
第36回北海道小学校陸上競技大会                                                  

決勝記録一覧表
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
07/15 小学３年男子  +2.2 宮本　哲朗(3) 14.58 綱淵　　蓮(3) 15.19 小林　一奈(3) 15.22 神田　蒼生(3) 15.27 大谷　　舜(3) 15.51 菱川　暖喜(3) 15.75 佐藤　奨真(3) 15.81 鎌田亜津煌(3) 15.81

100m 十勝･札内陸上クラブ予選14.42大会新 釧路地方･共栄陸上クラブ 道南･函館ＣＲＳ 道南･ＮＡＳＳ 道南･附属函館小 ｵﾎｰﾂｸ･知床斜里RC 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ ｵﾎｰﾂｸ･知床斜里RC
07/16 泉　　圭輔(3) 2,40.31 小林　一奈(3) 2,40.70 伊藤　怜輝(3) 2,45.27 大塚　瑛翔(3) 2,48.56 蠣崎　真翔(3) 2,49.30 澤山　礼慈(3) 2,49.40 細井　大慎(3) 2,51.47 ローズ直志(3) 2,57.77

800m 道北･旭川神居東陸少 道南･函館ＣＲＳ 札幌･札幌JRC 札幌･チームＣ－３ 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 十勝･足寄陸上少年団 ｵﾎｰﾂｸ･オホーツクSS 苫小牧･苫小牧清水陸ク
07/15 古川　諒弥(3) 36.61 加藤田将映(3) 35.57 齋藤　成希(3) 35.27 工藤　　凪(3) 33.00 六車　　駿(3) 30.40 金子　莉大(3) 29.42 平野　李一(3) 28.81 赤﨑　　蓮(3) 28.69

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 道南･さわらSC 小樽後志･泊小学校 道南･チーム北斗上磯 道南･八雲熊石小 ｵﾎｰﾂｸ･美幌ＲＣ 十勝･新得小学校 札幌･とんでんＲＣ 苫小牧･苫西陸上クラブ
07/15 小学４年男子  +3.5 渋谷季羽沙(4) 14.07 ﾛｰｽﾞｾﾃﾞｨｰｸ(4) 14.17 奥田　　橙(4) 14.18 山久保健琉(4) 14.21 藤矢　拓馬(4) 14.39 今野　陽翔(4) 14.47 井澤　修成(4) 14.49 川村　生成(4) 14.73

100m 道南･大中山小学校 苫小牧･苫小牧清水陸ク 札幌･とんでんＲＣ 十勝･十勝陸上クラブ 道北･旭川神居東陸少 十勝･十勝陸上クラブ 札幌･新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 道南･鹿部陸上スポ少
07/16 ﾛｰｽﾞｾﾃﾞｨｰｸ(4) 2,30.40 菅原綾太郎(4) 2,31.55 菅原　瑞生(4) 2,31.87 朝井　亮牙(4) 2,32.98 髙倉　悠歳(4) 2,38.17 奥田　　橙(4) 2,38.24 山久保健琉(4) 2,39.56 鈴木　悠舜(4) 2,41.65

800m 苫小牧･苫小牧清水陸ク大会新 室蘭地方･室蘭知利別小予選2.28.39大会新 十勝･十勝陸上クラブ 釧路地方･白糠陸上少年団 ｵﾎｰﾂｸ･美幌ＲＣ 札幌･とんでんＲＣ 十勝･十勝陸上クラブ 札幌･渡辺陸上クラブ
07/16 十勝陸上クラブ（4年       57.05 函館ＣＲＳ（4年）(4)    1,00.13 美幌ＲＣ（4年）(4)    1,00.40 NASS（4年）(4)     1,01.31 伊達東小学校（4年）(    1,02.07 苫小牧清水陸ク（4年     1,02.47 TEAM北斗浜分（4年）(    1,02.56 朝里TFC（4年）(4)    1,03.13

4x100mR 菅原　瑞生(4) 種藤　羽流(4) 石川　大道(4) 寺井　　彪(4) 今村　光汰(4) 藤田　淳矢(4) 福井　　星(4) 内崎　丈琉(4)
宗田　璃空(4) 佐々木郁哉(4) 髙倉　悠歳(4) 佐藤　虹太(4) 成田　結真(4) ﾛｰｽﾞｾﾃﾞｨｰｸ(4) 伊東　拓大(4) 戸塚　倖士朗(4)
今野　陽翔(4) 熊谷　颯人(4) 曽根　天太(4) 井上　　綱(4) 白井　優翔(4) ローズ直志(3) 草間虎汰郎(4) 遠藤優侑翔(4)
山久保健琉(4) 大会新 中谷　瑠壱(4) 浦田　誉人(4) 大村　和生(4) 齊藤　大心(4) 加藤　有真(4) 前田　颯眞(4) 藤林　哲平(4)

07/15 渋谷季羽沙(4) 4.05(+1.5) 佐藤　虹太(4) 3.85(+3.1) 浦田　誉人(4) 3.82(+2.7) 石川　大道(4) 3.82(+4.9) 中谷　瑠壱(4) 3.80(+2.1) 富澤　　輝(4) 3.78(+4.5) 加藤　有真(4) 3.59(+1.9) 赤間　　惺(4) 3.54(+0.7)
走幅跳 道南･大中山小学校 道南･ＮＡＳＳ ｵﾎｰﾂｸ･美幌ＲＣ ｵﾎｰﾂｸ･美幌ＲＣ 道南･函館ＣＲＳ 道南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 苫小牧･苫小牧清水陸ク 十勝･士幌小学校

07/15 富澤　　輝(4) 40.18 横山　太雅(4) 38.75 佐川健之介(4) 38.05 村岡　瑠斗(4) 36.53 野川　咲空(4) 35.80 稲見　周悟(4) 35.68 大倉　優生(4) 35.27 本田　櫂晴(4) 34.83
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 道南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 大会新 札幌･平岡小学校 大会新 十勝･上美生小学校 大会新 札幌･ＳＪＡＣ 道北･士別ｼﾞｭﾆｱ陸少 十勝･幕別陸上少年団 室蘭地方･伊達西小学校 ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ

07/16 小学５年男子  +1.5 舛田　快理(5) 13.45 川島　陽琉(5) 13.52 河津　　匠(5) 13.54 小山内悠也(5) 13.55 田岡　理玖(5) 13.68 森江　渚早(5) 13.74 三井　蒼士(5) 14.14 大森　悠斗(5) 14.54
100m 札幌･簾舞小学校 十勝･芽室陸上少年団 札幌･とんでんＲＣ 道南･七重小陸上教室 札幌･札幌手稲鉄北小 札幌･新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 十勝･十勝陸上クラブ 釧路地方･別海陸上少年団

07/15 田岡　理玖(5) 5,04.41 河津　　匠(5) 5,05.50 大友　悠輝(5) 5,08.30 小山　　瞬(5) 5,12.95 大塚　啓翔(5) 5,14.60 濱野　公誠(5) 5,16.34 南谷　光亮(5) 5,16.75 笹田　悠文(5) 5,17.83
1500m 札幌･札幌手稲鉄北小 札幌･とんでんＲＣ 十勝･十勝陸上クラブ 札幌･とんでんＲＣ 札幌･チームＣ－３ 道南･函館ＣＲＳ 室蘭地方･室蘭陸少 道南･函館ＣＲＳ

07/15  +1.5 平間　雄大(5) 13.25 佐々木綸吾(5) 14.11 広瀬　雄大(5) 14.32 原田　大雅(5) 14.51 地主　　湧(5) 14.51 澤田　惺希(5) 14.78 濱畑　龍吾(5) 14.79 梅村　風洵(5) 15.07
80mH 0.70m 釧路地方･共栄陸上クラブ 小樽後志･小樽ＡＪＣ 札幌･とんでんＲＣ 小樽後志･余市黒川小 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 道南･落部陸上クラブ 札幌･札幌JRC 室蘭地方･伊達稀府小学校

07/15 新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ（5年(      56.29 とんでんＲＣ（5年）(      56.72 十勝陸上クラブ（5年       57.00 札幌JRC（5年）(5)      58.50 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ（5年       58.60 七重小陸上教室（5年       58.80 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ（5年       59.14 ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ(5年)(5)      59.37
4x100mR 高木　篤生(5) 奥田　　橙(4) 上妻　桜生(5) 福島　幹太(5) 井倉　悠翔(5) 橋本　怜音(5) 齊藤　利季(5) 滝口　　葉(5)

森江　渚早(5) 河津　　匠(5) 岩野　航己(5) 小林　快盛(5) 對馬　大良(5) 水野　羽流(5) 坂下　陽太(5) 加藤　遼太(5)
溝延　　亘(5) 奥山　　修(5) 田中　速人(5) 本柳　仁煌(5) 地主　　湧(5) 鈴木　悠介(5) 竹内　光輝(5) 岩崎鼓太郎(5)
吉田　晴斗(5) 工藤　凛汰郎(5) 三井　蒼士(5) 濱畑　龍吾(5) 小堤　大武(5) 小山内悠也(5) 東出　凰冶(5) 松田　優飛(5)

07/15 寺田　空知(5) 1.26 日隅　陸斗(5) 1.26 石田　　楓(5) 1.23 高橋俊ノ介(5) 1.20 三浦隼之助(5) 小樽後志･ニセコ陸少 1.15 軍司　冬馬(5) 1.15
走高跳 小樽後志･ニセコ陸少 道南･あさひ小陸上部 小樽後志･小樽ＡＪＣ 札幌･渡辺陸上クラブ 小貫　叶夢(5) 小樽後志･小樽ＡＪＣ 十勝･豊頃小学校

山本大三郎(5) ｵﾎｰﾂｸ･OACジュニア 松里　一貴(5)
十勝･幕別陸上少年団

07/16 大森　悠斗(5) 4.55(+0.3) 大仙　　詩(5) 4.45(+1.6) 小堤　大武(5) 4.42(+0.9) 後藤　大輔(5) 4.30(+1.3) 佐々木奎弥(5) 4.18(+0.8) 寺田　空知(5) 4.17(+0.3) 森江　渚早(5) 4.03(+0.9) 對馬　大良(5) 4.03(+2.3)
走幅跳 釧路地方･別海陸上少年団 道北･旭川ＡＣ 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ ｵﾎｰﾂｸ･美幌ＲＣ 空知･美唄ＪＡＣ 小樽後志･ニセコ陸少 札幌･新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ

07/16 小堤　大武(5) 55.60 舛田　快理(5) 47.46 及川　竜弥(5) 45.96 鈴木　悠介(5) 44.79 奥山　　修(5) 42.95 渡邊　孝介(5) 42.89 高嶋　葉多(5) 41.22 中西　幸誠(5) 40.12
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 道小新 札幌･簾舞小学校 道南･落部陸上クラブ 道南･七重小陸上教室 札幌･とんでんＲＣ 空知･美唄茶志内小 十勝･札内陸上クラブ 札幌･NTAC

07/16 小学６年男子  +1.4 中瀬　　遥(6) 12.51 福村　優大(6) 12.58 岡崎　　颯(6) 12.75 辻　　莉玖(6) 13.04 渡辺　遥斗(6) 13.10 アシィヨハンス(6) 13.25 佐々木　叶夢(6) 13.28
100m 道北･旭川ＡＣ 道央･千歳陸上スポ少 苫小牧･浦河陸上少年団 道南･ＮＡＳＳ 道央･恵庭RC 室蘭地方･室蘭陸少 道北･旭川ＡＣ

07/15 小野　琉峯(6) 4,47.44 鈴木　将矢(6) 4,49.00 吹越　秀翔(6) 4,49.03 福村　優大(6) 4,49.09 芹澤　希夢(6) 4,54.61 藤原　天聖(6) 4,54.71 根深　悠悟(6) 4,57.19 雪田　圭将(6) 4,57.71
1500m 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ ｵﾎｰﾂｸ･遠軽陸上クラブ 室蘭地方･北海道ＡＣ 道央･千歳陸上スポ少 札幌･チームＣ－３ 小樽後志･ニセコ陸少 室蘭地方･北海道ＡＣ 札幌･札幌手稲鉄北小

07/15  +2.1 三宅　快晴(6) 12.75 三浦　健輔(6) 12.80 岡　　飛碧(6) 12.81 二村　奨哉(6) 13.18 下薗　直輝(6) 13.50 山本　尊琉(6) 13.61 清川　翔栄(6) 13.68 五十嵐奎斗(6) 13.74
80mH 0.70m 十勝･十勝陸上クラブ 道央･恵庭RC 小樽後志･朝里TFC 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 札幌･新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 道南･七重小陸上教室 十勝･十勝陸上クラブ 道央･恵庭RC

07/15 TEAM北斗浜分（6年）(      53.37 恵庭RC（6年）(6)      54.34 室蘭陸少（6年）(6)      55.05 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ(6年)(      55.31 十勝陸上クラブ（6年       56.15 朝里TFC（6年）(6)      56.39 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ（6年       56.41 新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ（6年       56.58
4x100mR 小川　　俊(6) 脊戸　創基(6) 髙橋　和真(6) 米田　弘夢(6) 清川　翔栄(6) 吉田　　楓(6) 斎藤　勇太(6) 眞道　爽太(6)

小澤　斗維(6) 五十嵐奎斗(6) 髙橋　孝輔(6) 細川　海里(6) 石川　翔大(6) 小笠原　翔(6) 二村　奨哉(6) 下薗　直輝(6)
伊勢　稜平(6) 三浦　健輔(6) 佐々木大和(6) 菅　　翔瑠(6) 柴田　　亘(6) 花畑　希輝(6) 清水　大翔(6) 山舘　　仁(6)
増川　海斗(6) 渡辺　遥斗(6) アシィヨハンス(6) 知野　朝日(6) 三宅　快晴(6) 岡　　飛碧(6) 小野　琉峯(6) 神　裕次郎(6)



第36回北海道小学校陸上競技大会                                                  

決勝記録一覧表
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
07/16 石谷　優介(6) 1.48 坂本　頼武(6) 1.42 板谷　隼杜(6) 1.33 伊藤　優翔(6) 1.33 森川　　響(6) 空知･深川陸上クラブ 1.25

走高跳 小樽後志･岩内陸上少年団 十勝･上居辺小学校 道南･ＮＡＳＳ 小樽後志･小樽ＡＪＣ 山崎　悠剛(6) 道南･知内陸上クラブ
安藤　颯斗(6) 十勝･上士幌小学校
河原　朋夢(6) 道北･南富良野小学校
大関　愛斗(6) 釧路地方･共栄陸上クラブ

07/15 中瀬　　遥(6) 5.50(+3.4) 渡辺　遥斗(6) 5.27(+1.7) 岡崎　　颯(6) 5.27(+2.7) 辻　　莉玖(6) 5.07(+1.7) 坂本　頼武(6) 5.07(+3.5) 増川　海斗(6) 4.99(+6.1) 紺谷　遥希(6) 4.43(+0.7) 伊藤　　朗(6) 4.39(+4.8)
走幅跳 道北･旭川ＡＣ 道央･恵庭RC 苫小牧･浦河陸上少年団 道南･ＮＡＳＳ 十勝･上居辺小学校 道南･TEAM北斗浜分 小樽後志･倶知安北陽小 札幌･苗穂ＡＳＣ

07/16 原田　莉玖(6) 9.51 平井　雅俊(6) 9.50 斎藤　勇太(6) 9.33 江川　涼太(6) 8.46 能登　悠介(6) 8.41 小川　陽斗(6) 8.24 伊藤　優翔(6) 7.99 茂治　耀音(6) 7.83
砲丸投 2.721kg 道南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 道南･落部陸上クラブ 道南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 道南･木古内小学校 苫小牧･えりもＴＦＣ 室蘭地方･室蘭蘭北小学校 小樽後志･小樽ＡＪＣ 空知･美唄ＪＡＣ

07/15 五十嵐陽翔(6) 50.84 木田　快征(6) 49.43 山崎　煌丞(6) 46.90 中井　寛仁(6) 46.72 花畑　希輝(6) 46.68 辻　　冬樹(6) 46.48 後藤　　來(6) 46.40 茂治　耀音(6) 44.91
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