
第49回北海道中学校陸上競技大会

兼　第45回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会                    

決勝記録一覧表
(W:) 男  子 【競技場】012040  千代台公園陸上競技場

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

07/26 中学男子  +0.9 大越　隆聖(3) 10.75 町井　大城(3) 10.80 殿山　凌平(3) 11.18 土橋　大和(3) 11.23 小林　生承(3) 11.28 清水　　徹(2) 11.30 田代　大和(3) 11.44 秋森　貴孔(3) 11.45
100m 函館･北教大附属函館 渡島･北斗浜分 富良野･富良野東 オホーツク･紋別 函館･北教大附属函館 全十勝･帯広第一 札幌･札幌八軒 札幌･札幌西岡

07/27  -0.8 町井　大城(3) 22.24 大越　隆聖(3) 22.52 小林　生承(3) 23.22 近藤　　力(3) 23.46 田代　大和(3) 23.49 浦城　秀太(2) 23.65 山下　裕大(3) 23.92
200m 渡島･北斗浜分 函館･北教大附属函館 函館･北教大附属函館 西胆振･室蘭東明 札幌･札幌八軒 南空知･岩見沢明成 石狩･恵庭

07/26 備前　　武(3) 51.74 小野　謙太(3) 52.25 北川　悠太(3) 52.73 日向　宏輝(3) 52.77 三浦大治郎(3) 53.15 平山瑛二郞(3) 53.80 永井　雅樹(3) 54.44 篠原　蓮旺(3) 55.49
400m 函館･函館巴 札幌･札幌北辰 石狩･恵庭柏陽 釧路･釧路富原 石狩･千歳富丘 富良野･上富良野 全十勝･芽室 オホーツク･網走第三

07/27 菅原　広希(3) 1,58.92 櫻井　一夏(2) 2,00.14 齊藤　有哉(3) 2,01.39 清水　晴斗(3) 2,02.91 五十嵐恵樹(3) 2,05.32 布村　樹寛(3) 2,06.83 竹田康之助(3) 2,07.19 加藤　聡真(2) 2,08.00
800m 全十勝･鹿追 全十勝･帯広南町 石狩･北広島東部 渡島･七飯大中山 小樽･小樽銭函 札幌･札幌啓明 札幌･札幌西岡 オホーツク･美幌北

07/26 菅原　広希(3) 4,07.12 本間　　颯(2) 4,07.59 櫻井　一夏(2) 4,08.19 阿部　太陽(3) 4,15.19 竹田康之助(3) 4,15.86 加藤　　悠(3) 4,16.19 本間　君耶(3) 4,16.55 熊谷　修也(2) 4,19.61
1500m 全十勝･鹿追 士別･士別 全十勝･帯広南町 全十勝･芽室 札幌･札幌西岡 石狩･千歳 オホーツク･遠軽 渡島･七飯

07/27 本間　　颯(2) 9,19.08 竹本　憲伸(3) 9,20.74 阿部　太陽(3) 9,21.42 本間　君耶(3) 9,21.70 竹内　優心(2) 9,22.05 加藤　　悠(3) 9,23.77 三上　吾武(3) 9,24.63 佐野　亮平(3) 9,27.21
3000m 士別･士別 名寄･美深 全十勝･芽室 オホーツク･遠軽 渡島･北斗大野 石狩･千歳 札幌･札幌あいの里東 士別･士別

07/27  -0.3 髙松　航平(3) 14.47 北川　広大(3) 14.50 殿山　凌平(3) 14.81 松井　　聰(3) 14.98 酒井　悠星(3) 15.01 宮田　龍昇(2) 15.28 木村　涼太(3) 15.41 安部　光祐(3) 15.54
110mH 0.914m 札幌･札幌北都 札幌･札幌北都 富良野･富良野東 函館･函館潮光 北空知･滝川江陵 函館･函館亀田 札幌･札幌屯田北 札幌･札幌北白石

07/27 札幌北都       44.04 芽室       44.42 旭川緑が丘       44.67 恵庭       44.76 広尾       44.95 札幌栄       45.44 札幌真栄       45.67 札幌発寒       46.06
4x100mR 佐井　琉人(3) 林中琉希也(3) 川島　康明(3) 池　　柊來(3) 廣冨　葵士(2) 牧野　瞬輝(3) 田中　信二(3) 齊藤　柊登(3)

北川　広大(3) 東原　良将(2) 小野田優翔(3) 山下　裕大(3) 佐々木啓吾(3) 山本　真哉(3) 片桐　　颯(3) 太田　健晴(3)

髙松　航平(3) 永井　雅樹(3) 三浦寿夢琳(3) 清水　大翔(3) 冨波　光希(3) 末永　宇教(3) 山下　寛大(3) 新渕　翔琉(3)

髙田真太郎(3) 橋本　凌弥(3) 黒田　隆斗(3) 工藤　翔大(1) 小山内将太(3) 川垣　秀斗(3) 三浦　大河(2) 佐々木柊斗(3)

07/27 中島　　凌(3) 1.94 奥林　元気(3) 1.85 佐々木啓吾(3) 1.79 長岡　太一(3) 1.79 上ヶ嶋大星(3) 1.76 井佐　俊介(3) 1.76 渡邊　吏玖(3) 1.73 花田　佳尚(3) 1.73
走高跳 札幌･札幌信濃 札幌･札幌東栄 全十勝･広尾 渡島･森 石狩･石狩花川 札幌･札幌平岸 北空知･沼田 石狩･江別中央

07/27 小河　大介(3) 3.80 渡辺　　颯(3) 3.70 片山　泰樹(3) 3.70 坂元　恭介(3) 3.60 中田　竜翔(2) 3.50 及川　千暉(2) 3.40 石田　　優(3) 3.30 高橋　聖弥(2) 3.30
棒高跳 オホーツク･網走第四 オホーツク･北見南 札幌･札幌藻岩 オホーツク･網走第一 オホーツク･網走第一 全十勝･清水 全十勝･芽室 全十勝･清水

07/26 前多　泰史(3) 6.47(+1.0) 植村　哲平(3) 6.47(-0.5) 髙坂　　豊(3) 6.45(+1.3) 及川　拓登(3) 6.41(+1.6) 佐古田維人(3) 6.36(+0.9) 井倉　大翔(2) 6.29(+1.2) 髙田真太郎(3) 6.25(+2.0) 岡野　大耀(3) 6.01(+1.7)
走幅跳 函館･函館桔梗 札幌･札幌手稲 釧路･白糠 石狩･江別中央 石狩･北広島大曲 函館･函館赤川 札幌･札幌北都 石狩･北広島大曲

07/27 高宮　成生(3) 12.93 小笠原大翔(3) 12.65 伏見　洋飛(3) 12.31 廣田　風吾(3) 12.20 井上　　龍(3) 11.90 栗田　遥人(2) 11.34 後藤　大晴(2) 11.28 渡辺　啓護(3) 11.25
砲丸投 5.00kg オホーツク･雄武 士別･剣淵 富良野･上富良野 札幌･札幌あいの里東 旭川･旭川緑が丘 全十勝･帯広南町 札幌･札幌柏丘 渡島･北斗浜分

07/26 松井　　聰(3) 2699 髙橋　瑞樹(3) 2314 萩坂　天翔(3) 2247 牧野　瞬輝(3) 2194 成田　侑生(3) 2170 武藤　優飛(2) 2161 渡辺　啓護(3) 2115 齋藤　光希(3) 2088
四種競技 函館･函館潮光 W 札幌･札幌 石狩･石狩花川 札幌･札幌栄 石狩･恵庭 W 札幌･札幌手稲 W 渡島･北斗浜分 札幌･札幌星置

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】012040  千代台公園陸上競技場

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

07/26 中学女子  +2.1 佐藤志保里(2) 12.07 小野寺絢美(3) 12.24 石川　虹美(3) 12.50 上野　静紅(3) 12.61 今村　心桜(3) 12.62 鮫澤　聖香(2) 12.64 朝倉恭莉愛(3) 12.76 村上　瑶季(3) 12.78
100m 檜山･江差 全十勝･音更緑南 東胆振･苫小牧青翔 全十勝･音更共栄 全十勝･帯広緑園 札幌･札幌前田 札幌･札幌上野幌 富良野･富良野西

07/27  +1.9 佐藤志保里(2) 24.96 上野　静紅(3) 26.19 朝倉恭莉愛(3) 26.20 石川　虹美(3) 26.35 髙橋　美空(2) 26.56 藤井　雪乃(3) 26.57 鮫澤　聖香(2) 26.58
200m 檜山･江差 全十勝･音更共栄 札幌･札幌上野幌 東胆振･苫小牧青翔 函館･函館港 函館･函館湯川 札幌･札幌前田

07/27 上西　彩未(2) 2,16.90 石川　　苺(2) 2,17.02 福村　美空(3) 2,22.28 増田さくら(1) 2,23.95 小林美夕菜(2) 2,25.79 栃谷　天寧(3) 2,25.93 田仲　舞衣(1) 2,27.87 小野寺日菜(3) 2,32.45
800m 札幌･札幌新川 小樽･小樽西陵 石狩･千歳 旭川･旭川神居 旭川･旭川啓北 上川中央･鷹栖 石狩･千歳勇舞 全十勝･士幌町中央

07/26 上西　彩未(2) 4,40.36 石川　　苺(2) 4,40.48 村本　友花(3) 4,51.54 福村　美空(3) 4,52.45 小池　　梓(2) 4,53.09 松田ひなた(1) 4,54.04 小林美夕菜(2) 4,54.06 鈴木　瑠夏(1) 4,54.35
1500m 札幌･札幌新川 小樽･小樽西陵 函館･函館巴 石狩･千歳 富良野･富良野西 札幌･札幌栄町 旭川･旭川啓北 旭川･旭川神居東

07/27  +0.4 南　うらら(2) 14.30 納村　琉愛(2) 14.40 能戸　美乃(3) 14.46 天野ひかり(3) 14.93 馬場　歩果(2) 14.94 立花　悠羽(3) 15.27 髙橋　美月(2) 15.37 鈴木　里沙(3) 19.25
100mH 0.762m 釧路･浜中散布 北空知･深川一已 函館･函館亀田 オホーツク･北見留辺蘂 釧路･釧路共栄 小樽･小樽西陵 西胆振･室蘭桜蘭 札幌･札幌柏

07/27 札幌柏       49.77 音更緑南       50.59 札幌清田       50.74 芽室       50.81 旭川緑が丘       51.40 札幌青葉       51.47 深川一已       51.89
4x100mR 見澤　萌栞(2) 加藤　帆南(3) 伊藤　颯良(3) 柳谷　綾香(3) 金谷　実咲(3) 木浪　　菖(3) 伊藤　捺智(3)

鈴木　里沙(3) 小野寺絢美(3) 工藤　希颯(3) 大道　莉奈(1) 中本咲里耶(2) 佐﨑　　奏(2) 今田　萌花(2)

岡村　侑奈(2) 高橋飛那乃(2) 工藤　七穂(3) 森住　澪音(3) 落合　花音(3) 竹永梨々花(3) 菅谷　未侑(3)

工藤　瑠奈(3) 船見さくら(2) 渡部　　悠(3) 米山　千晴(3) 石持　成実(3) 水口　　爽(3) 納村　琉愛(2)

07/27 上原麻友子(3) 1.66 今井　優希(3) 1.60 水口　　爽(3) 1.54 小田　芭純(1) 1.54 中本咲里耶(2) 1.51 鶴田　真桜(3) 1.51 成松　舞衣(2) 1.51 森　　彩夏(2) 1.48
走高跳 札幌･札幌あいの里東 全十勝･幕別札内 札幌･札幌青葉 函館･函館深堀 旭川･旭川緑が丘 函館･函館潮光 全十勝･清水 オホーツク･北見常呂

07/27 田澤　　暖(3) 5.46(+0.5) 布目　朱理(3) 5.23(+0.3) 玉置まこと(3) 5.20(+1.4) 松田　果蓮(2) 5.17(+0.4) 堀下　結愛(1) 5.09(0.0) 馬場　遥菜(3) 5.05(-0.6) 納村　琉愛(2) 5.04(+0.2) 星野　美月(3) 5.03(+1.0)
走幅跳 函館･函館桔梗 オホーツク･北見東陵 全十勝･浦幌 釧路･釧路共栄 東胆振･苫小牧緑陵 函館･函館湯川 北空知･深川一已 旭川･旭川神居東

07/27 藤井　夢加(3) 12.24 辻　　茉侑(2) 12.23 竹村　花乃(3) 11.80 平山　　奏(3) 11.77 西川　佳那(3) 11.72 平館　沙奈(3) 11.14 滝谷　望愛(3) 11.10 又野　桃花(3) 11.07
砲丸投 2.721kg 富良野･上富良野 渡島･北斗上磯 オホーツク･北見常呂 渡島･福島 函館･函館赤川 渡島･北斗上磯 渡島･福島 留萌･増毛

07/26 天野ひかり(3) 2673 早田百花子(3) 2591 橋本　優那(3) 2555 松田　果蓮(2) 2512 長田　裕香(3) 2497 山口　虹羽(2) 2431 今田　萌花(2) 2232 浜向　遥菜(2) 2188
四種競技 オホーツク･北見留辺蘂 札幌･札幌栄 石狩･千歳勇舞 釧路･釧路共栄 石狩･江別野幌 札幌･札幌光陽 北空知･深川一已 札幌･札幌真栄

07/25 西﨑しずく(3) 1.40 近藤亜衣子(2) 1.40 工藤夢珠奈(2) 1.34 山本　明里(2) 1.34 遠藤　聖女(1) 1.31 大砂　百恵(3) 1.28 竹内　碧彩(3) 1.25 伊藤　　萌(3) 1.25
四種 走高跳 石狩･当別西当別 富良野･富良野東 札幌･札幌稲穂 札幌･札幌手稲 札幌･札幌札苗北 札幌･札幌西岡 小樽･小樽西陵 全十勝･音更下音更

ﾄﾗｯｸ審判長 谷　村　宏　之
ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 森　越　　　治
ｽﾀｰﾄ審判長 南　波　秀　平
混成審判長 海　野　厚　二
召集審判長 成　田　誠　一
記録委員長 前　田　治　彦


