
トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 北海道 [-1] 競技会名 2018 DISTANCE TIME TRIAL 第３戦 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 小樽市手宮公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [013020]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 10/27  1 井上　陽介 オホーツク  4,00.91  2 伊藤　健太 道南  4,02.55  3 石尾　尚之(3) 札幌  4,08.77  4 多田　奏太(2) 札幌  4,09.00

オホーツクAC 道南陸協 北教大岩見沢 札幌山の手高
 5 小笹　陽輝(1) 札幌  4,10.78  6 石原　彰久(3) 札幌  4,11.50  7 小原　遥平(2) 札幌  4,11.85  8 井上　怜信(1) 室蘭地方  4,11.94

札幌南高 東海大札幌高 北教大岩見沢 大谷室蘭高
 9 佐藤　昂成(2) オホーツク  4,14.50 10 斉川　 遥(3) 札幌  4,15.72 11 高坂　凌太 (3) 十勝  4,16.58 12 小山内和也 道南  4,16.76

北教大岩見沢 札幌学院大 札幌学院大 道南陸協
13 佐藤　悠生(3) 札幌  4,18.89 14 山﨑　晧平(1) 札幌  4,21.44 15 山口　稜真(2) 札幌  4,24.07 16 中西真那斗(2) 道南  4,35.03

北教大旭川 札幌南高 札幌西高 函館工業高
17 堀澤　拓磨(4) オホーツク  4,42.79 川村　悠馬(1) 道南 DNS 磯部祥一郎(4) 神奈川 DNS

北教大札幌 函館工業高 北教大札幌
男子 10/27  1 五十嵐恵樹(3) 小樽後志  4,26.46  2 廣田　康(2) 札幌  4,29.54  3 都香　太陽(2) 札幌  4,29.82  4 山下　郁弥(1) オホーツク  4,30.39

銭函中 札幌北高 札幌南が丘中 札幌学院大
 5 佐藤祐太朗(1) 札幌  4,30.57  6 廣田　陸(2) 苫小牧  4,33.33  7 前中　宏斗(1) 札幌  4,34.05  8 吉岡　拓未(2) 札幌  4,37.85

札幌北高 苫小牧和光中 札幌西高 札幌東高
 9 滑川　光(2) 道南  4,43.67 10 佐々木快成(2) 道北  4,45.33 11 大杉亮太朗(1) 道北  4,47.73 12 大間慶次郎(2) 札幌  4,48.39

函館工業高 富良野西中 上富良野中 札幌北陽中
13 片野陽太郎(1) 札幌  4,48.92 14 古屋偉歩基(1) オホーツク  4,50.45 鼻野木悠翔(1) 札幌 DNS 溝江　敦樹(2) 札幌 DNS

TONDEN.RC 遠軽中 札幌北白石中 北教大札幌
澤村　昇利(1) 札幌 DNS 岡本　奏太(3) 札幌 DNS 田野　朝陽(2) 空知 DNS 前田　明大(2) 札幌 DNS

あいの里東中 SJAC 滝川明苑中 札幌西高
男子 10/27  1 野々瀬海凪(2) 札幌  4,42.74  2 髙橋　祐介(2) 札幌  4,47.02  3 葛西　慶人(2) 札幌  4,47.25  4 笹岡　凌匠(2) 札幌  4,50.53

あいの里東中 札幌北陽中 あいの里東中 札幌前田中
 5 三上　琉聖(2) 札幌  4,54.45  6 松家　幸輝(2) 道北  4,57.03  7 山本　陽太(2) 空知  4,59.15  8 中村　瑛斗(2) オホーツク  5,01.70

あいの里東中 旭川神居東中 滝川明苑中 遠軽中
 9 村中　大地(1) オホーツク  5,04.48 10 山下　紘輝(1) 札幌  5,05.68 11 山口　遼也(2) オホーツク  5,06.53 12 中川　惣太(1) 札幌  5,08.92

遠軽中 札幌前田中 遠軽中 札幌北白石中
13 武田　篤志(1) 道北  5,10.29 14 山川　慶真(2) 道北  5,10.82 15 中田隆之介(1) オホーツク  5,11.76 16 沢田　大征(2) 札幌  5,21.25

旭川神居東中 上富良野中 遠軽中 札幌手稲中
17 藤谷　琉要(1) 札幌  5,21.77 18 城田　健悟(1) 札幌  5,24.59 19 関　悠翔(2) オホーツク  5,24.85 20 犬股　征士(1) 札幌  5,35.98

札幌北白石中 札幌北陽中 遠軽中 札幌北陽中
21 加藤　舷輝(1) 札幌  5,36.63 22 木下颯一郎(1) 札幌  5,36.86 上村　将(1) 空知 DNS

札幌北陽中 札幌北陽中 美唄中
男子 10/27  1 札幌  8,40.37  2 杉本　龍陽(3) 札幌  8,47.40  3 島田　拓(1) 札幌  8,55.13  4 多田　奏太(2) 札幌  9,03.04

札幌山の手高 札幌日大高 札幌山の手高 札幌山の手高
 5 鏑城　邦一 道央  9,03.63  6 菊地　勝(3) 道南  9,07.59  7 谷川　純也(2) 札幌  9,09.81  8 森田　大介(1) 札幌  9,13.91

道央陸協 北教大岩見沢 札幌山の手高 札幌山の手高
 9 菅原　康平(3) 空知  9,16.10 10 小林　蒼弥(1) 札幌  9,18.12 11 野田   銀(1) 札幌  9,28.84 12 永島　悠平(1) 札幌  9,31.00

北教大岩見沢 札幌日大高 札幌山の手高 札幌山の手高
13 照井　智也(3) 札幌  9,42.08 14 竹原　海吏(1) 札幌  9,46.65 15 奥本　大也(1) 札幌  9,54.88 16 丑澤　拓巳(1) 道南 10,01.81

札幌山の手高 札幌日大高 東海大札幌高 北教大岩見沢
17 伊藤　陸(3) 札幌 10,12.91 中西　人士(1) 十勝 DNS 大槻　学 札幌 DNS 小野英太郎(1) 札幌 DNS

東海大札幌高 白樺学園高 北極星A.C 東海大札幌高
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 北海道 [-1] 競技会名 2018 DISTANCE TIME TRIAL 第３戦 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 小樽市手宮公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [013020]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
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男子 10/27  1 椛澤　智貴(3) 札幌  9,28.66  2 金澤　和哉(1) 札幌  9,31.26  3 釜谷　茂樹 札幌  9,33.04  4 片桐　且幸 道北  9,39.14
札幌山の手高 札幌創成高 札幌陸協 道北陸協

 5 小保方浩貴(1) 札幌  9,40.75  6 沼田　倫(1) 道北  9,41.37  7 坂本凌太郎(1) 札幌  9,41.61  8 片桐 京也(1) 札幌  9,51.25
札幌山の手高 士別翔雲高 札幌山の手高 札幌山の手高

 9 鼻野木悠翔(1) 札幌  9,52.41 10 藤岡　陸矢(2) 札幌  9,53.45 11 安藤　怜音(2) 札幌  9,54.66 12 大関　輝絃(2) オホーツク  9,54.73
札幌北白石中 札幌日大高 札幌日大高 湧別中

13 福地　和真(2) 道央  9,59.61 14 市町　耀大(3) 苫小牧 10,03.49 15 川島　稜矢(1) 札幌 10,05.26 16 濱野　捷多(1) 道南 10,06.33
大麻中 苫小牧和光中 札幌山の手高 函館CRS

17 村田　晴飛(2) 道北 10,12.49 18 星野　純輝(3) 道北 10,23.40 19 中西真那斗(2) 道南 10,23.72 20 遠藤　駿太(1) 札幌 10,33.01
旭川神居東中 上富良野中 函館工業高 札幌山の手高

21 日野　皓生(3) 道北 10,49.62 畑中　大志 札幌 DNF 山下　郁弥(1) オホーツク DNS
上富良野中 北極星A.C 札幌学院大

男子 10/27  1 下山　立眞(3) オホーツク  9,44.79  2 中里　真斗(3) 札幌  9,47.47  3 清水　雄斗(2) 苫小牧  9,48.61  4 小野　歩夢(3) 苫小牧  9,59.24
遠軽中 札幌山の手高 北海道栄高 北海道栄高

 5 葛西　勇人(3) 札幌  9,59.37  6 林　倖輔(2) 札幌 10,01.43  7 遠峰信一郎(2) オホーツク 10,02.18  8 佐藤　柊(1) 札幌 10,06.79
あいの里東中 TONDEN.RC 湧別中 札幌日大高

 9 阿部　航(2) オホーツク 10,07.99 10 木田　晃瑠(1) 札幌 10,09.49 11 尾池　庄翔(2) 札幌 10,11.55 12 滑川　光(2) 道南 10,12.11
湧別中 札幌日大高 札幌北陽中 函館工業高

13 槇　航太郎(2) 札幌 10,15.57 14 渕瀬　凱(2) 苫小牧 10,16.79 15 工藤壮一郎(2) 札幌 10,17.75 16 瀧本　敦史(1) 札幌 10,22.62
TONDEN.RC 苫小牧沼ノ端中 札幌山の手高 札幌創成高

17 日髙　颯太(3) 道北 10,24.03 18 辻凱玖斗(1) 道南 10,27.47 19 岡村　祥(2) 札幌 10,33.38 20 斉藤虎太朗(2) オホーツク 10,37.93
上富良野中 函館中部高 札幌手稲中 湧別中

21 新濱　耀晴(1) 札幌 10,41.67 22 青野　挑夢(2) 道北 10,52.56
東海大札幌高 上富良野中

男子 10/27  1 星野　晃汰(3) オホーツク 10,20.55  2 幸田　眞輝(3) 道央 10,23.55  3 遠藤　優太(1) 道北 10,25.77  4 川上　航季(3) 道北 10,31.21
遠軽中 石狩花川中 士別中 士別中

 5 湯浅　太耀(2) 札幌 10,31.23  6 横川慎之介(1) 小樽後志 10,37.80  7 渡利　幸生(2) 道北 10,54.24  8 大河内貫志(1) 道北 10,55.82
札幌北白石中 小樽西陵中 士別中 士別中

 9 加藤 郁弥(2) 札幌 10,59.72 10 小関太津巳(2) 道北 11,00.16 11 安彦　亮祐(2) 札幌 11,04.73 12 川上　純季(1) 道北 11,07.91
札幌北白石中 東神楽中 札幌北陽中 士別中

13 佐々木愛斗(1) 道北 11,10.17 14 新庄　豪(2) 札幌 11,10.30 15 稲垣　匠冴(1) 道北 11,16.82 16 山本　晴基(2) 札幌 11,23.08
士別中 札幌北陽中 士別中 札幌北陽中

17 石垣優汰郎(1) オホーツク 11,33.14 18 内村　太一(2) 道北 11,33.75 19 木村　凌(1) 道北 12,59.49 佐藤　好誠(2) 札幌 DNS
湧別中 士別中 士別中 札幌北白石中

須藤　祥太(2) 空知 DNS 鴈田　陽斗(1) 道北 DNS
滝川明苑中 東神楽中
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 北海道 [-1] 競技会名 2018 DISTANCE TIME TRIAL 第３戦 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 小樽市手宮公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [013020]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
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男子 10/27  1 小林　隼人(4) 長野 15,15.61  2 佐々木祐介(3) 道北 15,26.21  3 藤村　燦太(3) 札幌 15,26.76  4 中島　駿佑(3) 空知 15,35.33
東海大学北海道 札幌学院大 東海大札幌高 滝川西高

 5 榎本　流成(3) 札幌 15,39.46  6 田中　佑典 (2) 室蘭地方 15,42.82  7 高橋　勇大(3) 苫小牧 15,45.15  8 滋野　和輝(3) 空知 15,49.20
札幌静修高 札幌学院大 北海道栄高 滝川西高

 9 堀野　愛斗(1) 札幌 15,50.51 10 上田　颯介(3) 札幌 15,59.76 11 田中　遥人(3) 苫小牧 16,02.41 12 野村　隼斗 (2) 札幌 16,05.24
札幌日大高 札幌日大高 北海道栄高 札幌学院大

13 宮武　和矢(1) 苫小牧 16,07.42 14 仲山　芳古(2) 札幌 16,08.85 15 高田　佑人(2) 札幌 16,16.12 16 釜谷　芽空(1) 札幌 16,17.54
北海道栄高 札幌日大高 札幌静修高 東海大札幌高

17 酒井　空知(1) 札幌 16,18.77 18 宮川　悠希(1) 札幌 16,19.88 19 高田　祐樹(3) 札幌 16,20.50 20 坂井　大和(1) 札幌 16,21.77
東海大札幌高 東海大札幌高 東海大札幌高 札幌日大高

21 平沼　連(1) 札幌 16,26.72 22 原田　響(3) 道北 16,29.58 23 池田　笙冴(2) 札幌 16,34.19 24 吉住　駆(3) 札幌 16,41.70
東海大札幌高 札幌学院大 札幌日大高 東海大札幌高

25 岩間　英仁(2) 札幌 16,43.89 26 大友　翼(1) 札幌 17,47.15 札幌 DNS 中西　人士(1) 十勝 DNS
札幌日大高 札幌日大高 札幌学院大 白樺学園高

杉本　龍陽(3) 札幌 DNS 佐々木速斗(3) 札幌 DNS 石山　誠己(3) 札幌 DNS
札幌日大高 東海大札幌高 東海大札幌高

男子 10/27  1 佐々木祐介(3) 道北 15,37.46  2 田中　佑典 (2) 室蘭地方 15,37.66  3 原田　響(3) 道北 15,37.90  4 野村　隼斗 (2) 札幌 15,41.45
札幌学院大 札幌学院大 札幌学院大 札幌学院大

 5 石田　拓真(1) 札幌 15,52.75  6 山本　新汰(2) 空知 16,06.79  7 川内　唯空(2) 苫小牧 16,08.76  8 伊達　弘章(3) 苫小牧 16,09.87
東海大学北海道 滝川西高 北海道栄高 北海道栄高

 9 谷川　純也(2) 札幌 16,10.98 10 兼松　凜(2) 道南 16,13.25 11 山根　司(3) 札幌 16,14.31 12 阪本　亮太(1) 苫小牧 16,16.96
札幌山の手高 函館工業高 北星学園大 北海道栄高

13 岩本　元汰(2) オホーツク 16,18.85 14 堀籠　錬磨(1) 苫小牧 16,19.39 15 幸谷　玲弥 (1) 道北 16,22.93 16 木下　優斗(4) 十勝 16,23.91
札幌学院大 北海道栄高 札幌学院大 札幌学院大

17 宮本　蒼人(2) 苫小牧 16,28.22 18 小西　紬生(2) 空知 16,31.31 19 上田　歩輝(2) 札幌 16,35.51 20 大野　尊(2) 札幌 16,35.74
北海道栄高 滝川西高 札幌西高 札幌静修高

21 工藤　真(1) 青森 16,38.66 22 大森　翔太(2) 道南 16,49.53 23 仲野　竜也(2) 道南 17,03.05 24 松坂　栄輝 (2) 青森 17,23.43
札幌学院大 函館工業高 函館中部高 札幌学院大
札幌 DNS 金子有輝也(4) 十勝 DNS 山内　流星(2) オホーツク DNS 島田　拓(1) 札幌 DNS
札幌学院大 札幌学院大 札幌学院大 札幌山の手高

男子 10/27  1 岩本　元汰(2) オホーツク 15,51.02  2 工藤　真(1) 青森 15,51.15  3 幸谷　玲弥 (1) 道北 15,56.25  4 木下　優斗(4) 十勝 16,02.78
札幌学院大 札幌学院大 札幌学院大 札幌学院大

 5 青森 16,31.58  6 荒川　凱(3) 道北 16,32.38  7 佐々木　悟 道央 16,33.38  8 松坂　栄輝 (2) 青森 16,41.30
札幌学院大 北星学園大 ちばりよ～RC 札幌学院大

 9 北谷　直人 (4) 札幌 16,41.73 10 金子有輝也(4) 十勝 17,00.43 11 千菅　諒(1) 空知 17,00.94 12 増田　賢人(1) 札幌 17,02.70
札幌学院大 札幌学院大 札幌学院大 札幌西高

13 関戸　槙彦(3) 札幌 17,09.75 14 前田　直輝(2) 空知 17,17.34 15 山本　晴来(1) 道南 17,32.41 16 菊地　康介(4) 道北 17,35.03
北星学園大 滝川西高 函館中部高 北星学園大

17 田川　善(1) 札幌 17,35.65 18 中村　貴宣(2) 小樽後志 17,44.98 19 戸田　敦也(1) 札幌 17,53.98 20 宇野　礼唯(2) 道南 18,16.84
札幌北高 札幌学院大 北星学園大 函館中部高

21 佐藤　秀一(2) 道南 18,59.99 22 浦滝　信吾(1) 空知 19,09.37 23 加賀谷拡毅(1) 空知 19,25.17 藤嶋　豪 道央 DNS
函館中部高 滝川西高 滝川西高 ちばりよ～RC

藤嶋　翔馬(1) 苫小牧 DNS 山内　流星(2) オホーツク DNS 濱野　遼 (3) オホーツク DNS
北海道栄高 札幌学院大 札幌学院大

ローレンス　グ
レ(1)

ローレンス　グ
レ(1)

村越　洸(1) 

5000ｍA5000ｍA5000ｍA

5000ｍB5000ｍB5000ｍB

5000ｍC5000ｍC5000ｍC



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 北海道 [-1] 競技会名 2018 DISTANCE TIME TRIAL 第３戦 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 小樽市手宮公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [013020]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 10/27  1 櫻井　一夏(2) 十勝  9,18.38  2 本間　君耶(3) オホーツク  9,23.50  3 黒田　太洋(3) 空知  9,24.04  4 阿部　太陽(3) 十勝  9,28.74
帯広南町中 遠軽中 深川一已中 芽室中

 5 熊谷　修也(2) 道南  9,31.19  6 森　春樹(3) 苫小牧  9,33.55  7 宇野　利希(2) 道南  9,33.69  8 佐野　亮平(3) 道北  9,36.17
七飯中 苫小牧明倫中 函館CRS 士別中

 9 野崎翔太郎(2) 札幌  9,40.37 10 本多　拓斗(3) 道央  9,42.23 11 谷口　浩輔(3) 道北  9,43.72 12 大橋　正昊(2) 札幌  9,47.48
TONDEN.RC 石狩花川中 士別中 TONDEN.RC

13 三上　吾武(3) 札幌  9,48.43 14 竹内　優心(2) 道南  9,50.52 15 黒川　遙斗(1) 道北  9,52.15 16 吉田　健人(3) 道北  9,54.76
あいの里東中 函館CRS 士別中 旭川東明中

17 秋元　斡(1) 札幌  9,56.78 18 廣田　陸(2) 苫小牧  9,59.51 19 竹本　憲伸(3) 道北 10,05.64 20 杉本　弥哉(2) 道南 10,23.25
TONDEN.RC 苫小牧和光中 美深中 函館CRS

松橋空太郎(3) 十勝 DNS 平賀　龍弥(3) オホーツク DNS 加藤　悠(3) 道央 DNS 本間　颯(2) 道北 DNS
音更下音更中 斜里中 千歳中 士別中

中学3000ｍ選中学3000ｍ選中学3000ｍ選


