
第４８回北海道中学校陸上競技大会 招集所審判長 戸塚　　信

ｽﾀｰﾄ審判長 及川　　悟
ﾄﾗｯｸ審判長 谷村　宏之

【開催日】 平成29年７月２８日（金）～３０日（日） 投てき審判長 森越　　治

【主催団体】 北海道陸上競技協会・北海道中学校体育連盟 決勝記録一覧表 跳躍審判長 森越　　治

(* GR:北中新) 男  子 【競技場】帯広の森陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 7/29 男子  -0.4 鷹    祥永(3) 10.90 大坂  将平(3) 11.29 井澤    真(3) 11.31 松本  虎流(3) 11.41 伊藤  大輝(3) 11.47 竹内  充吾(3) 11.47
１００ｍ 南空知･由仁 全十勝･幕別忠類 札  幌･札幌白石 ｵﾎｰﾂｸ ･遠軽 釧  路･釧路共栄 札  幌･札幌清田

 7/30  +1.9 鷹    祥永(3) 21.91 大坂  将平(3) 22.50 竹内  充吾(3) 22.61 阿部  拓海(3) 22.79 松本  虎流(3) 22.90 山田  楓河(1) 23.01 志田原康太(3) 23.24 田久保和輝(3) 23.30
２００ｍ 南空知･由仁 * GR 全十勝･幕別忠類 札  幌･札幌清田 札  幌･札幌星置 ｵﾎｰﾂｸ ･遠軽 ｵﾎｰﾂｸ ･美幌 西胆振･伊達 西胆振･登別緑陽

 7/29 志田原康太(3) 50.56 城    北斗(3) 51.78 西元寺遼介(3) 51.99 黒田  恒太(3) 52.35 中川    善(3) 52.44 馬塀  優介(3) 52.58 辻澤  由都(3) 52.61 三上  航平(3) 53.88
４００ｍ 西胆振･伊達 札  幌･札幌向陵 札  幌･札幌柏 釧  路･釧路鳥取西 札  幌･札幌前田 函  館･函館桔梗 札  幌･札幌栄南 函  館･函館亀田

 7/30 菅原  広希(2) 1:59.17 岡部    滉(3) 2:00.19 浦田  陽聖(3) 2:00.91 野田    銀(3) 2:01.09 永島  悠平(3) 2:01.29 伊井  快斗(3) 2:02.37 宮川  悠希(3) 2:02.40 辻澤  由都(3) 2:02.86
８００ｍ 全十勝･鹿追 根  室･別海上西春別 ｵﾎｰﾂｸ ･北見小泉 ｵﾎｰﾂｸ ･北見小泉 札  幌･札幌星置 ｵﾎｰﾂｸ ･北見東陵 釧  路･釧路北 札  幌･札幌栄南

 7/29 小笹  陽輝(3) 4:06.92 小林  蒼弥(3) 4:06.99 中西  人士(3) 4:09.52 酒井  空知(3) 4:10.07 桝田    樹(3) 4:10.24 菅原  広希(2) 4:10.98 村上  大樹(3) 4:12.71 本間    颯(1) 4:12.81
１５００ｍ 札  幌･札幌向陵 石  狩･恵庭恵明 全十勝･芽室 釧  路･白糠 函  館･北教大附属函館 全十勝･鹿追 函  館･函館桔梗 士  別･士別

 7/30 辻本  幸翼(3) 8:55.67 中西  人士(3) 8:57.72 豊福  学士(3) 9:05.41 小笹  陽輝(3) 9:06.07 小林  蒼弥(3) 9:13.57 堀野  愛斗(3) 9:18.96 坂井  大和(3) 9:21.23 桝田    樹(3) 9:23.33
３０００ｍ 士  別･士別 全十勝･芽室 旭  川･旭川神居東 札  幌･札幌向陵 石  狩･恵庭恵明 函  館･函館的場 札  幌･札幌平岡 函  館･北教大附属函館

 7/30  +0.3 井澤    真(3) 14.53 竹本    修(3) 15.14 山内  雅弥(3) 15.26 松田  涼佑(3) 15.31 田村  夢翔(3) 15.34 長井    基(3) 15.52 山館  智哉(3) 15.90

１１０ｍＨ 札  幌･札幌白石 札  幌･札幌平岡 西胆振･室蘭桜蘭 札  幌･札幌前田 函  館･函館戸倉 札  幌･札幌琴似 札  幌･札幌真栄
 7/30 川島  太陽(3) 1.85 中島    凌(2) 1.85 岩城  心人(3) 1.85 小田原悠太(3) 1.82 佐久間  蓮(3) 1.76 須川  春飛(3) 1.76 上尾ｶﾑﾅ(3) 1.76 神    裕馬(3) 1.76

走高跳 函  館･函館潮光 札  幌･札幌信濃 西胆振･伊達光陵 札  幌･札幌手稲 石  狩･石狩花川 旭  川･旭川神居東 上川中央･東神楽 札  幌･札幌米里
 7/29 吉井  海人(3) 4.20 阿部  智也(3) 4.10 越智  達也(3) 3.90 石井建太朗(3) 3.80 江上  宏太(3) 3.80 豊原  隆太(3) 3.60 安田  留伊(3) 3.60 小路  大貴(3) 3.40

棒高跳 石  狩･千歳勇舞 石  狩･千歳勇舞 南空知･栗山 ｵﾎｰﾂｸ ･網走第四 南空知･栗山 ｵﾎｰﾂｸ ･北見南 ｵﾎｰﾂｸ ･北見北 石  狩･千歳勇舞
 7/29 佐藤  三太(3) 6.57(+0.5) 小野  翔哉(3) 6.41(+1.7) 瓜生真留人(3) 6.19(+0.7) 岩田  一真(3) 6.18(+1.5) 久保田将也(3) 6.12(+0.1) 武島  圭汰(3) 6.10(-0.1) 吉川  昂輝(3) 6.04(+1.7) 小山内祐人(3) 6.04(+0.7)

走幅跳 函  館･函館五稜郭 釧  路･釧路春採 渡  島･北斗上磯 釧  路･釧路共栄 全十勝･幕別札内 富良野･富良野東 函  館･函館的場 全十勝･広尾
 7/30 桑折  龍真(3) 12.82 松岡  流生(3) 12.70 斎藤  優成(3) 12.35 木津谷  凪(3) 12.22 竹内  賢人(3) 11.80 廣田  風吾(2) 11.70 五十嵐友人(3) 11.61 伏見  洋飛(2) 11.04

砲丸投 富良野･上富良野 全十勝･幕別糠内 函  館･函館亀田 函  館･函館潮光 函  館･函館桔梗 札  幌･札幌あいの里東 全十勝･足寄 富良野･上富良野
 7/30 函館桔梗       44.16 札幌清田       44.23 北教大附属函館       44.25 広尾       44.34 伊達光陵       44.86 帯広西陵       45.03 札幌真栄       45.23 札幌柏       45.42

４×１００ｍ 西村  龍偉(3) 菊地  恭大(3) 小林  生承(2) 冨波  光希(2) 伊藤  拓海(3) 十文字  輝(3) 片桐    颯(2) 越後谷  崇(3)
山端    駿(3) 竹内  充吾(3) 二村  健斗(3) 佐々木啓吾(2) 斉藤  星夏(3) 藤木  憂維(3) 髙橋  寿弥(3) 福岡  裕人(3)
馬塀  優介(3) 田口莉久隼(3) 山﨑  幹太(3) 平間  壮悟(3) 岩城  心人(3) 小岸  浩也(3) 山館  智哉(3) 西元寺遼介(3)
松本  俊大(3) 近藤  翔太(3) 大越  隆聖(2) 小山内祐人(3) 阿部  遥希(3) 今野    稜(3) 渡邊  善貴(3) 渡辺  雄大(3)

 7/29 山中  新汰(3) 2503 松井    聰(2) 2414 川岡  士真(3) 2372 松田  涼佑(3) 2344 茂治  快飛(3) 2282 越後谷  崇(3) 2167 北川  広大(2) 2106 片岡    涼(3) 2104
四種競技 後  志･赤井川 函  館･函館潮光 札  幌･札幌屯田北 札  幌･札幌前田 南空知･美唄 札  幌･札幌柏 札  幌･札幌北都 名  寄･名寄東


