
日付 種目

中谷  駿(3) 10.72 本所  蓮冶(3) 11.02 森  周志(3) 11.19 嶋  隆成(3) 11.21 泉  遥斗(3) 11.35 杉林  大地(3) 11.36 札内  航(3) 11.36 伊藤  塁(3) 11.45

西胆振・本室蘭 GR,HJH ｵﾎｰﾂｸ・北見小泉 函館・函館湯川 石狩・立命館慶祥 北空知・滝川江陵 札幌・札幌あいの里東 函館・函館戸倉 札幌・札幌藻岩

中谷  駿(3) 22.96 泉  遥斗(3) 23.10 櫻井  春誓(3) 23.48 林  翔矢(3) 23.83 細貝  航太(3) 23.97 平山  誠之助(3) 24.03 小山  裕生(2) 24.08

西胆振・本室蘭 北空知・滝川江陵 全十勝・帯広南町 石狩・恵庭 札幌・札幌西岡北 富良野・上富良野 函館・函館桐花

櫻井  春誓(3) 50.45 大橋  泰輝(3) 51.27 中田  竜馬(3) 52.22 中村  伊吹(3) 52.58 嶋  俊裕(3) 53.06 佐藤  海斗(3) 53.46 滋野  和輝(3) 54.41

全十勝・帯広南町 札幌・札幌西岡 富良野・富良野西 全十勝・帯広南町 東胆振・白老 北空知・滝川江陵 ｵﾎｰﾂｸ・北見北

小林  潤貴(3) 2:01.14 池田  笙冴(2) 2:02.62 笹治  昂佑(3) 2:05.45 上村  一真(3) 2:06.21 伊藤  一晟(3) 2:06.61 志田  玲児(3) 2:09.62 大熊  健斗(2) 2:10.84 椛澤  翔(3) 2:13.86

ｵﾎｰﾂｸ・北見光西 函館・函館本通 函館・函館本通 全十勝・幕別札内 釧路・釧路鳥取西 北空知・滝川明苑 旭川・旭川愛宕 釧路・釧路景雲

佐々木  速斗(3) 4:12.29 長谷川  冬磨(3) 4:12.55 滝田  遼太(3) 4:15.44 村上  航大(3) 4:15.77 田中  遥人(3) 4:17.30 木村  一輝(3) 4:18.37 石原  彰久(3) 4:19.46 村上  太一(2) 4:19.52

渡島・北斗上磯 函館・函館亀田 富良野・富良野東 渡島・八雲落部 ｵﾎｰﾂｸ・網走第三 南空知・岩見沢光陵 札幌・札幌真栄 ｵﾎｰﾂｸ・遠軽

佐々木  速斗(3) 9:01.26 小島  光佑(3) 9:03.46 多田  奏太(2) 9:05.10 村上  航大(3) 9:09.64 杉本  龍陽(3) 9:09.75 木村  一輝(3) 9:17.66 滝田  遼太(3) 9:23.62 藤村  燦太(3) 9:24.56

渡島・北斗上磯 ｵﾎｰﾂｸ・北見小泉 旭川・旭川神居東 渡島・八雲落部 函館・北教大附属函館 南空知・岩見沢光陵 富良野・富良野東 札幌・札幌常盤

出口  将也(3) 14.56 小島  龍大(3) 14.92 札内  航(3) 15.45 髙橋  侃志(3) 15.60 菊池  侑渡(3) 15.80 ﾎﾞﾝﾄﾞ  ﾚｵ  将(2) 16.36 野村  勇太(3) 16.48 林  龍希(3) 16.97

札幌・札幌北白石 旭川・旭川緑が丘 函館・函館戸倉 札幌・札幌真栄 南空知・岩見沢緑 札幌・札幌伏見 石狩・千歳富丘 ｵﾎｰﾂｸ・紋別

帯広南町・全十勝 44.44 札幌あいの里東・札幌 44.55 滝川江陵・北空知 44.75 立命館慶祥・石狩 44.99 上富良野・富良野 45.09 室蘭桜蘭・西胆振 45.12 札幌真栄・札幌 45.20 札幌西岡・札幌 46.16

代田  尚大(3) 湯浅  慧(3) 工藤  優樹(3) 島田  一生(3) 早坂  柊人(3) 船場  拓海(2) 髙橋  侃志(3) 田口  裕貴(3)

中村  伊吹(3) 杉林  大地(3) 泉  遥斗(3) 嶋  隆成(3) 平山  誠之助(3) 元谷  太一(3) 石谷  晃己(3) 大橋  泰輝(3)

武田  隆太郎(2) 三浦  功織(3) 佐藤  海斗(3) 長野  超(2) 田代  倫也(3) 喜田  龍輝(3) 千葉  太我(2) 三上  典大(2)

櫻井  春誓(3) 中場  祥太(3) 桔梗  元彌(3) 桑島  和輝(2) 佐藤  賢勇(3) 宮本  海斗(3) 古御堂  隼人(3) 高橋  直也(2)

中村  陵太(3) 1m91 原  啓太(3) 1m88 北川  瑞貴(3) 1m79 塚原  八雲(3) 1m79 平澤  永遠(3) 1m76 出村  優輝(3) 1m73 佐藤  碧(2) 1m73

後志・黒松内 後志・赤井川 石狩・千歳勇舞 後志・赤井川 旭川・旭川六合 後志・共和 ｵﾎｰﾂｸ・北見小泉

前田  昂佑(3) 1m73

札幌・札幌北陽

佐々木  理(3) 3m90 玉置  大介(2) 3m80 廣瀨  慧来(2) 3m70 新居  将太(3) 3m60 森重  航(3) 3m60 玉腰  洸人(3) 3m50 皆川  賢汰(3) 3m50 及川  瑞喜(3) 3m40

石狩・千歳勇舞 士別・上士別 ｵﾎｰﾂｸ・網走第四 全十勝・清水 根室・別海上風連 石狩・千歳勇舞 南空知・栗山 全十勝・清水

菅井  慧(3) 6m62(+1.0) 平間  睦樹(3) 6m45(0.0) 水谷  忍(3) 6m44(+2.1) 山田  翔大(2) 6m35(+0.6) 宮下  凌介(3) 6m22(0.0) 中里  光孝(3) 6m18(+0.2) 砂田  圭登(3) 6m09(+1.2) 松島  慎太朗(3) 6m06(+0.9)

函館・函館五稜 富良野・富良野東 全十勝・士幌町中央 公認6m20(+0.4) 函館・函館桔梗 札幌・札幌上篠路 旭川・旭川緑が丘 全十勝・帯広第一 札幌・札幌北陽

西塚  大悟(3) 11m91 玉置  真冴斗(2) 11m71 大西  由悟(3) 11m69 照井  達也(3) 11m43 清水  優太(3) 11m28 山川  颯太(3) 11m28 岩崎  慎吾(3) 11m23 杉本  昌也(3) 10m79

富良野・上富良野 全十勝・浦幌 ｵﾎｰﾂｸ・網走第一 札幌・札幌もみじ台南 石狩・千歳富丘 札幌・札幌前田 渡島・木古内 根室・別海上風連

野村  勇太(3) 2510点 髙橋  侃志(3) 2406点 佐藤  叶人(3) 2352点 飛塚  祐輝(3) 2123点 三浦  徹大(2) 2101点 三上  幹太(3) 2090点 山口  茂樹(3) 2079点 木村  琉聖(3) 2056点

石狩・千歳富丘 札幌・札幌真栄 旭川・旭川北星 札幌・札幌北陽 上川中央・東神楽 全十勝・清水 札幌・札幌北白石 札幌・札幌もみじ台南

1m65-54.54 1m59-56.98 1m50-54.16 1m62-57.06 1m45-54.97 1m45-56.91

16.77(+1.2)-11m62 16.26(+1.3)-9m23 18.32(+1.3)-11m65 17.05(+1.2)-9m78 16.35(+1.0)-9m12 16.47(+1.0)-10m23

7月30日 男子砲丸投(5.000kg)

7月28日
～29日

男子四種競技(男子)
15.56(+1.3)-11m18 15.39(+1.3)-10m55

1m71-54.52 1m68-56.09

7月30日 男子走高跳

7月29日 男子棒高跳

7月29日 男子走幅跳

7月30日 男子3000m

7月30日 男子110mH(0.914m)
風：-2.2

7月30日 男子4X100mR

7月29日 男子400m

7月30日 男子800m

7月29日 男子1500m

7位 8位

7月29日 男子100m
風：+1.6

7月30日 男子200m
風：-2.7

1位 2位 3位 4位 5位 6位


