
日付 種目

鷹　祥永  10.71 (+1.6) 長野　超  10.73 (+1.6) 坂本　紘士  10.88 (+1.6) 安保　諒祐  11.08 (+1.6) 原口　和大  11.13 (+1.6) 坂本　裕介  11.17 (+1.6) 神　拓実  11.21 (+1.6) 竹内　充吾  11.27 (+1.6)

札幌・立命館慶祥高 #NAME? 札幌・立命館慶祥高 札幌・北広島西高 札幌・札幌北陵高 札幌・札幌第一高 札幌・北海高 札幌・札幌第一高 札幌・恵庭南高

井澤　真  22.54 (-3.0) 長野　超  22.86 (-3.0) 澤田　健斗  23.31 (-3.0) 原口　和大  23.43 (-3.0) 井内　俊之介  23.46 (-3.0) 青木　駆羅  23.93 (-3.0) 瀧口　晴翔  24.54 (-3.0) 安保　諒祐  25.09 (-3.0)

札幌・立命館慶祥高 札幌・立命館慶祥高 札幌・北海高 札幌・札幌第一高 札幌・北星大附属高 道央・北広島高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌北陵高

水口　海  48.82 井戸　優希  49.58 須川　陽斗  50.08 柴田　凌  51.16 伊東　諄友綺  51.81 西元寺　遼介  52.01 桑島　和輝  52.06 米谷　航基  54.79

札幌・立命館慶祥高 GR 札幌・北海高 道央・北広島高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌北高 札幌・札幌南高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌東陵高

平井　玲央  2:00.02 吉田　晴  2:01.90 金野　佑星  2:03.46 辻澤　由都  2:04.06 山﨑　皓平  2:04.87 杉村　勇哉  2:09.11 鳥井　俊佑  2:12.47 井戸　優希  2:42.53

札幌・札幌南高 札幌・札幌北陵高 札幌・札幌西高 札幌・札幌啓成高 札幌・札幌南高 札幌・札幌白石高 札幌・北星大附属高 札幌・北海高

島田　拓  4:09.76 宮川　悠希  4:11.54 高田　佑人  4:11.85 小林　蒼弥  4:12.35 小笹　陽輝  4:12.87 山村　航輝  4:13.58 大野　尊  4:15.87 岩間　英仁  4:17.81

札幌・札幌山の手高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌静修高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌南高 札幌・札幌南高 札幌・札幌静修高 札幌・札幌日大高

イブラヒム　ワング  15:13.22 池田　笙冴  16:06.61 仲山　芳古  16:07.08 上田　歩輝  16:07.15 酒井　空知  16:10.08 高田　佑人  16:11.24 辻本　幸翼  16:12.01 沖　元斗  16:46.67

札幌・札幌山の手高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌西高 札幌・東海大札幌高 札幌・札幌静修高 札幌・札幌山の手高 札幌・東海大札幌高

ボンド　レオ　将  w15.02 (+3.9) 中島　要  w15.21 (+3.9) 蛯澤　快斗  w15.39 (+3.9) 松尾　椎真  w15.60 (+3.9) 北野　煕  w15.67 (+3.9) 坂本　裕介  w15.77 (+3.9) 越後谷　崇  w15.90 (+3.9) 髙桑　稜世  w15.90 (+3.9)

札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌北陵高 札幌・立命館慶祥高 札幌・大麻高 札幌・石狩翔陽高 札幌・北海高 札幌・札幌旭丘高 札幌・札幌東高

水口　海  54.56 西元寺　遼介  56.52 城　北斗  56.58 北　勝志  57.78 小原　拓己  58.49 山口　航生  59.16 大水　恵汰  59.36 佐々木　龍之介  1:01.15

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・札幌第一高 札幌・札幌東高 札幌・札幌国際情報高 札幌・北海高

平沼　連  9:50.41 上田　歩輝  10:11.86 卜部　悠人  10:18.08 岩城　宝篤  10:18.09 釜谷　芽空  10:23.51 荒　了奨  10:31.13 内藤　大輝  10:40.84 坂本　凌太郎  10:44.81

札幌・東海大札幌高 札幌・札幌西高 札幌・札幌山の手高 札幌・札幌手稲高 札幌・東海大札幌高 札幌・大麻高 札幌・石狩南高 札幌・札幌山の手高

沖田　龍之介  24:24.27 髙野　翔斗  28:27.29 髙橋　秀斗  34:16.69 常木　大遥  35:17.25

札幌・札幌北陵高 札幌・札幌白石高 札幌・札幌北陵高 札幌・札幌白石高

札幌・立命館慶祥高  41.45 札幌・北海高  43.33 札幌・札幌第一高  43.63 札幌・恵庭南高  43.80 札幌・札幌国際情報高  44.65 札幌・札幌北陵高  44.78 道央・北広島高  45.11 札幌・札幌南高  45.46

瀬川　純平 菊地　恭大 菅原　武央 佐藤　友麻 松浦　択射 中島　要 谷内　翔 矢澤　宏太郎

鷹　祥永 坂本　裕介 神　拓実 竹本　修 植木　将太 安保　諒祐 石井　健人 髙田　雄平

井澤　真 澤田　健斗 原口　和大 竹内　充吾 佐藤　静輝 熊谷　翼 青木　駆羅 川島　悠太

長野　超 八戸　乃紀 山崎　凱士 伊藤　駿 穴澤　瑛 齋藤　翔太 水上　弘貴 西元寺　遼介

札幌・立命館慶祥高  3:22.74 札幌・北海高  3:23.80 札幌・札幌南高  3:28.70 札幌・東海大札幌高  3:30.10 札幌・札幌東高  3:32.20 札幌・札幌第一高  3:32.24 札幌・札幌北陵高  3:32.60 札幌・札幌西高  3:33.02

鷹　祥永 城　北斗 矢澤　宏太郎 井上　柊宥 髙橋　和夢 小原　拓己 今田　大介 丹後　舜

桑島　和輝 松田　瑛斗 西元寺　遼介 柴田　凌 畠山　拓人 菅原　武央 因幡　一希 金野　佑星

井澤　真 澤田　健斗 山村　航輝 柴田　航 髙桑　稜世 原口　和大 太田　知輝 伊藤　隆大

水口　海 井戸　優希 平井　玲央 今井　大悠 山口　航生 堀井　峻介 吉田　晴 髙坂　蓮斗

和田　佳祐  1.94 蛯澤　快斗  1.88 臼井　丞太朗  1.88 神　裕馬  1.85 池田　盛那  1.80 川岡　士真  1.75

札幌・東海大札幌高 札幌・立命館慶祥高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌新陽高 札幌・札幌国際情報高 札幌・北海高

正木　大翔  1.88 武田　周  1.75

札幌・札幌丘珠高 札幌・札幌東陵高

岩城　心人  1.75

札幌・恵庭南高

後藤　優弥  1.75

札幌・札幌大谷高

五十嵐　稜馬  1.75

札幌・札幌啓成高

小田原　悠太  1.75

札幌・札幌山の手高

根本　凌  1.75

札幌・札幌丘珠高

玉置　大介  4.50 近藤　崇仁  4.40 吉井　海人  4.10 駒形　昂俊  3.80 阿部　智也  3.80 小路　大貴  3.40 加藤　滉貴  3.20 圓山　遥斗  3.20

札幌・札幌南高 札幌・大麻高 札幌・札幌東商業高 札幌・市立札幌平岸高 札幌・札幌山の手高 札幌・大麻高 札幌・札幌手稲高 札幌・札幌国際情報高

伊藤　駿  6.79 (+1.6) 瀬川　純平  w6.75 (+3.2) 猿山　柊一朗  w6.54 (+3.9) 石井　健人  w6.49 (+3.0) 山崎　凱士  6.44 (+1.6) 工藤　央翔  w6.37 (+4.2) 松浦　択射  w6.26 (+2.7) 菊地　恭大  w6.21 (+3.2)

札幌・恵庭南高 札幌・立命館慶祥高 札幌・札幌静修高 道央・北広島高 札幌・札幌第一高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌国際情報高 札幌・北海高

工藤　央翔  w13.48 (+2.8) 根本　凌  13.11 (+0.6) 山崎　凱士  13.07 (+1.0) 髙嶋　晃琉  12.83 (+1.0) 飯山　晃多  12.80 (+0.6) 大野　陸  12.72 (+1.1) 安本　崇隼  w12.63 (+2.3) 今井　健斗  12.53 (+0.5)

札幌・恵庭南高 札幌・札幌丘珠高 札幌・札幌第一高 札幌・札幌旭丘高 札幌・札幌月寒高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌北高 札幌・札幌手稲高

佐藤　滉徳  13.15 斎藤　竣  12.52 尾形　憂星  12.02 土藏　翼  11.20 林　風馬  11.03 佐々木　響  10.95 石田　葵利  10.53 佐々木　涼輔  10.35

札幌・札幌啓成高 札幌・恵庭南高 札幌・恵庭南高 札幌・大麻高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌あすかぜ高 札幌・札幌工業高 札幌・市立札幌藻岩高

斎藤　竣  38.23 佐々木　涼輔  36.68 岩田　泰雅  33.47 木戸　響己  31.48 鳴島　世那  31.00 土藏　翼  30.92 梅川　大佑  29.74 佐藤　滉徳  29.59

札幌・恵庭南高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・恵庭北高 札幌・恵庭南高 札幌・札幌南陵高 札幌・大麻高 札幌・恵庭北高 札幌・札幌啓成高

玉田　明統  46.65 藤川　和浩  39.63 原田　秋人  35.33 増冨　大智  34.78 岩田　泰雅  33.42 鳴島　世那  32.91 畑田　寅樹  29.77 豊住　拓哉  22.90

札幌・札幌新陽高 GR 札幌・札幌新陽高 札幌・北星大附属高 道央・北広島高 札幌・恵庭北高 札幌・札幌南陵高 札幌・札幌南陵高 札幌・札幌あすかぜ高

奥田　琉偉  49.44 鈴木　樹乃  47.29 牧部　蒼汰  44.17 山田　敦大  43.79 秋元　海人  42.45 大川　泰直  42.13 林　風馬  42.08 竹内　良知  40.54

札幌・札幌第一高 札幌・札幌琴似工業高 札幌・札幌日大高 札幌・札幌厚別高 札幌・札幌東商業高 札幌・東海大札幌高 札幌・市立札幌藻岩高 札幌・札幌西高

GR

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５０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 2018/8/19 審判長

競技場名 札幌市厚別公園競技場 記録主任 薄　昇

8月18日 400m

8月18日 800m

7位 8位

男子 8月18日 100m

8月19日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月18日 110mH

8月19日 400mH

8月19日 1500m

8月18日 5000m

8月18日 4x100mR

8月19日 4x400mR

8月19日 3000mSC

8月19日 5000mW

8月18日 走幅跳

8月19日 三段跳

8月18日 走高跳

8月18日 棒高跳

8月18日 ﾊﾝﾏｰ投

8月19日 やり投

8月19日 砲丸投

8月18日 円盤投

#NAME?


