
北海道中学記録　　（男子）
＜競争＞

種　目 記　録 氏　名 所　属 月　日 競技会 競技場
100m 10.72 中谷　　駿 室蘭元室蘭・室蘭 15.07.29 46．全道中学 室蘭入江
200m 21.74 鷹　　祥永 由仁・空知 17.08.21 44．全日本中学 熊本県民
400m 48.25 柳澤　純希 七飯大中山・渡島 06.08.21 33．全日本中学 香川丸亀
800m 1.54.39 菅原　広希 鹿追・十勝 18.08.20 45．全日本中学 岡山総合
1500m 3.59.24 大住　　和 函館大川・函館 05.09.17 道南記録会 函館千代台
3000m 8.23.80 大住　　和 函館大川・函館 05.10.30 36．ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜日産

＜ハードル＞
100mH

(0.914）
14.11 宮田　龍昇 函館亀田・函館 19.08.23 46．全日本中学 大阪長居

＜リレー＞
渡部　直樹
佐藤　彰洋
対馬　一徳
九嶋　大樹

【全道中学選抜】
山田　楓河 美幌・オホーツク
大坂　将平 幕別忠類・十勝
町井　大城 北斗浜分・道南
鷹　　祥永 由仁・空知

＜跳躍＞
走高跳 2.10 境田　裕之 旭川春光台・旭川 86.11.02 29．JO道選考会 国立
棒高跳 4.61 黒木　大地 大空東藻琴・網走 06.08.20 33．全日本中学 香川丸亀
走幅跳 7.10 井倉　大翔 函館赤川・函館 19.08.24 46．全日本中学 大阪長居

＜投擲＞
砲丸投

(4.000)
17.08 大垣　　崇 厚真・胆振東部 98.09.05 29．JO道選考会 札幌円山

砲丸投

(5.000)
15.23 中村　大紀 八雲野田生・渡島 08.09.07 10．北海道ｼﾞｭﾆｱ選手権 函館千代台

＜混成競技＞
2775点 市沢　良幸 旭川永山・旭川 08.08.20 道央記録会

四種競技

2021.12.31．現在

30．全日本中学 札幌厚別

17.10.29 48．ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜日産

(110mH-15.55　砲丸投-13.36　走高跳-1.84　400m-53.96)
新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ

4×100mR

（混成）

43.13

42.3

七飯・渡島 03.08.22



北海道中学最高記録　　（男子）
種　目 記　録 氏　名 所　属 月　日 競技会 競技場

100m･1年 11.36 山田　楓河 美幌・オホーツク 17.07.01 63．通信陸上ｵﾎｰﾂｸ会場 網走市営
100m･2年 10.92 鷹　　祥永 由仁・空知 16.09.24 81．札幌選手権 札幌厚別
300m 35.81 高山　　倭 札幌北白石・札幌 12.10.08 北海道フェス道央 千歳青葉
1000m 2.35.07 本間　　颯 士別・士別 19.09.16 士別記録会第3戦 士別
1500m･1年 4.11.91 菅原　広希 鹿追・十勝 16.10.30 47．ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜日産
1500m･2年 4.02.13 本間　　颯 士別・士別 18.10.13 49．ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際
2000m 5.44.96 本間　　颯 士別・士別 19.09.16 士別記録会第3戦 士別
5000m 15.12.37 大住　　和 函館大川・函館 05.10.20 35．道南秋季 函館千代台
10000m 34.18.85 伊藤　洋平 士別・士別 13.10.05 3．道北土曜記録会 士別
1年100mH

(0.838-8.50)
14.17 宮本　誉士 函館亀田・函館 03.10.26 34．ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際

110mH

(0.991)
14.62 北川　広大 札幌北都・札幌 90.10.14 49．ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際

110mH

(1.067)
15.99 増野　元太 北斗上磯・渡島 08.10.05 38．道南秋季 函館千代台

400mH 58.29 松井　　聰 函館潮光・函館 18.09.30 26．北海道フェス道南会場函館千代台
3000mSC 10.17.85 水戸　陽平 札幌南が丘・札幌 94.10.09 59．札幌選手権 札幌厚別

玉沢　功一郎
山本　伸行
渡部　洋士
森川　嘉和

【道南選抜】
一戸　　卓 熊石第一
池田　達也 長万部
対馬　一徳 七飯
佐藤　彰洋 七飯
岡田　倫太朗
柳田　尚哉
濱下　諒也
富樫　直斗

日向　俊介
大西　真之助
菊地　光太郎
枝川　岳史
赤石　健一
荒木　拓也
伊藤　　悟
成田　　涼

【札幌選抜】
岩原　直人 札幌真駒内曙・札幌
臼田　暁史 札幌信濃
中村　朋生 札幌真駒内
上田　大志 札幌陵北
羽田野　歩夢
平野　　州
野田　　銀
浦田　陽聖
野崎　翔太郎
槇　航太郎
中山　颯翔
大橋　正昊

3000mSC 18.42.58 大江　朔椰 長万部・渡島 09.08.09 42．道南選手権 函館千代台
三段跳 13.25 木村　賢一 知内・渡島 72.10.10 道南中学新人 函館千代台
砲丸投(6.000) 13.75 五十嵐　公一 佐呂間・網走 09.10.31 4．十勝種目別記録会 帯広の森
砲丸投(5.443) 14.37 大垣　　崇 厚真・胆振東部 98.09.20 2．苫小牧地方選手権 苫小牧緑ヶ丘
砲丸投(2.721) 16.45 渡部　元太 音更共栄・十勝 99.10.15 30．ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際
円盤投(2.000) 21.64 日下　大和 札幌手稲・札幌 18.08.18 小樽記録会第3戦 小樽手宮
円盤投(1.750) 32.62 内田　勘太 清水・十勝 19.07.13 69．全十勝選手権 帯広の森
円盤投(1.000) 56.41 堤　　雄司 札幌陵北・札幌 04.10.30 35．ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際
ハンマー投(6.351) 31.28 渡辺　純平 札幌簾舞・札幌 03.09.15 69．札幌選手権 札幌円山
やり投(800) 46.84 山口　　敢 清水・十勝 10.10.11 道央記録会 千歳青葉

島根松江

(混成）

4×200mR 1.32.37 八雲・渡島 89.08.20 16．全日本中学

札幌リレーカーニバル 札幌厚別

札幌円山15．南部忠平記念02.07.211.31.17

札幌円山混成

100m＋200m＋

300m＋400mR

2.03.03

2.04.53

【厚別AC】

札幌真駒内曙・札幌 11.06.11

14.07.19 55．札幌市民体育大会

92.09.20

35．道南秋季道南秋季05.10.02

57．札幌選手権 札幌厚別

函館千代台

ｵﾎｰﾂｸ記録会17.10.21北見小泉・オホーツク8.44.214×800mR

4×400mR

(混成） 3.29.24

3.31.69 七飯・渡島

4×1500mR 17.40.84 TONDEN.RC 60．札幌市民体育大会19.09.28 札幌円山

網走市営



種　目 記　録 氏　名 所　属 月　日 競技会 競技場
60m 7.06 大方　映彦 喜茂別 94.03.05 日本ジュニア室内 横浜ｱﾘｰﾅ
60mH

(0.914)
8.43 佐藤　毅弥 江別大麻東 01.02.11 日本ジュニア室内大坂 大阪城ﾎｰﾙ

棒高跳 4.30 黒木　大地 大空東藻琴 07.02.11 日本ジュニア室内大坂 大阪城ﾎｰﾙ

室内北海道中学記録


