
日付 種目
水野 琉之介(1)  10.93 (+0.7) 太田 健晴(3)  10.98 (+0.7) 羽澤 聡悟(2)  11.15 (+0.7) 秋森 貴孔(3)  11.17 (+1.5) 卜部 介生(2)  11.24 (+0.7) 田島 千蓮(2)  11.25 (+0.7) 齋藤 光希(3)  11.28 (+1.5) 北城 悠真(1)  11.29 (+1.5)
札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・恵庭南高 札幌・北海高 札幌・恵庭南高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌新川高 札幌・野幌高
小林 生承(3)  22.86 (-1.2) 宮坂 侑汰(2)  22.98 (-0.9) 水永 慎司(3)  23.09 (-1.2) 青野 豊也(3)  23.09 (-1.2) 田代 大和(3)  23.24 (-1.2) 大沼 実永(3)  23.33 (-1.2) 髙橋 諒(2)  23.34 (-1.2) 池 柊來(3)  23.40 (-0.9)
札幌・立命館慶祥高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌稲雲高 札幌・北海高 札幌・札幌東高 札幌・北海高 札幌・札幌日大高
森山 創生(2)  50.47 小林 星也(3)  50.76 橋本 宙樹(3)  51.34 諏江 匠弥(2)  51.59 村本 蒼馬(3)  51.66 小野 謙太(3)  51.87 坂本 草太(2)  51.95 早坂 音温(3)  52.71
札幌・市立札幌旭丘高 札幌・札幌南高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌北陵高 札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・北星大附属高 札幌・札幌白石高
細谷 海至(2)  1:57.57 宮澤 朝凪(1)  1:59.23 布村 樹寛(3)  1:59.53 川内谷 洸(3)  2:00.70 五十嵐 恵樹(3)  2:00.87 髙橋 治大(2)  2:01.00 清水 晴斗(3)  2:02.99 佐藤 遥空(3)  2:04.76
札幌・立命館慶祥高 札幌・市立札幌開成中等後期 札幌・北海高 札幌・恵庭南高 札幌・東海大札幌高 札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・札幌東高
菅原 広希(3)  3:58.93 加藤 悠(3)  4:03.68 佐藤 亘(3)  4:07.49 小寺 恭平(3)  4:12.71 高谷 夢樹(2)  4:17.79 三上 吾武(3)  4:20.59 梅澤 倖大(3)  4:21.05 濱野 捷多(1)  4:26.82
札幌・札幌日大高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌手稲高 札幌・札幌第一高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌南高 札幌・東海大札幌高
大西 飛翔(2)  15:15.39 阿部 太陽(3)  15:28.75 本多 拓斗(3)  15:56.20 石井 達也(2)  15:59.88 藤原 幹大(2)  16:07.40 花田 修人(2)  16:20.89 東條 純平(2)  16:21.81 林 倖輔(2)  16:26.38
札幌・東海大札幌高 札幌・札幌日大高 札幌・東海大札幌高 札幌・東海大札幌高 札幌・東海大札幌高 札幌・東海大札幌高 札幌・東海大札幌高 札幌・立命館慶祥高
森 幹人(3)  14.89 (-0.8) 北川 広大(3)  15.16 (-0.8) 成田 侑生(3)  15.40 (-0.8) 山下 寛大(3)  15.51 (-0.8) 田中 総士(3)  15.65 (-0.8) 武藤 優飛(2)  16.12 (-1.1) 山下 和馬(3)  16.12 (-0.8) 浦田 光瑠(2)  16.15 (-1.1)
札幌・大麻高 札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌東高 札幌・札幌第一高 札幌・北海高 札幌・札幌新川高 札幌・札幌東高
木村 涼太(3)  57.47 倉良 優杜(3)  58.65 日向 恭也(2)  59.03 水月 恒太朗(2)  59.47 石川 雄士(2)  59.73 松本 裕斗(3)  1:01.23 伊藤 丈留(1)  1:01.56 吉嶋 勇翔(2)  1:01.89
札幌・札幌南高 札幌・札幌北陵高 札幌・札幌月寒高 札幌・北広島高 札幌・札幌国際情報高 札幌・北海高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌西高
本間 祐大(3)  9:53.37 柴田 了(3)  10:06.65 井谷 航晟(3)  10:22.45 青山 馨(2)  10:30.30 杉谷 徹哉(2)  10:33.80 富沢 奏史(3)  10:40.98 山内 公平(3)  10:50.98 三上 修平(3)  10:54.98
札幌・札幌第一高 GR 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌南高 札幌・札幌南高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌光星高 札幌・札幌北高 札幌・札幌国際情報高
越國 太貴(2)  24:44.84 三沢 拓夢(3)  25:48.76 石塚 壮一朗(3)  26:20.78 松浦 隼人(2)  27:37.70 玉井 奏大(2)  32:42.97
札幌・札幌北高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌東高 札幌・札幌東高 札幌・札幌啓成高
札幌・立命館慶祥高  42.28 札幌・北海高A  42.37 札幌・札幌第一高  43.04 札幌・東海大札幌高  43.69 札幌・札幌東高  43.79 札幌・札幌白石高  43.97 札幌・恵庭北高  44.07 札幌・札幌稲雲高  44.09
山内 翔馬(1) 関 輝太(3) 植木 大輝(3) 佐井 琉人(3) 高村 周成(2) ⾧谷川 悠月(3) 福囿 壽將(3) 清田 龍璽(3)

水野 琉之介(1) 前田 大(2) 戸井 脩裕(3) 中村 瑞貴(3) 山下 寛大(3) 水永 慎司(3) 井上 幸英(3) 青野 豊也(3)

高田 真太郎(3) 太田 健晴(3) 本田 麻尋(3) 新渕 翔琉(3) 大沼 実永(3) 早坂 音温(3) 澁谷 昂平(3) 加藤 滉大(3)

小林 生承(3) 秋森 貴孔(3) 田中 総士(3) 熊谷 悠人(2) 石田 蕉也(2) 豊島 悠聖(3) 北川 悠太(3) 木本 翔天(3)
札幌・北海高A  3:22.00 札幌・立命館慶祥高  3:22.87 札幌・札幌日大高  3:27.44 札幌・札幌南高  3:30.58 札幌・札幌東高Ａ  3:31.73 札幌・札幌北陵高  3:31.90 札幌・北海高C  3:32.17 札幌・北海高B  3:32.52
田代 大和(3) 水野 琉之介(1) 田島 希琉(3) 尾﨑 凜人(2) 高村 周成(2) 倉良 優杜(3) 髙橋 諒(2) 前田 大(2)

小野 謙太(3) 細谷 海至(2) 池 柊來(3) 小林 星也(3) 三津橋 朋也(3) 諏江 匠弥(2) 髙橋 治大(2) 武藤 優飛(2)

太田 健晴(3) 高田 真太郎(3) 斉藤 史穏(3) 梅澤 倖大(3) 佐藤 遥空(3) 田中 稜大(2) 下家 恒輝(3) 関 輝太(3)

布村 樹寛(3) 村本 蒼馬(3) 橋本 宙樹(3) 木村 涼太(3) 大沼 実永(3) 吉田 伊吹(3) 都香 太陽(2) 清水 晴斗(3)
奥林 元気(3)  2.00 井佐 俊介(3)  1.94 上ヶ嶋 大星(3)  1.91 中島 凌(3)  1.88 樫山 寛大(3)  1.85 花田 佳尚(3)  1.80 田端 一生(1)  1.75
札幌・札幌工業高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌英藍高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌啓成高 札幌・石狩翔陽高

中井 翔太(3)  1.80 武田 脩雅(3)  1.75
札幌・東海大札幌高 札幌・札幌琴似工業高

片山 泰樹(3)  3.80 浅見 陸(2)  3.60 南部 優慎(2)  3.50 西川 璃音(3)  3.30
札幌・札幌東商業高 札幌・恵庭南高 札幌・大麻高 札幌・札幌東商業高
高田 真太郎(3)  6.75 (+1.9) 髙坂 豊(3)  w6.70 (+2.5) 及川 拓登(3)  6.63 (+0.9) 遠藤 航(2)  w6.62 (+2.5) 安藤 捷太(2)  6.49 (+0.4) 齊藤 柊澄(3)  6.42 (+1.1) 山北 晴斗(3)  6.24 (+0.8) 岡野 大耀(3)  6.24 (+0.6)
札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭南高 札幌・大麻高 札幌・札幌北陵高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌月寒高 札幌・札幌東高
佐古田 維人(3)  13.95 (+1.4) 寺田 燈矢(3)  13.00 (+1.1) 山下 柚輝(3)  12.88 (+1.3) 中野 峻祐(3)  12.81 (+1.2) 山田 悠太(3)  12.71 (-1.0) 田村 悠輔(3)  12.25 (+1.8) 佐藤 宙翔(2)  12.03 (-1.2) 廣上 葵斗(3)  11.72 (+1.5)
札幌・恵庭南高 札幌・札幌新川高 札幌・札幌北陵高 札幌・北星大附属高 札幌・札幌月寒高 札幌・札幌新川高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌丘珠高
菅原 将人(2)  14.12 後籐 大晴(2)  13.34 石川 辰(3)  12.84 藤本 琉来(2)  12.35 河地 翼(3)  11.46 髙橋 瑞樹 (3)  10.91 本間 雅人(1)  10.50 浜路 洋光(3)  10.31
札幌・恵庭南高 札幌・恵庭南高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌大谷高 札幌・北海学園札幌高 札幌・札幌東陵高 札幌・札幌工業高 札幌・札幌大谷高
根岸 慶(3)  37.07 荒井 優太(3)  35.69 梶浦 蓮(3)  34.52 西村 晃(3)  32.85 加藤 颯(2)  31.47 高木 正樹(3)  30.24 三納 大空(2)  30.03 日髙 拓朗(2)  30.02
札幌・立命館慶祥高 札幌・石狩翔陽高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌新川高 札幌・恵庭南高 札幌・野幌高 札幌・恵庭南高 札幌・野幌高
河部 虎弥汰(3)  46.86 高村 祐希(2)  43.28 奥井 陽斗(2)  35.98 沖野 遥斗(2)  35.66 平田 翔大(3)  31.30
札幌・札幌創成高 札幌・江別高 札幌・江別高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌英藍高
石橋 輝(3)  54.19 橋堀 佑輝(3)  51.90 柿本 悠汰(3)  51.83 市戸 航生(2)  50.75 内田 千博(3)  50.22 鈴木 敬士(3)  49.22 中川 倫太朗(3)  49.17 菊池 健斗(3)  47.89
札幌・札幌第一高 札幌・札幌新川高 札幌・札幌第一高 札幌・恵庭南高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌第一高 札幌・札幌第一高 札幌・札幌西高

w (wind assist) : 追風参考

5月8日 ﾊﾝﾏｰ投

5月9日 やり投

5月9日 砲丸投
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5月9日 走幅跳
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7位 8位

男子 5月9日 100m

5月8日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 一般財団法人札幌陸上競技協会・北海道高等学校体育連盟札幌支部 陸協名

競技会名 第３４回北海道高等学校体育連盟札幌支部春季陸上競技大会
期日・時刻 2021/5/9 審判長

競技場名 札幌市厚別公園競技場 記録主任 薄　昇


