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日付 種目

水野琉之介(1) 10.69 町井　大城(3) 10.74 清水　　徹(2) 10.87 太田　健晴(3) 10.90 村上裕太郎(2) 10.95 橘　　弘栄(2) 10.99 廣冨　葵士(2) 11.08 酒井　　輝(2) 11.08
立命館慶祥 北海道栄 北海道栄 北海 函館大谷 北海道栄 広尾 旭川大学
エケジュニア瑠音(2) 22.06 清水　　徹(2) 22.10 太田　健晴(3) 22.56 町井　大城(3) 22.59 酒井　　輝(2) 22.68 小林　生承(3) 22.71 野呂　塁叶(3) 22.81 田代　大和(3) 23.04
北海道栄 北海道栄 北海 北海道栄 旭川大学 立命館慶祥 室蘭清水丘 北海
エケジュニア瑠音(2) 49.12 日向　宏輝(3) 49.32 卜部　介生(2) 49.61 備前　　武(3) 49.79 野呂　塁叶(3) 49.83 橋本　宙樹(3) 49.84 橋本　凌弥(3) 50.82 殿山　凌平(3) 52.08
北海道栄 武修館 恵庭南 函館中部 室蘭清水丘 札幌日本大学 白樺学園 旭川大学
五島　圭祐(3) 1:57.50 澤村　昇利(1) 1:57.54 布村　樹寛(3) 1:57.72 中塚　波音(3) 1:57.83 宮澤　朝凪(1) 1:57.90 小寺　恭平(3) 1:58.05 髙橋　治大(2) 1:58.85 清水　晴斗(3) 1:58.87
函館中部 札幌山の手 北海 登別青嶺 市立札幌開成 札幌一 北海 北海
菅原　広希(3) 3:54.99 大西　飛翔(2) 3:57.05 大橋　正昊(2) 3:57.12 廣田　　陸(2) 3:57.35 加藤　　悠(3) 3:57.59 黒田　太洋(3) 3:57.64 柴田　　了(3) 3:58.13 林　　倖輔(2) 4:06.57
札幌日本大学 東海大札幌 札幌山の手 北海道栄 札幌日本大学 滝川西 東海大札幌 立命館慶祥
森　　春樹(3) 14:05.98 キンヤンジュイ　パトリック(3) 14:09.89 大橋　正昊(2) 14:53.51 竹田康之助(3) 14:54.47 藤本　雄大(3) 14:56.54 大西　飛翔(2) 14:59.10 黒田　太洋(3) 15:02.93 竹内　優心(2) 15:08.69
北海道栄 札幌山の手 札幌山の手 東海大札幌 北海道栄 東海大札幌 滝川西 函館中部
廣冨　葵士(2) 14.52 森　　幹人(3) 14.98 宮田　龍昇(2) 15.00 北川　広大(3) 15.23 成田　侑生(3) 15.30 髙松　航平(3) 15.42 小幡　拓海(3) 15.53 田中　総士(3) 15.61
広尾 大麻 函大付有斗 立命館慶祥 恵庭南 東海大札幌 函館工 札幌一
殿山　凌平(3) 52.86 篠原　蓮旺(3) 54.64 木村　涼太(3) 55.01 武藤　優飛(2) 55.79 池田　光来(3) 55.85 小野　遥久(3) 55.92 山下　寛大(3) 56.61 金子璃功斗(2) 56.91
旭川大学 網走南ヶ丘 札幌南 北海 旭川大学 旭川大学 札幌東 札幌北
柴田　　了(3) 9:32.14 関　　雄也(1) 9:34.20 竹本　憲伸(3) 9:35.56 長島　　響(3) 9:37.22 田野　朝陽(2) 9:38.19 井上　恒希(3) 9:41.86 高谷　夢樹(2) 9:42.27 小田切悠太(2) 9:54.79
東海大札幌 白樺学園 札幌山の手 七飯 滝川西 遠軽 東海大札幌 小樽潮陵
岩原　　聖(3) 23:26.76 越國　太貴(2) 24:13.04 三沢　拓夢(3) 24:13.39 小林　功晟(3) 24:14.05 鈴木　文也(3) 24:20.47 小笠原　凜(3) 25:07.05 石塚壮一朗(3) 25:18.99 松浦　隼人(2) 25:26.73
大空 札幌北 札幌白石 北見緑陵 広尾 網走南ヶ丘 札幌東 札幌東
室蘭・北海道栄 40.94 札幌・立命館慶祥 41.36 札幌・北海 41.90 函館・函館工 41.99 札幌・恵庭南 42.09 札幌・東海大札幌 42.16 十勝・白樺学園 42.47
町井　大城(3) 山内　翔馬(1) 関　　輝太(3) 野上　雷輝(3) 矢部　智亮(2) 佐井　琉人(3) 金澤　世凪(1)
清水　　徹(2) 水野琉之介(1) 田代　大和(3) 井倉　大翔(2) 田島　千蓮(2) 中村　瑞貴(3) 永井　雅樹(3)
橘　　弘栄(2) 北川　広大(3) 太田　健晴(3) 山田慎之助(3) 羽澤　聡悟(2) 新渕　翔琉(3) 松本虎汰郎(2)
エケジュニア瑠音(2) 小林　生承(3) 秋森　貴孔(3) 岩本　輝斗(3) 安藤　捷太(2) 髙松　航平(3) 松原　　蓮(2)
室蘭・北海道栄 3:17.67 旭川・旭川大学 3:17.95 札幌・北海 3:18.11 札幌・立命館慶祥 3:19.12 十勝・白樺学園 3:24.73 札幌・恵庭南 3:24.89 旭川・旭川工 3:26.28 室蘭・室蘭栄 3:32.48
橘　　弘栄(2) 山田　楓河(2) 小野　謙太(3) 水野琉之介(1) 及川　千暉(2) 横井　大河(3) 飯野　正麻(3) 佐藤　　駿(1)
清水　　徹(2) 小板橋優哉(2) 布村　樹寛(3) 高田真太郎(3) 橋本　凌弥(3) 川内谷　洸(3) 髙橋　遥希(2) 酒井　大和(2)
酒井　翔馬(2) 池田　光来(3) 武藤　優飛(2) 宮坂　侑汰(2) 櫻井　蒼真(1) 成田　侑生(3) 北野　佑樹(3) 酒井　陽人(2)
エケジュニア瑠音(2) 殿山　凌平(3) 太田　健晴(3) 村本　蒼馬(3) 永井　雅樹(3) 卜部　介生(2) 小野田優翔(3) 甫　　将輝(3)
奥林　元気(3) 2m01 中島　　凌(3) 1m95 上ヶ嶋大星(3) 1m95 井佐　俊介(3) 1m92 根田　一光(3) 1m92 佐々木啓吾(3) 1m92 泉　陽七斗(2) 1m89 藤原虎太郎(2) 1m83
札幌工 恵庭南 札幌英藍 市立札幌藻岩 網走南ヶ丘 広尾 白樺学園 旭川北
坂元　恭介(3) 4m30 佐藤　大晃(3) 4m20 及川　千暉(2) 4m20 中田　竜翔(2) 4m10 小河　大介(3) 4m00 小森　旭陽(1) 3m80 渡辺　　颯(3) 3m80 五十嵐友翔(3) 3m80
網走南ヶ丘 大麻 白樺学園 網走南ヶ丘 網走桂陽 白樺学園 北見藤 滝川

高橋　聖弥(2) 3m80
白樺学園
栗生　朔門(2) 3m80
網走桂陽

井倉　大翔(2) 7m17(+1.9) 西迫　篤志(2) 7m04(+1.6) 植村　哲平(3) 6m98(+0.5) 高田真太郎(3) 6m87(+2.7) 川島　康明(3) 6m72(+2.0) 水上　遥翔(3) 6m70(+2.9) 中尾　泰思(2) 6m70(+0.3) 小山内将太(3) 6m64(+2.7)
函館工 北見緑陵 札幌大谷 立命館慶祥 公認6m73(+1.7) 旭川大学 北見北斗 公認6m64(+1.8) 北海道栄 広尾 公認6m54(+1.5)

佐古田維人(3) 14m30(+4.2) 根田　一光(3) 14m02(+4.3) 六渡　和馬(3) 13m76(+3.0) 高野　大夢(3) 13m59(+2.3) 大水　颯太(2) 13m57(-0.9) 竹内　紫音(3) 13m49(+2.9) 原田　大夢(3) 13m48(+2.2) 寺田　燈矢(3) 13m45(+2.5)
恵庭南 公認14m22(+1.6) 網走南ヶ丘 公認記録なし 北見北斗 公認記録なし 旭川大学 公認13m40(+1.5) 雄武 市立函館 公認13m31(+0.6) 小樽潮陵 公認13m32(+1.2) 市立札幌新川 公認13m44(+0.6)

高宮　成生(3) 15m49 高宮　　魁(3) 14m67 内田　勘太(2) 14m38 石川　　辰(3) 14m21 後籐　大晴(2) 14m02 中嶋　　輝(3) 13m48 菅原　将人(2) 13m43 藤本　琉来(2) 13m13
雄武 GR 雄武 北海道栄 東海大札幌 恵庭南 旭川大学 恵庭南 札幌大谷
山﨑　夢叶(3) 39m68 内田　勘太(2) 39m25 高宮　成生(3) 38m19 荒井　優太(3) 36m51 中嶋　　輝(3) 36m46 栗田　遥人(2) 36m03 大江　隼人(1) 35m00 伏見　洋飛(3) 33m82
旭川大学 北海道栄 雄武 石狩翔陽 旭川大学 帯広農 登別明日 富良野緑峰
橘　　龍生(3) 51m75 杉森　海斗(2) 44m89 玉手　　翔(3) 44m07 高宮　　魁(3) 43m16 渡辺　啓護(3) 39m98 古谷　純輝(3) 39m52 小野寺颯音(3) 39m36 河部虎弥汰(3) 39m12
釧路明輝 帯広農 滝川西 雄武 函館工 千歳北陽 北星学園大附 札幌創成
鈴木　陸人(3) 61m04 橋堀　佑輝(3) 59m20 伏見　洋飛(3) 58m75 西　　公希(3) 57m60 坂元　拓斗(3) 55m46 市戸　航生(2) 54m28 柿本　悠汰(3) 53m50 中川倫太朗(3) 53m14
帯広農 市立札幌新川 富良野緑峰 標津 雄武 恵庭南 札幌一 札幌一
山崎　楓太(2) 5183点 松井　　聰(3) 4858点 齋藤　光希(3) 4815点 佐々木柊斗(3) 4570点 松田　航季(2) 4229点 渡利　幸生(2) 4156点 露口　浩輔(2) 3820点 髙橋　瑠偉(3) 3738点
市立函館 立命館慶祥 市立札幌新川 札幌琴似工 東海大札幌 士別翔雲 網走南ヶ丘 札幌月寒

男子総合 北海道栄 92点 旭川大学 52点 東海大札幌 42点 立命館慶祥 41点 恵庭南 41点 北海 38点 網走南ヶ丘 36点 雄武 34点
男子トラック 北海道栄 77点 北海 38点 東海大札幌 33点 札幌山の手 32点 立命館慶祥 29点 旭川大学 28点 恵庭南 17点 札幌日本大学 15点

男子フィールド 雄武 34点 網走南ヶ丘 24点 恵庭南 24点 旭川大学 24点 帯広農 18点 北海道栄 15点 函館工 12点 白樺学園 11.33点
凡例  GR:大会記録 HHR:北海道高校記録

対抗得点

11.82(-0.8)-5m12(+1.8)-8m77-55.41 12.11(-1.5)-5m77(+2.2)-7m92-56.55

17.26(-2.0)-52m74-1m78-4:44.75 16.36(-2.0)-41m52-1m72-4:53.44 15.94(-2.0)-47m99-1m78-5:18.63 18.29(-2.2)-36m30-1m78-4:50.81 16.78(-2.7)-32m54-1m69-4:58.26 18.62(-2.0)-39m27-1m55-5:01.71 18.79(-2.0)-35m49-1m55-5:14.29 19.05(-2.7)-35m80-1m50-5:15.65

11.50(-0.3)-6m21(+1.8)-11m17-51.31 11.58(-0.5)-6m13(+2.2)-10m67-53.36 11.66(-0.8)-5m17(+2.4)-11m25-51.33 11.66(-0.8)-6m41(+3.5)-8m37-53.13 11.90(-0.3)-5m53(+2.5)-8m80-55.76 12.02(-0.3)-5m81(+2.1)-10m46-55.58

6月15日 男子ハンマー投(6.000kg)

6月17日 男子やり投(800g)

6月15日 
～16日

高校男子八種競技

6月18日 男子三段跳

6月18日 男子砲丸投(6.000kg)

6月16日 男子円盤投(1.750kg)

6月17日 男子走高跳

6月16日 男子棒高跳

6月15日 男子走幅跳

6月18日 男子5000mW

6月16日 男子4X100mR

6月18日 男子4X400mR

6月18日
男子110mH(1.067m) 

風：-3.3

6月17日 男子400mH(0.914m)

6月18日 男子3000mSC

6月17日 男子800m

6月15日 男子1500m

6月17日 男子5000m

8位

6月16日
男子100m 
風：+0.2

6月18日
男子200m 
風：-3.1

6月15日 男子400m

第74回北海道高等学校陸上競技選手権大会 【21501001】 
室蘭市入江運動公園陸上競技場 【12120】 
2021/06/15 ～ 2021/06/18
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