
第３５回北海道中学校駅伝競走大会参加校【確定版】 ※は前年度入賞チーム（シード校）

男子１部 女子１部
男子NC 中体連 学校名（チーム名） 女子NC 中体連 学校名（チーム名）

※1 士別地方 士別市立士別中学校 ※1 札幌市 札幌市立北陽中学校
※2 旭川市 旭川市立神居東中学校 ※2 全十勝 音更町立下音更中学校
※3 オホーツク 遠軽町立遠軽中学校 ※3 札幌市 札幌市立あいの里東中学校
※4 富良野地区 上富良野町立上富良野中学校 ※4 オホーツク 遠軽町立遠軽中学校
※5 オホーツク 北見市立小泉中 ※5 士別地方 士別市立士別中学校
※6 札幌市 札幌市立あいの里東中学校 ※6 富良野地区 上富良野町立上富良野中学校

7 札幌市 札幌市立発寒中学校 7 札幌市 札幌市立稲穂中学校
8 札幌市 札幌市立前田中学校 8 札幌市 札幌市立前田中学校
9 札幌市 札幌市立北都中学校 9 札幌市 札幌市立札幌中学校

10 札幌市 札幌市立手稲中学校 10 札幌市 札幌市立星置中学校
11 札幌市 札幌市立星置中学校 11 札幌市 札幌市立藻岩中学校
12 札幌市 札幌市立宮の丘中学校 12 石狩管内 江別市立大麻中学校
13 札幌市 札幌市立北陽中学校 13 石狩管内 江別市立野幌中学校
14 石狩管内 千歳市立富丘中学校 14 石狩管内 石狩市立花川中学校
15 石狩管内 千歳市立勇舞中学校 15 函館市 函館市立凌雲中学校
16 石狩管内 江別市立大麻中学校 16 函館市 函館市立亀田中学校
17 石狩管内 江別市立野幌中学校 17 函館市 函館市立本通中学校
18 石狩管内 当別町立当別中学校 18 函館市 函館市立桔梗中学校
19 石狩管内 石狩市立花川中学校 19 渡島 北斗市立上磯中学校
20 石狩管内 恵庭市立恵庭中学校 20 渡島 七飯町立七飯中学校
21 上川中央地区 東神楽町立東神楽中学校 21 渡島 木古内町立中学校
22 函館市 函館市立桔梗中学校 22 釧路地区 釧路市立鳥取中学校
23 渡島 七飯町立七飯中学校 23 釧路地区 釧路市立景雲中学校
24 渡島 七飯町立大中山中学校 24 釧路地区 浜中町立茶内中学校
25 渡島 福島町立福島中学校 25 根室地区 別海町立別海中央中学校
26 南空知 岩見沢市立光陵中学校 26 オホーツク 大空町立東藻琴中学校
27 北空知 滝川市立明苑中学校 27 オホーツク 美幌町立北中学校
28 釧路地区 釧路市立鳥取中学校 28 オホーツク 北見市立小泉中
29 釧路地区 釧路市立景雲中学校 29 オホーツク 北見市立南中学校
30 釧路地区 釧路町立富原中学校 30 オホーツク 湧別町立湧別中学校
31 釧路地区 標茶町立標茶中学校 31 全十勝 音更町立音更中学校
32 釧路地区 浜中町立茶内中学校 32 全十勝 音更町立緑南中学校
33 根室地区 別海町立別海中央中学校 33 全十勝 士幌町立士幌町中央中学校
34 根室地区 別海町立上西春別中学校 34 全十勝 新得町立新得中学校
35 オホーツク 美幌町立北中学校 35 全十勝 芽室町立芽室中学校
36 オホーツク 北見市立南中学校 36 全十勝 帯広市立南町中学校
37 オホーツク 網走市立第三中学校 37 全十勝 帯広市立緑園中学校
38 オホーツク 湧別町立湧別中学校
39 全十勝 音更町立下音更中学校
40 全十勝 新得町立新得中学校
41 全十勝 清水町立清水中学校
42 全十勝 鹿追町立鹿追中学校
43 全十勝 芽室町立芽室中学校
44 全十勝 広尾町立広尾中学校
45 全十勝 帯広市立帯広第四中学校
46 全十勝 帯広市立翔陽中学校

男子２部 女子２部
男子NC 陸協名 チーム名 女子NC 陸協名 チーム名

71 札幌 TONDEN.RC 71 札幌 TONDEN.RC
72 札幌 新札幌陸上クラブ 72 札幌 札幌選抜
73 札幌 札幌選抜 73 道央 恵庭選抜
74 札幌 札幌真栄中・手稲中 74 道南 道南連合
75 道央 恵庭選抜 75 道北 富良野東・富良野西
76 道北 富良野東・富良野西 76 釧路 釧路地区中体連選抜
77 道北 上富良野中
78 道北 士別中
79 道南 函館ＣＲＳ
80 道南 函館ＣＲＳ連合
81 釧路 釧路地区中体連選抜
82 釧路 根室地区中体連選抜
83 十勝 緑園・帯広二中連合
84 十勝 音更町合同チーム
85 十勝 帯広一中・七中・清川合同


