
日付 種目

髙田　雄平  10.89 (+1.7) 菊地　恭大  10.90 (+1.1) 澤田　健斗  10.96 (+1.4) 竹内　充吾  w10.98 (+2.1) 小林　生承  11.05 (+0.9) 阿部　拓海  11.07 (+1.4) 佐藤　友麻  11.08 (+1.4) 髙橋　寿弥  w11.09 (+2.7)

札幌・札幌南高 札幌・北海高 札幌・北海高 札幌・恵庭南高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌あすかぜ高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌清田高

髙田　雄平  w21.60 (+3.0) 澤田　健斗  w21.85 (+3.0) 佐藤　友麻  w22.18 (+3.0) 小林　生承  w22.39 (+3.0) 松田　瑛斗  w22.69 (+3.0) 横溝　陽冬  w22.88 (+3.0) 髙橋　寿弥  w22.95 (+3.0) 戸井　脩裕  w23.20 (+3.0)

札幌・札幌南高 札幌・北海高 札幌・恵庭南高 札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・市立札幌平岸高 札幌・札幌清田高 札幌・札幌第一高

井澤　真  49.41 西元寺　遼介  49.42 城　北斗  49.86 山下　竜司  50.12 小野　謙太  50.82 髙坂　蓮斗  51.01 松谷　息吹  51.22 吉田　隼  51.27
札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌南高 札幌・北海高 札幌・恵庭南高 札幌・北海高 札幌・札幌西高 札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭南高

渥美　諭  1:58.76 篠原　佑弥  1:59.29 永島　悠平  1:59.92 山﨑　皓平  2:00.01 齊藤　匠馬  2:00.14 射水　健人  2:00.16 齊藤　有哉  2:00.77 清水　晴斗  2:01.40
札幌・大麻高 札幌・札幌大谷高 札幌・札幌山の手高 札幌・札幌南高 札幌・市立札幌旭丘高 札幌・札幌手稲高 札幌・札幌山の手高 札幌・北海高
永島　悠平  4:06.02 森田　大介  4:06.62 宮川　悠希  4:07.04 菅原　広希  4:07.77 小笹　陽輝  4:11.34 桝田　樹  4:11.43 五十嵐　恵樹  4:16.82 小寺　恭平  4:17.85
札幌・札幌山の手高 札幌・札幌山の手高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌南高 札幌・札幌日大高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌第一高

キンヤンジュイ　パトリック  14:37.18 島田　拓  15:13.84 竹田　康之助  16:31.26 佐藤　魁良寸  16:31.35 阿部　太陽  16:36.10 釜谷　芽空  16:39.61 太田　晴也  16:40.29 増田　賢人  16:57.69
札幌・札幌山の手高 GR 札幌・札幌山の手高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌稲雲高 札幌・札幌日大高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌厚別高 札幌・札幌西高

髙松　航平  15.21 (+1.7) 森　幹人  w15.56 (+2.2) 松井　聰  w15.68 (+2.2) 川岡　士真  15.85 (+1.3) 山館　智哉  15.89 (+1.3) 田中　総士  16.01 (+1.3) 佐藤　優哉  w16.04 (+2.8) 山下　寛大  16.06 (+1.7)
札幌・東海大札幌高 札幌・大麻高 札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌第一高 札幌・北海高 札幌・札幌東高

西元寺　遼介  53.87 城　北斗  55.77 松井　聰  57.68 髙橋　翼  58.13 長井　基  58.37 林　大聖  59.07 木村　涼太  59.86 牧野　瞬輝  1:00.98
札幌・札幌南高 GR 札幌・北海高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌北高 札幌・北海高 札幌・江別高 札幌・札幌南高 札幌・札幌北陵高

平沼　連  9:51.58 坂本　凌太郎  10:11.66 佐藤　魁良寸  10:25.21 太田　晴也  10:30.15 野田　銀  10:30.51 佐藤　祐太朗  10:38.88 小野　英太郎  10:40.25 岡﨑　生晴  10:40.33
札幌・東海大札幌高 札幌・札幌山の手高 札幌・札幌稲雲高 札幌・札幌厚別高 札幌・札幌山の手高 札幌・札幌北高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌手稲高

髙野　翔斗  24:41.84 蒔田　勝久  27:09.31 常木　大遥  28:27.09 髙橋　秀斗  28:30.84 石塚　壮一朗  29:15.91 荘　空詩  30:30.66
札幌・札幌白石高 札幌・市立札幌啓北商業高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌北陵高 札幌・札幌東高 札幌・立命館慶祥高

札幌・恵庭南高  42.61 札幌・立命館慶祥高  42.68 札幌・北海高  43.13 札幌・札幌南高  43.24 札幌・札幌第一高  43.36 札幌・東海大札幌高  43.45 札幌・恵庭北高  43.91 札幌・札幌北陵高  44.09
竹本　修 高田　真太郎 松田　瑛斗 川島　悠太 本田　麻尋 佐井　琉人 中島　幹人 牧野　瞬輝
佐藤　友麻 松井　聰 澤田　健斗 髙田　雄平 水屋　颯茉 髙松　航平 井上　幸英 因幡　一希
竹内　充吾 井澤　真 菊地　恭大 福岡　京大 戸井　脩裕 新渕　翔琉 三谷　嶺太 齋藤　翔太
山下　竜司 小林　生承 関　輝太 西元寺　遼介 福岡　裕人 中村　瑞貴 清水　秀一郎 太田　知輝
札幌・北海高  3:24.11 札幌・恵庭南高  3:25.18 札幌・立命館慶祥高  3:25.59 札幌・札幌南高  3:31.04 札幌・恵庭北高  3:31.64 札幌・札幌北陵高  3:32.50 札幌・東海大札幌高  3:32.64 札幌・札幌手稲高  3:32.72
田代　大和 竹内　充吾 小林　生承 金　祐太朗 澁谷　昂平 倉良　優杜 新渕　翔琉 徳田　大哉
澤田　健斗 増田　梨輝 松谷　息吹 西元寺　遼介 北川　悠太 今田　大介 井上　柊宥 德本　拓海
小野　謙太 吉田　隼 松井　聰 髙田　雄平 井上　幸英 因幡　一希 佐井　琉人 佐藤　稜馬
城　北斗 山下　竜司 井澤　真 山﨑　皓平 大塲　真輝 太田　知輝 大瀬　瑞生 射水　健人
中島　凌  2.00 山﨑　太陽  1.94 小田原　悠太  1.88 神　裕馬  1.88 井佐　俊介  1.85 武田　周  1.80 佐久間　蓮  1.80
札幌・恵庭南高 札幌・札幌北陵高 札幌・札幌山の手高 札幌・札幌新陽高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌東陵高 札幌・札幌手稲高

上ヶ嶋　大星  1.88 松田　涼佑  1.80
札幌・札幌英藍高 札幌・恵庭南高

吉井　海人  4.30 阿部　智也  4.00 小路　大貴  3.90 正木　大翔  3.80 片山　泰樹  3.50 佐藤　大晃  3.20 朝倉　健心  3.00 圓山　遥斗  3.00
札幌・札幌東商業高 札幌・札幌山の手高 札幌・大麻高 札幌・札幌丘珠高 札幌・札幌東商業高 札幌・大麻高 札幌・札幌手稲高 札幌・札幌国際情報高

植村　哲平  6.68 (-1.8) 菊地　恭大  6.61 (-1.7) 安本　崇隼  6.35 (-0.2) 西村　陸  6.30 (-0.6) 佐古田　維人  6.29 (0.0) 大塲　真輝  6.25 (-1.3) 佐々木　蓮  6.15 (-1.9) 木本　翔天  6.13 (-0.7)
札幌・札幌大谷高 SR 札幌・北海高 SR 札幌・札幌北高 SR 札幌・札幌厚別高 SR 札幌・恵庭南高 SR 札幌・恵庭北高 SR 札幌・石狩翔陽高 SR 札幌・札幌稲雲高 SR
工藤　央翔  13.97 (+0.7) 安本　崇隼  13.95 (+0.7) 高田　真太郎  w13.15 (+2.6) 佐々木　蓮  13.01 (+1.9) 飯山　晃多  w12.85 (+3.2) 倉本　悠太  w12.84 (+3.6) 小村　泰耀  w12.46 (+2.1) 濵　光希  w12.35 (+4.3)

札幌・恵庭南高 札幌・札幌北高 札幌・立命館慶祥高 札幌・石狩翔陽高 札幌・札幌月寒高 札幌・札幌平岡高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌手稲高

石川　辰  11.13 梶浦　蓮  11.09 西村　瑠華  11.06 荒井　優太  10.73 吉川　諒哉  10.64 佐々木　大輝  10.62 髙橋　瑞樹  9.77 浜路　洋光  9.69
札幌・東海大札幌高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌大谷高 札幌・石狩翔陽高 札幌・大麻高 札幌・札幌英藍高 札幌・札幌東陵高 札幌・札幌大谷高

梶浦　蓮  32.24 佐藤　宏美  30.64 荒井　優太  29.31 根岸　慶  27.99 曽根　匠一  27.89 吉川　諒哉  27.75 本間　史樹  27.56 松本　陸玖  27.08
札幌・札幌啓成高 札幌・札幌工業高 札幌・石狩翔陽高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌琴似工業高 札幌・大麻高 札幌・札幌南高 札幌・恵庭北高

畑田　寅樹  36.45 対馬　大輝  34.83 近井　嘉貴  33.70 松島　壯二朗  32.51 川原　颯斗  27.89 河部　虎弥汰  21.08 田口　智也  20.19 平田　翔大  17.09
札幌・札幌南陵高 札幌・北星大附属高 札幌・江別高 道央・北広島高 札幌・北星大附属高 札幌・札幌創成高 札幌・札幌南陵高 札幌・札幌英藍高

山保　颯太  50.99 春名　倫太  46.87 藤田　仰  46.04 松島　壯二朗  45.84 内田　千博  45.35 小武　右京  44.41 雨宮　玄  44.38 細野　稜真  43.50
札幌・野幌高 札幌・札幌大谷高 札幌・市立札幌開成中等後期 道央・北広島高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌北高 札幌・札幌清田高 札幌・東海大札幌高

w (wind assist) : 追風参考

8月17日 ﾊﾝﾏｰ投

8月18日 やり投

8月18日 砲丸投

8月17日 円盤投

8月17日 走幅跳

8月18日 三段跳

8月17日 走高跳

8月17日 棒高跳

8月18日 4x400mR

8月17日 4x100mR

8月18日 3000mSC

8月18日 5000mW

8月17日 110mH

8月18日 400mH

8月18日 1500m

8月17日 5000m

8月17日 400m

8月17日 800m

7位 8位

男子 8月17日 100m

8月18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 一般財団法人北海道陸上競技協会

競技会名 第５１回北海道高等学校体育連盟札幌支部新人陸上競技大会
期日・時刻 2019/8/18 審判長 大町　和敏　赤松　幸広　平野　伸也

競技場名 札幌市厚別公園競技場 記録主任 薄　昇
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