 恵庭北高 北海道
ｲﾜﾀ ﾀｲｶﾞ
中村  俊輔 静内高 北海道
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
皆川  航也 池田高 北海道
ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳﾔ
目黒  智也 斜里高 北海道
ﾒｸﾞﾛ ﾄﾓﾔ
長澤    力 標津高 北海道 記録なし
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｷ

 30.31

7  934
   x    x    x             

11 3  848
   x    x  30.31          

 36.38

10 8  738
   x  34.11  32.47           34.11

9 10  122
 30.51  36.38    x          

 36.42

8 5  364
 32.77  36.38    x  32.39    x    x  36.38

7 9  724
 36.42    x    x    x  35.56    x

 38.99

6 4  370
 33.89  36.14  38.26    x  35.67    x  38.26

5 11  418
   x    x  37.95    x  37.71  38.99

 44.07

4 2  713
 39.32  38.95  38.52    x  37.60  36.16  39.32

3 12  714
 39.39    x  44.07  37.08    x  43.27

 49.73

2 1  417
   x  46.05  45.35  44.75  46.65    x  46.65

1 6  888
 43.19  45.82  48.18  47.08  49.16  49.73

2018/09/19 16:00

競技結果        男子            ハンマー投      決勝      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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
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 10:52

競技結果        男子            やり投          予選      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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
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      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 備考
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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

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 備考

_______________________________________________________________________________________________________________________



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
投てき審判長 成瀬　頴男
記録主任 佐々木　務

渡邊  龍翔 標津高 北海道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ
宇野  陽貴 小樽水産高 北海道
ｳﾉ ﾊﾙｷ
橋本  涼太 帯広大谷高 北海道
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ
吉田  海斗 留萌高 北海道
ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ
奥田  琉偉 札幌第一高 北海道
ｵｸﾀﾞ ﾙｲ
坂本  心太 七飯高 北海道
ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾀ
野田  歩夢 七飯高 北海道
ﾉﾀﾞ ｱﾕﾑ
成田  幸希 静内高 北海道
ﾅﾘﾀ ｺｳｷ
山本  敬之 岩見沢緑陵高 北海道
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ
竹村亜弓夢 檜山北高 北海道
ﾀｹﾑﾗ ｱﾕﾑ
田中慎之助 北見緑陵高 北海道
ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ
清水  涼雅 羽幌高 北海道
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｶﾞ
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
藁谷    竜 静内高 北海道
ﾜﾗﾔ ﾄｵﾙ
鈴木  樹乃 札幌琴似工業高 北海道
ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾉ
塩澤  孝信 釧路江南高 北海道
ｼｵｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ
牧部  蒼汰 札幌日本大学高 北海道
ﾏｷﾍﾞ ｿｳﾀ
斎藤  優成 函館稜北高 北海道
ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ

 43.55
19 15   16

 40.52  43.55  41.64          

 44.45

18 1  431
 34.53  44.10  41.52           44.10

17 2  887
 43.84  44.45  42.29          

 44.93

16 17  317
 43.79  44.14  44.80           44.80

15 4  125
   x  44.93  35.96          

 46.85

14 6  286
 45.98  42.40  43.71           45.98

13 7   50
 43.43  46.85  42.16          

 47.41

12 13  609
 46.91  38.09  42.68           46.91

11 19  809
 47.41  41.19    x          

 47.68

10 18   58
 47.47  47.09  44.78           47.47

9 5  522
 47.68    x    x          

 49.08

8 9  123
 46.30  47.17  47.68    x    x  45.80  47.68

7 16   37
 37.03  48.08  45.60  46.42  47.63  49.08

 50.91

6 8   40
 49.36  46.58  46.25  48.17  47.24  45.74  49.36

5 3  428
 49.02  50.91  47.44  47.07  47.42  47.60

 51.54

4 11  607
 43.90  47.63  51.52  44.45  42.02    x  51.52

3 12  747
 44.19  48.46  50.15  49.64  51.54  45.67

 58.21

2 10  174
 54.96  48.66    -    x  46.46  54.70  54.96

1 14  935
 55.44  54.11  56.66  55.36  58.21  57.07

2018/09/20 15:50

競技結果        男子            やり投          決勝      
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