
 男子100m
9月17日 12:05 予　選

大会記録(GR)            10.64     品田　直宏(札幌・札幌国際情報)        2002 9月17日 13:45 準決勝
北海道高校記録(HHR)     10.38     小池　祐貴(札幌・立命館慶祥)          2013 9月17日 15:00 決　勝

予選　8組2着＋8

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｲﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ

1 1 145 井上　大輝(1) 浦河
ｲﾁｹﾞ ﾘｮｳ ﾃﾗｼﾏ ｶｽﾞｷ

2 775 市毛　　涼(2) 芽室 2 120 寺島　和希(2) 北海道栄
ｻｻｷ ﾀﾞｲ ﾄｷﾉ ｻﾄｼ

3 750 佐々木　大(2) 白樺学園 3 459 時野　哲至(1) 立命館慶祥
ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ

4 41 田中　隆嗣(2) 函大付有斗 4 853 髙橋　祐守(2) 斜里
ｵｵﾆｼ ｼﾝﾉｽｹ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ

5 414 大西真之助(1) 東海大四 5 641 鈴木　翔太(1) 留萌
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｽｹ ﾅﾘﾀ ｶｲﾔ

6 443 村上　涼亮(2) 札幌大谷 6 620 成田　開也(1) 旭川大学
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｸ ｱｶｶﾞﾐ ﾕｳﾔ

7 804 畠山　　陸(2) 北見緑陵 7 294 赤神　有哉(1) 札幌北陵
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾏ ｼﾏ ｶｲﾄ

8 153 松本　颯馬(2) 小樽潮陵 8 161 島　　海斗(2) 小樽水産

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾅﾗ ﾘｮｳﾀ ﾆｼﾉ ﾀｹｼ

2 501 奈良　亮汰(2) 札幌英藍 2 666 西野　赳司(2) 名寄
ﾍﾝﾐ ﾕｷﾄ ﾊﾀﾉ ｲｯｾｲ

3 882 邉見　幸斗(2) 釧路江南 3 65 畑野　壱成(1) 八雲
ｲﾜﾅﾐ ｱｷﾋｻ ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ

4 807 岩浪　晃久(2) 北見緑陵 4 520 川村　優太(2) 滝川西
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ ｸﾎﾞﾀ ｺｳｽｹ

5 784 山口　　龍(1) 北見北斗 5 873 窪田　亘助(1) 釧路江南
ｷﾀﾔﾏ ﾅｵｷ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ

6 95 北山　尚暉(2) 室蘭清水丘 6 901 岩淵　涼佑(2) 武修館
ｲｼﾀﾆ ﾀｸﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼｭｳ

7 356 石谷　拓也(2) 恵庭南 7 136 山口　健秀(1) 苫小牧工
ｶﾜﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ ﾔﾏﾑﾗ ﾕｲﾄ

8 267 川森　和博(2) 札幌平岡 8 415 山村　唯人(1) 東海大四

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾓﾘｵｶ ｹﾝﾀ ｶﾅｲ ｼｭｳｼﾞ

2 327 盛岡　健太(2) 大麻 2 550 金井　秀司(2) 岩見沢緑陵
ﾋﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾞﾊﾗ ｼｮｳ

3 525 平松　翔太(1) 滝川西 3 489 永原　　唱(2) 野幌
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ ｲﾌﾞｶ ﾏﾅｷ

4 29 山本　悠人(1) 函館工 4 454 伊深　愛生(2) 立命館慶祥
ﾐｶﾐ ﾘｮｳ ﾂｹﾞ ﾕｳﾀ

5 38 三上　　凌(2) 函大付有斗 5 509 柘植　侑大(2) 滝川
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ ｷｸﾁ ﾕｳﾀ

6 612 山田　健太(2) 旭川商 6 114 菊地　悠太(1) 北海道栄
ﾀｹｳﾁ ﾜﾀﾙ ｳｴﾀﾞ ｹﾞﾝ

7 758 竹内　　亘(2) 帯広大谷 7 301 上田　　元(1) 札幌稲雲
ﾌｶｵ ﾘｮｳﾀ ｶﾄｳ ﾘｮｳｷ

8 845 深尾　亮太(2) 紋別 8 679 加藤　凌棋(2) 士別翔雲



予選　8組2着＋8

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

1 1 667 今村　諒介(1) 名寄
ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾍｲ ﾀｶｸﾞﾁ ｼｮｳ

2 592 石原　亮兵(2) 旭川凌雲 2 661 高口　　翔(1) 枝幸
ｵｵｽﾞ ﾀｸﾐ ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ

3 614 大洲　巧光(2) 旭川大学 3 135 加藤　翔駿(1) 苫小牧工
ｳﾁﾀﾞ ﾚﾝ ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ

4 149 内田　　廉(2) 小樽潮陵 4 908 佐藤　圭吾(2) 霧多布
ｷﾀ ﾏｻｼ ｷﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ

5 582 北　　将志(2) 旭川北 5 399 北山　雄太(2) 北海
ｻﾜﾀﾞ ﾄﾓｷ ｵｶﾉ ﾀｶﾔｽ

6 334 澤田　知己(2) 江別 6 255 岡野　臣泰(2) 札幌藻岩
ﾁﾖ ﾏﾅﾌﾞ ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

7 751 千代　　学(2) 白樺学園 7 631 神田　純也(2) 富良野
ｺﾔﾅｷﾞ ﾂﾊﾞｻ ｶﾅｻﾞﾜ ｿｳｼ

8 14 小柳　　翼(2) 市立函館 8 188 金澤　聡志(1) 札幌東

準決勝　3組2着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 風(+/-    ) 決勝　 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8



 男子200m
9月18日 10:25 予  選

大会記録(GR)            21.79     大方　映彦(札幌・東海大四)            1995 9月18日 12:10 準決勝

北海道高校記録(HHR)     20.89     小池　祐貴(札幌・立命館慶祥)          2013 9月18日 13:50 決  勝

予選　7組3着＋3

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｷﾑﾗ ﾋｶﾙ ｶﾄｳ ﾘｮｳｷ

1 84 木村　陽薫(1) 伊達緑丘 1 679 加藤　凌棋(2) 士別翔雲
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾆｼﾉ ﾀｹｼ

2 162 中村　悠太(2) 小樽水産 2 666 西野　赳司(2) 名寄
ﾏｽｶﾜ ﾙｶ ｳﾁﾀﾞ ﾚﾝ

3 117 増川　來伽(1) 北海道栄 3 149 内田　　廉(2) 小樽潮陵
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ ｻﾄｳ ﾏｻｷ

4 595 山田　孝一(2) 旭川工 4 919 佐藤　真旗(2) 別海
ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ ｱｶｶﾞﾐ ﾕｳﾔ

5 135 加藤　翔駿(1) 苫小牧工 5 294 赤神　有哉(1) 札幌北陵
ﾋﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀ ﾐｶﾐ ﾘｮｳ

6 525 平松　翔太(1) 滝川西 6 38 三上　　凌(2) 函大付有斗
ｲﾁﾊﾗ ﾕｳｷ ｼﾓﾃﾞ ﾕｳﾀ

7 348 市原　佑記(2) 北広島 7 473 下出　勇太(2) 札幌工
ｷﾀ ﾏｻｼ ﾉﾄ ｺｳｽｹ

8 582 北　　将志(2) 旭川北 8 4 能戸　孝介(1) 函館中部

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾔﾏﾑﾗ ﾕｲﾄ ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ

1 415 山村　唯人(1) 東海大四 1 928 佐藤　宏哉(2) 中標津
ﾀｶｸﾞﾁ ｼｮｳ ｼｵﾔ ｺｳｽｹ

2 661 高口　　翔(1) 枝幸 2 741 塩谷　浩輔(2) 帯広農
ｵｵｽﾞ ﾀｸﾐ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ

3 614 大洲　巧光(2) 旭川大学 3 901 岩淵　涼佑(2) 武修館
ﾀｶｾ ﾕｳﾏ ﾖｼｵ ﾘｮｳｽｹ

4 462 高瀬　悠麻(1) 立命館慶祥 4 618 吉尾　涼佑(2) 旭川大学
ﾍﾝﾐ ﾕｷﾄ ｸﾄﾞｳ ﾅﾙﾔ

5 882 邉見　幸斗(2) 釧路江南 5 121 工藤　稔也(2) 北海道栄
ｶﾜﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ ｺﾔﾅｷﾞ ﾂﾊﾞｻ

6 267 川森　和博(2) 札幌平岡 6 14 小柳　　翼(2) 市立函館
ﾂｹﾞ ﾕｳﾀ ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ

7 509 柘植　侑大(2) 滝川 7 229 吉沢　将吾(2) 札幌開成
ﾌｶｵ ﾘｮｳﾀ ｵｶﾉ ﾀｶﾔｽ

8 845 深尾　亮太(2) 紋別 8 255 岡野　臣泰(2) 札幌藻岩

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼｭｳ

1 809 野下　将汰(2) 北見商 1 136 山口　健秀(1) 苫小牧工
ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｱｲｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

2 609 髙木健太郎(2) 旭川商 2 716 相澤　潤哉(2) 帯広緑陽
ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ ﾐﾅｶﾜ ｼｭｳﾀﾞｲ

3 189 佐藤　陽介(2) 札幌東 3 364 皆川　宗大(2) 恵庭南
ｵｵﾆｼ ｼﾝﾉｽｹ ｺｲｹ ﾀｹﾙ

4 414 大西真之助(1) 東海大四 4 768 小池　　猛(2) 音更
ﾏﾝﾎﾟ ﾅｵﾋｺ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ

5 211 満保　直彦(2) 札幌南 5 472 吉田　達也(2) 札幌工
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ｻｻｷ ﾀﾞｲ

6 641 鈴木　翔太(1) 留萌 6 750 佐々木　大(2) 白樺学園
ﾐﾔﾉ ﾅｵﾄ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｸ

7 368 宮野　真斗(2) 石狩南 7 804 畠山　　陸(2) 北見緑陵
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾅﾒ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ

8 803 松村　　要(1) 北見緑陵 8 853 髙橋　祐守(2) 斜里



予選　7組3着＋3

7組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1
ｶﾅｲ ｼｭｳｼﾞ

2 550 金井　秀司(2) 岩見沢緑陵
ﾐﾅﾀ ﾀｶｱｷ

3 256 皆田　崇照(2) 札幌藻岩
ｲﾌﾞｶ ﾏﾅｷ

4 454 伊深　愛生(2) 立命館慶祥
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ

5 520 川村　優太(2) 滝川西
ﾐﾑﾗ ﾃﾂﾖｼ

6 867 三村　哲慶(2) 釧路湖陵
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ

7 160 伊藤　大樹(2) 小樽水産
ﾊﾀﾉ ｲｯｾｲ

8 65 畑野　壱成(1) 八雲

準決勝　3組2着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 風(+/-    ) 決勝　 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8



 男子400m
9月16日 10:35 予　選

大会記録(GR)            48.56     柳澤　純希(函館・函大付有斗)          2008 9月16日 12:35 準決勝
北海道高校記録(HHR)     46.81     高平　慎士(道北・旭川大学)            2002 9月16日 14:20 決　勝

予選　7組3着＋3

1組 2組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾙ

1 162 中村　悠太(2) 小樽水産 1 683 中村　　悟(2) 士別翔雲
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ｿｳﾏ ﾊﾔﾄ

2 922 武田　和真(1) 中標津 2 860 相馬　颯人(1) 雄武
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾔ

3 357 石田　紘希(2) 恵庭南 3 714 竹林　晴哉(2) 帯広緑陽
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ ｺｲｹ ﾀｹﾙ

4 595 山田　孝一(2) 旭川工 4 768 小池　　猛(2) 音更
ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳ ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾀｹｼ

5 579 谷村　　瞭(2) 旭川南 5 208 枝川　岳史(1) 札幌北
ｷﾓﾄ ﾃﾙ ｶﾂﾗﾀﾞ ﾕｳｷ

6 455 木本　　輝(2) 立命館慶祥 6 785 桂田　悠紀(2) 北見北斗
ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾏ ｻﾄｳ ﾏｻｷ

7 569 西村　拓真(2) 旭川西 7 919 佐藤　真旗(2) 別海
ﾙｲｹ ﾀﾞｲﾁ ﾅﾙﾐ ｼﾝﾔ

8 21 類家　大地(2) 函館稜北 8 725 鳴海　真也(1) 帯広農

3組 4組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ ﾌｸﾅｶﾞ ﾂﾊﾞｻ

1 150 加藤　　匠(2) 小樽潮陵 1 621 福永　　翼(1) 旭川大学
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ

2 846 中村　優太(2) 紋別 2 670 庄司　大志(2) 名寄
ﾏﾝﾎﾟ ﾅｵﾋｺ ｼﾓﾃﾞ ﾕｳﾀ

3 211 満保　直彦(2) 札幌南 3 473 下出　勇太(2) 札幌工
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾂｷ ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

4 715 畠山　颯基(2) 帯広緑陽 4 580 塚田　大雅(2) 旭川南
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ ﾓﾛｵｶ ﾕｳﾔ

5 432 山口　雄輝(2) 札幌山の手 5 113 諸岡　佑哉(1) 北海道栄
ﾐﾅﾀ ﾀｶｱｷ ﾐﾅﾓﾄ ﾀｸﾐ

6 256 皆田　崇照(2) 札幌藻岩 6 504 源　　拓美(2) 砂川
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲ ｵｸﾀﾞ ﾀｲﾁ

7 53 松本　悠生(2) 函館高専 7 534 奥田　太一(2) 岩見沢東
ｵｵﾉ ｶｲﾄ ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾉﾘ

8 757 大野　海都(2) 帯広大谷 8 913 木下　貴敬(2) 根室

5組 6組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

1 172 木村　亮太(2) 倶知安 1
ｷﾑﾗ ﾀｲｶﾞ ｶﾐﾀﾆ ｶﾝﾀ

2 207 木村　大河(2) 札幌北 2 823 神谷　貫太(2) 遠軽
ﾓﾘﾀ ｹﾝｽｹ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ

3 400 盛田　健介(2) 北海 3 44 北村　優弥(2) 函大付有斗
ﾉﾉｶﾜ ﾖｼｷ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾋﾛｷ

4 537 野々川善己(2) 岩見沢東 4 203 高畠　宙希(2) 札幌西
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ

5 456 中山　　諒(2) 立命館慶祥 5 472 吉田　達也(2) 札幌工
ｲﾁﾊﾗ ﾕｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ

6 348 市原　佑記(2) 北広島 6 784 山口　　龍(1) 北見北斗
ｷﾑﾗ ﾋｶﾙ ｺﾞｳﾀﾞ ｹﾝﾄ

7 84 木村　陽薫(1) 伊達緑丘 7 570 合田　健人(1) 旭川西
ﾀｶｷﾞ ｶﾝｾｲ ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ

8 144 髙城　寛生(1) 浦河 8 503 川村　涼平(2) 札幌光星



予選　7組3着＋3

7組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾖｼﾉ ｶｹﾙ

1 130 芳野　　駆(2) 苫小牧東
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ

2 655 吉田　晃太(2) 稚内
ﾐﾔﾉ ﾅｵﾄ

3 368 宮野　真斗(2) 石狩南
ﾋﾇﾏ ｼｭｳﾄ

4 42 日沼　周大(2) 函大付有斗
ｵｵｻｺ ｺｳｲﾁ

5 549 大迫　光一(2) 岩見沢緑陵
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾔ

6 903 菅原　侑弥(2) 武修館
ｲﾄｳ ｹｲｽｹ

7 281 伊藤　圭亮(2) 札幌東陵
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾀｶ

8 94 髙橋　和鷹(2) 室蘭清水丘

準決勝　3組2着＋2

1組 2組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 決勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8



 男子800m
9月17日 12:35 予  選

大会記録(GR)            1:54.50   畠山　政和(空知・砂川)                2005 9月17日 16:20 準決勝
北海道高校記録(HHR)     1:50.85   岡　　昇平(札幌・札幌国際情報)        2007 9月18日 11:20 決  勝

予選　7組3着＋3

1組 2組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｲﾄｳ ｺｳﾀ ﾌﾕｶﾜ ﾀｹﾙ

1 159 伊藤　航汰(1) 小樽桜陽 1 668 冬川　　健(2) 名寄
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ ｺｴﾀﾞ ｶｽﾞﾄ

2 926 渡邊　　樹(2) 中標津 2 57 小枝　和斗(2) 七飯
ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀﾞｲ ｷｸﾁ ｺｳﾀﾛｳ

3 763 渋谷　航大(2) 江陵 3 212 菊地　光太郎(1) 札幌南
ｲｼｶﾜ ﾀｶﾄ ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

4 2 石川　敬人(1) 函館中部 4 781 前田遼太郎(2) 北見北斗
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ ﾐﾅﾓﾄ ﾀｸﾐ

5 810 松本　　輝(1) 北見商 5 504 源　　拓美(2) 砂川
ｲﾜﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ ﾓﾘ ﾕｳﾄ

6 790 岩本　元汰(2) 北見柏陽 6 270 森　　勇斗(1) 札幌旭丘
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾔ ｵﾉﾂﾞｶ ｺｳﾀ

7 543 齋藤　将椰(2) 岩見沢西 7 502 小野塚洸太(1) 札幌英藍
ﾅﾗﾔﾏ ﾚﾝ ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾔ

8 22 楢山　　廉(2) 函館工 8 903 菅原　侑弥(2) 武修館

3組 4組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｼｼﾄﾞ ﾀｲﾁ

1 1 681 宍戸　泰智(2) 士別翔雲
ｸﾛｽ ﾅｵｷ ﾀｶｼﾏ ﾄﾓﾔ

2 561 黒須　直樹(2) 旭川東 2 446 高島　朋哉(2) 札幌大谷
ｾｷﾞ ﾊﾙｶ ｻｸﾗﾊﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

3 100 瀬木　　悠(2) 室蘭栄 3 152 櫻庭悠太朗(2) 小樽潮陵
ﾅｶﾑﾗ ﾋｮｳｺﾞ ｽｴﾅｶﾞ ﾕﾀｶ

4 71 中村　彪悟(1) 江差 4 615 末永　愉恭(2) 旭川大学
ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ ﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ

5 780 後藤　生至(2) 北見北斗 5 759 和田　雄太(2) 帯広大谷
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾓﾘﾄ ｶﾐﾀﾆ ｶﾝﾀ

6 382 宮川　　森(2) 札幌日大 6 823 神谷　貫太(2) 遠軽
ﾊｽｶﾜ ﾕｳｷ ｵｵﾀ ﾘｮｳｽｹ

7 369 蓮川　祐樹(2) 石狩南 7 227 太田　涼介(2) 札幌開成
ｺﾏﾂ ﾄｼﾔ ﾁｽｶﾞ ﾘｮｳ

8 237 小松　俊也(2) 札幌西陵 8 522 千菅　　諒(1) 滝川西

5組 6組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾙ

1 77 高田　響介(2) 知内 1 213 谷口　　優(1) 札幌南
ﾏﾂｲ ﾂﾊﾞｻ ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝ

2 895 松井　　翼(1) 釧路工 2 684 後藤　　詢(1) 士別翔雲
ｵｻﾞｷ ﾋｶﾙ ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

3 401 尾崎　　光(2) 北海 3 580 塚田　大雅(2) 旭川南
ｱｻﾉ ｼｮｳﾄ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｲｸﾐ

4 836 浅野　頌人(2) 網走南ケ丘 4 109 溝口　育海(2) 登別明日
ﾀｼﾞﾘ ﾘｮｳﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

5 474 田尻　稜人(2) 札幌工 5 269 山本　貴大(1) 札幌旭丘
ｲﾄｳ ﾊﾙﾋｻ ｸｶﾞﾊﾗ ｱｷﾗ

6 315 伊藤　晴恭(2) 札幌国際情報 6 103 久我原　彬(1) 道大谷室蘭
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｷ

7 190 若林　一真(1) 札幌東 7 573 山田　　樹(2) 旭川西
ｶﾜﾁ ﾀｶｼ ｲﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

8 151 川地　隆史(2) 小樽潮陵 8 704 井村　涼介(2) 帯広三条



予選　7組3着＋3

7組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1
ﾅｶｶﾞﾜ ﾚﾝ

2 402 中川　　怜(2) 北海
ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

3 92 田中　佑典(2) 室蘭清水丘
ｵｶﾞﾜ ﾀｷﾐﾂ

4 703 小川　滝満(2) 帯広三条
ﾓﾘﾀ ﾕｳｼﾞ

5 567 森田　裕慈(2) 旭川西
ｳｴﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ

6 533 上田　統裕(2) 岩見沢東
ｶﾏｲｼ ﾕｳｽｹ

7 441 釜石　優輔(2) 札幌大谷
ﾑﾛｲ ｶﾉﾝ

8 623 室井　華音(1) 旭川大学

準決勝　3組2着＋2

1組 2組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 決勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8



 男子1500m

大会記録(GR)            3:57.45   井上　陽介(釧根・釧路湖陵)            2004 9月16日 09:30 予  選
北海道高校記録(HHR)     3:48.13   小池　　旭(道央・恵庭南)              1994 9月16日 13:40 決  勝

予選　4組3着＋4

1組 2組

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｾｷﾞ ﾊﾙｶ ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ

1 100 瀬木　　悠(2) 室蘭栄 1 433 高橋　真樹(2) 札幌山の手
ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ

2 701 石田　洸太(2) 帯広三条 2 783 遠藤　涼太(2) 北見北斗
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾀﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ

3 349 竹田　一貴(2) 北広島 3 325 玉井佑一良(2) 札幌月寒
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ ｵｵｲ ﾘｭｳｼﾝ

4 720 小林　　哲(2) 帯広南商 4 510 大井　龍信(2) 滝川
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲﾄ ｽｴﾅｶﾞ ﾕﾀｶ

5 691 宮崎　唯斗(2) 礼文 5 615 末永　愉恭(2) 旭川大学
ﾊﾙﾅ ｹｲｽｹ ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ

6 864 春名　景介(2) 清里 6 806 萬城　亮太(2) 北見緑陵
ｳｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ｻｶｲ ｾｲﾔ

7 18 丑澤　拓巳(1) 市立函館 7 915 酒井　靖弥(1) 根室
ｵｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ

8 111 大沼　和樹(1) 北海道栄 8 562 石川　湧太(2) 旭川東
ﾀｹｲｼ ﾀﾞｲﾁ ﾋﾗﾇﾏ ｹﾝ

9 891 武石　大地(2) 釧路工 9 419 平沼　　拳(1) 東海大四
ﾔｴｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ ﾀｵﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

10 434 八重樫一也(2) 札幌山の手 10 713 垰田　恭輔(2) 帯広緑陽
ｻﾉ ﾘｮｳｽｹ ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ

11 466 佐野　亮介(2) 札幌静修 11 515 鈴木　大聖(2) 滝川西
ｼﾗﾄ ﾏｻﾊﾙ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

12 384 白戸　真大(1) 札幌日大 12 269 山本　貴大(1) 札幌旭丘
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ ｺｼｻﾞｷ ﾕｳﾀ

13 880 多田　勇馬(1) 釧路江南 13 186 越崎　佑大(2) 岩内
ｻｸﾗﾊﾞ ﾕｳﾀﾛｳ ﾜｻﾀﾞ ﾘｭｳﾀ

14 152 櫻庭悠太朗(2) 小樽潮陵 14 397 和佐田隆太(2) 札幌第一

3組 4組

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｲﾜﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

1 790 岩本　元汰(2) 北見柏陽 1 92 田中　佑典(2) 室蘭清水丘
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｻﾄ

2 350 山口　晃生(2) 北広島 2 745 北村　優知(1) 白樺学園
ﾄﾐﾀ ﾐﾁﾋﾛ ﾃﾗｻｷ ﾋﾛﾌﾐ

3 107 富田　理大(1) 登別明日 3 32 寺崎　裕文(1) 函館工
ﾅｶﾑﾗ ﾋｮｳｺﾞ ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ

4 71 中村　彪悟(1) 江差 4 571 工藤　瑞樹(2) 旭川西
ｱﾍﾞ ｼｮｳﾏ ﾏｷﾀ ｹｲｺﾞ

5 259 阿部　翔真(2) 札幌藻岩 5 496 牧田　啓吾(2) 札幌平岸
ﾐｽﾞﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁﾛｳ ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ

6 506 水林将一朗(2) 砂川 6 418 髙橋　拓也(2) 東海大四
ｶﾉｳ ﾘｮｳ ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ

7 645 鹿能　　怜(2) 留萌 7 235 高橋　昂甫(2) 札幌清田
ｻｻｷ ｼｮｳﾔ ｺｴﾀﾞ ｶｽﾞﾄ

8 869 佐々木翔也(1) 釧路湖陵 8 57 小枝　和斗(2) 七飯
ｼｼﾄﾞ ﾀｲﾁ ｼｹﾞｸﾗ ﾕｳｽｹ

9 681 宍戸　泰智(2) 士別翔雲 9 830 重倉　悠佑(2) 網走南ケ丘
ｵｵﾀｹ ｼﾞｭﾝﾔ ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ

10 578 大竹　純也(2) 旭川南 10 732 田村　優弥(2) 帯広農
ﾌﾕｶﾜ ﾀｹﾙ ｻﾄｳ ﾘｭｳﾊ

11 668 冬川　　健(2) 名寄 11 490 佐藤　龍派(2) 野幌
ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀ ﾁｽｶﾞ ﾘｮｳ

12 789 森山　光太(1) 北見北斗 12 522 千菅　　諒(1) 滝川西
ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ ｶﾜﾁ ﾀｶｼ

13 563 田村　耕太(2) 旭川東 13 151 川地　隆史(2) 小樽潮陵
ｵﾊﾞﾗ ﾖｳﾍｲ

14 383 小原　遥平(2) 札幌日大



決勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



 男子5000m

大会記録(GR)            14:51.52  小松　陽平(札幌・東海大四)            2014
北海道高校記録(HHR)     14:03.96  小倉　裕介(札幌・札幌山の手)          2010 9月17日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾝﾀﾛｳ

1 880 多田　勇馬(1) 釧路江南 1 920 水谷慎太郎(2) 別海
ﾖｼｶﾜ ﾏｻｷ ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ

2 514 吉川　将生(1) 滝川 2 718 中山　椋介(2) 帯広工
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾔ ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ

3 886 武田　将也(2) 釧路江南 3 610 田中　佳吾(2) 旭川商
ﾀｹｲｼ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｷ

4 891 武石　大地(2) 釧路工 4 85 中村　宇貴(2) 伊達緑丘
ｻﾄｳ ﾘｭｳﾊ ﾊﾗ ﾚｵ

5 490 佐藤　龍派(2) 野幌 5 11 原　　怜央(1) 函館中部
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳ ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ

6 271 西田　　凌(1) 札幌旭丘 6 701 石田　洸太(2) 帯広三条
ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ

7 654 斉藤　大明(2) 稚内 7 563 田村　耕太(2) 旭川東
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ ｱﾒﾉ ﾀﾓﾝ

8 51 伊藤　僚哉(1) 函館ラサール 8 531 雨野　多聞(2) 岩見沢東
ｺｲｹ ﾕｳｷ ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｲﾁ

9 479 小池　祐樹(1) 札幌工 9 110 髙木　駿一(1) 登別青嶺
ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀ ｶｯｻｲ ﾕｳﾄ

10 258 横山　颯大(2) 札幌藻岩 10 596 葛西　勇斗(2) 旭川工
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ

11 182 佐藤　康平(1) 倶知安 11 385 石川　真也(2) 札幌日大
ｺｼｻﾞｷ ﾕｳﾀ ﾏﾂｲ ｿｳﾀ

12 186 越崎　佑大(2) 岩内 12 143 松井　颯汰(2) 静内
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾑﾈ ｺﾆｼ ｺｳｷ

13 518 村上　大宗(2) 滝川西 13 519 小西　耕生(2) 滝川西
ｸﾗﾀ ﾀｶﾉﾘ ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ

14 643 倉田　尚典(2) 留萌 14 421 長田　駿佑(1) 東海大四
ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ

15 398 金田駿之介(1) 札幌第一 15 349 竹田　一貴(2) 北広島
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲﾄ ﾄﾐﾀ ﾐﾁﾋﾛ

16 691 宮崎　唯斗(2) 礼文 16 107 富田　理大(1) 登別明日
ﾀｷﾓﾄ ｶﾂﾔ ｼｹﾞｸﾗ ﾕｳｽｹ

17 644 滝本　克也(2) 留萌 17 830 重倉　悠佑(2) 網走南ケ丘
ｻｲﾄｳ ｵｳﾗﾝ ｼﾞｮｾﾌ ｶﾘｳｷ

18 173 斉藤　王嵐(2) 倶知安 18 439 ジョセフ　カリウキ(2) 札幌山の手
ｵｵｻｶ ﾕｳ ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄ

19 772 大坂　　悠(2) 広尾 19 422 今泉　裕斗(2) 東海大四
ﾄｶﾞﾜ ｼｭﾄﾞｳ ｷﾓﾄ ｱｷﾗ

20 854 外川　珠童(2) 斜里 20 28 木元　　晶(2) 函館工
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳﾀ ｻｻｷ ｼｮｳﾔ

21 70 小笠原涼太(2) 江差 21 869 佐々木翔也(1) 釧路湖陵
ﾜｻﾀﾞ ﾘｭｳﾀ ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲﾏ

22 397 和佐田隆太(2) 札幌第一 22 777 長澤　圭馬(2) 北見北斗
ｾﾉｳ ﾀｸﾏ ｸｻｼﾞﾏ ﾘｮｳ

23 370 瀬能　拓真(2) 石狩南 23 488 草島　　凌(2) 札幌創成
ｻｻｷ ｴｲﾄ ﾅﾘﾀ ｱｷﾋﾛ

24 682 佐々木永都(1) 士別翔雲 24 34 成田　晃広(1) 函館工
ｺﾐﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ

25 831 小宮山大地(1) 網走南ケ丘 25 386 小松　勇太(2) 札幌日大
ﾂｼﾞ ｷｮｳｽｹ ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

26 206 辻　　京佑(1) 札幌西 26 697 竹田　俊太(1) 帯広三条
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼｭｳ ｻﾄｳ ｺｳｾｲ

27 801 山本　渓秋(2) 北見緑陵 27 778 佐藤　昂成(2) 北見北斗
ﾋﾉ ﾋﾛﾄ

28 440 日野　大翔(2) 札幌山の手



 男子110mH(1.067m)
9月18日 10:00 予  選

大会記録(GR)            14.51     岩船　陽一(札幌・東海大四)            2002 9月18日 11:50 準決勝
北海道高校記録(HHR)     13.99     岩船　陽一(札幌・東海大四)            2003 9月18日 14:15 決  勝

予選　6組3着＋6

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾀｷ ﾘｮｳﾄ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼｷ

1 527 瀧　　亮人(1) 滝川西 1 680 川端　俊輝(2) 士別翔雲
ｺﾞﾄｳ ﾁｶﾗ ﾜｷﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

2 738 後藤　　矢(2) 帯広農 2 546 脇本　大輔(2) 岩見沢農
ｱｵｷ ｼｭｳﾀﾛｳ ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

3 324 青木柊太朗(1) 札幌月寒 3 300 飯田　智之(2) 札幌稲雲
ｵｵﾐﾅﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾌｼﾞｻﾜ ｶｲﾄ

4 865 大南俊太朗(2) 釧路湖陵 4 8 藤澤　開斗(2) 函館中部
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｽｹ ｸﾛｷ ｱﾄﾗ

5 873 窪田　亘助(1) 釧路江南 5 310 黒木亜斗良(2) 札幌国際情報

ﾀｶﾂ ﾀﾞｲﾔ ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾔ

6 50 髙津　大弥(2) 函館ラサール 6 601 柴田　聖也(2) 旭川工
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ ｶｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ

7 905 中村　大晟(1) 武修館 7 487 梶原　脩司(2) 札幌創成
ﾐｸﾆ ﾘｮｳﾀ ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾄ

8 475 三國　稜太(2) 札幌工 8 54 川村　綺斗(1) 函館高専

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾖｼﾑﾗ ﾘｮｳ

1 739 村田　遼介(2) 帯広農 1 597 吉村　涼(2) 旭川工
ｺﾝ ｼﾓﾝ ﾜｼﾞｬﾀ ﾕｷｵ

2 59 今　　詩門(1) 七飯 2 762 和蛇田夢希生(2) 江陵
ﾐｼﾅ ﾘｸ ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ

3 360 三品　　陸(2) 恵庭南 3 326 鈴木　秀忠(2) 大麻
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ｵｸｲｽﾞﾐ ﾀｸﾏ

4 304 中嶋　拓実(2) 札幌手稲 4 311 奥泉　拓馬(2) 札幌国際情報

ﾐｳﾗ ﾕｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

5 471 三浦　勇樹(2) 札幌琴似工 5 352 山口　翔太(2) 北広島西
ｻﾝﾐ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ｶｹｼﾀ ｼｮｳｺﾞ

6 632 三昧柊一郎(2) 富良野 6 752 掛下　将吾(2) 白樺学園
ｲﾀｶﾞｷ ｼｮｳﾀ ｽｺﾞﾓﾄ ﾘｮｳ

7 137 板垣　勝太(1) 苫小牧工 7 583 杉本　　崚(1) 旭川北
ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｰ ﾜｶﾊﾗ ｱｽﾄ

8 460 田邊ジョー(1) 立命館慶祥 8 837 若原明日翔(1) 網走南ケ丘

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾅﾙﾐ ﾘｮｳﾀ

1 178 鳴海　遼大(2) 倶知安 1
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ

2 671 齊藤　諒太(1) 名寄 2 674 佐藤　孝郁(2) 名寄
ﾅｲﾄｳ ｼｵﾝ ﾃﾗｲ ﾀｸﾐ

3 156 内藤　志音(1) 小樽潮陵 3 442 寺井　琢己(2) 札幌大谷
ﾑﾈｶﾀ ﾚﾝ ｻﾄｳ ｶｹﾙ

4 791 宗形　　連(1) 北見柏陽 4 863 佐藤　　駆(1) 常呂
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ

5 857 小笠原　郷(2) 斜里 5 246 齊藤　虎太郎(2) 札幌新川
ﾍﾞｯﾌﾟ ｺｳｾｲ ﾆｯﾀ ﾅｷﾞﾄ

6 702 別府　航成(2) 帯広三条 6 491 新田　凪史(2) 野幌
ﾏﾙﾂｷﾞ ﾕｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾏ

7 746 丸次　悠太(1) 白樺学園 7 72 松田　悠馬(1) 江差
ｶﾅｸﾎﾞ ﾀｹｼ ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂｷ

8 238 金久保武志(2) 札幌西陵 8 634 藤野　竜牙(1) 富良野



準決勝　3組2着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

決勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



 男子400mH(0.914m)
9月17日 10:55 予  選

大会記録(GR)            53.33     平村　太幹(苫小牧地方・北海道栄)      2014 9月17日 13:30 準決勝
北海道高校記録(HHR)     50.97     安原　晃司(札幌・東海大四)            2004 9月17日 16:00 決  勝

予選　7組3着＋3

1組 2組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾖｺﾔﾏ ﾃﾙｱｷ ｶﾜｲ ﾙｶ

1 773 横山　輝明(2) 広尾 1 553 川井　流叶(1) 岩見沢緑陵
ﾏﾙﾂｷﾞ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

2 746 丸次　悠太(1) 白樺学園 2 694 山本　雄大(1) 帯広柏葉
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾅﾄ

3 352 山口　翔太(2) 北広島西 3 495 藤村花眺人(2) 札幌平岸
ｻﾄｳ ｶｹﾙ ｲﾄﾀﾞ ﾏﾅﾄ

4 863 佐藤　　駆(1) 常呂 4 115 糸田　真人(1) 北海道栄
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ ｱｻｲ ﾏｻｼ

5 857 小笠原　郷(2) 斜里 5 737 淺井　柾至(2) 帯広農
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ ｺﾔﾏ ｿｳﾀ

6 619 小野寺将太(1) 旭川大学 6 887 小山　蒼太(2) 釧路明輝
ｾﾝﾊﾞ ﾀｸﾄ ｳﾒﾐﾔ ｺｳﾀ

7 106 仙波　拓大(2) 道大谷室蘭 7 268 梅宮　康汰(2) 札幌平岡
ｶｲ ﾘｮｳｽｹ ｻﾄｳ ｾｲﾔ

8 884 甲斐　凌介(2) 釧路江南 8 470 佐藤　誠也(2) 札幌新陽

3組 4組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾔ ﾆｼｶｾﾞ ｺｳｷ

1 56 小澤　有哉(2) 七飯 1 888 西風　功輝(2) 釧路工
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

2 671 齊藤　諒太(1) 名寄 2 528 和田　翔平(1) 滝川西
ﾆｯﾀ ﾅｷﾞﾄ ｶﾄｳ ﾀｸﾐ

3 491 新田　凪史(2) 野幌 3 150 加藤　　匠(2) 小樽潮陵
ﾉﾉｶﾜ ﾖｼｷ ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｰ

4 537 野々川善己(2) 岩見沢東 4 460 田邊ジョー(1) 立命館慶祥
ｵｵﾄﾓ ﾀｲｾｲ ﾎｻｶ ｹｲﾄ

5 834 大友　泰世(2) 網走南ケ丘 5 6 保坂　渓人(1) 函館中部
ﾐｳﾗ ﾕｳｷ ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾔ

6 471 三浦　勇樹(2) 札幌琴似工 6 601 柴田　聖也(2) 旭川工
ﾌｼﾞｻﾜ ｶｲﾄ ﾎﾘｲ ﾀﾂｷ

7 8 藤澤　開斗(2) 函館中部 7 43 堀井　　樹(2) 函大付有斗
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾙ ﾑﾈｶﾀ ﾚﾝ

8 683 中村　　悟(2) 士別翔雲 8 791 宗形　　連(1) 北見柏陽

5組 6組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｲﾘｲ ｿｳﾙ

1 1 158 入井　奏流(2) 小樽桜陽
ｺﾑﾗ ｽｸﾞﾙ ｳﾒﾓﾘ ｶﾂﾔ

2 118 小村　　逸(1) 北海道栄 2 764 梅森　克哉(1) 足寄
ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ ｺｻｶ ﾀｲﾁ

3 245 佐藤　　颯(2) 札幌啓成 3 564 小坂　太一(2) 旭川東
ﾌｸﾅｶﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾏ

4 621 福永　　翼(1) 旭川大学 4 569 西村　拓真(2) 旭川西
ｱｻｸﾗ ｶｽﾞｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾏ

5 420 朝倉　一起(2) 東海大四 5 72 松田　悠馬(1) 江差
ﾏｷﾉ ｶｲﾄ ｻｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ

6 476 牧野　海斗(2) 札幌工 6 230 坂本　健悟(2) 札幌開成
ｷﾓﾄ ﾃﾙ ｵｶｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ

7 455 木本　　輝(2) 立命館慶祥 7 166 岡崎　元樹(1) 小樽水産
ﾕｳｷ ﾎｸﾄ ｻｻｷ ｹｲｽｹ

8 835 結城　北斗(1) 網走南ケ丘 8 239 佐々木啓介(2) 札幌西陵



予選　7組3着＋3

7組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ

1 670 庄司　大志(2) 名寄
ｲﾅﾀﾞ ﾄﾓﾔ

2 505 稲田　知哉(2) 砂川
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ

3 905 中村　大晟(1) 武修館
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾋﾞｷ

4 265 藤澤　　響(2) 札幌東商
ﾊﾔｼ ｹｲﾀ

5 565 林　　京汰(1) 旭川東
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ

6 626 藤原　大地(2) 旭川実業
ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

7 272 佐藤康太郎(2) 札幌旭丘
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾕｳｷ

8 351 藤波　勇貴(1) 北広島

準決勝　3組2着＋2

1組 2組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 決勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8



 男子3000mSC

大会記録(GR)            9:18.45   佐藤　信誠(釧根・別海)                1994
北海道高校記録(HHR)     8:57.09   大場　靖之(道北・旭川大学)            1991 9月16日 14:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｷﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ｶﾄﾞｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ

1 572 鬼頭壮一郎(2) 旭川西 1 387 角島康太郎(2) 札幌日大
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ

2 874 栗原　佑輔(1) 釧路江南 2 205 山田　宙夢(2) 札幌西
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾔ

3 478 清水　勇人(1) 札幌工 3 886 武田　将也(2) 釧路江南
ﾐｶﾐ ｺｳｷ ｱｻﾋ ﾖｼﾕｷ

4 154 三上　孝輝(2) 小樽潮陵 4 696 朝日　良幸(2) 帯広柏葉
ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾑ ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

5 31 竹内　大夢(1) 函館工 5 808 武田　太輔(2) 北見緑陵
ｶﾜﾊﾗ ﾅｵｷ ﾄﾖﾀ ﾘｮｳﾏ

6 209 川原　直輝(1) 札幌北 6 112 豊田　凌摩(1) 北海道栄
ｺﾝｲ ﾀｲｾｲ ｻｻｷ ｴｲﾄ

7 388 紺井　大誠(1) 札幌日大 7 682 佐々木永都(1) 士別翔雲
ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ ﾖｼｶﾜ ﾏｻｷ

8 654 斉藤　大明(2) 稚内 8 514 吉川　将生(1) 滝川
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｳｲ ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ

9 355 滝沢　統威(2) 恵庭北 9 722 髙橋　達也(2) 帯広南商
ｻﾄｳ ｼｭﾝ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳﾀ

10 669 佐藤　　駿(1) 名寄 10 70 小笠原涼太(2) 江差
ｷﾄﾞ ﾘｸﾄ ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ

11 547 木戸　陸翔(1) 岩見沢農 11 732 田村　優弥(2) 帯広農
ﾎﾘｶﾜ ﾕｳﾀ ﾑﾗｲ ｱｽﾞﾏ

12 16 堀川　湧太(2) 市立函館 12 453 村井　梓真(1) 北星学園大附

ﾌﾙｻﾜ ﾚｲ

13 927 古沢　　澪(2) 中標津

3組 4組

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾉﾛﾀ ﾚｲ ｳｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

1 838 野呂田礼行(1) 網走南ケ丘 1 18 丑澤　拓巳(1) 市立函館
ｶﾄｳ ﾏｻﾖｼ ｻﾉ ﾘｮｳｽｹ

2 417 加藤　将佳(1) 東海大四 2 466 佐野　亮介(2) 札幌静修
ｶｼﾜｷﾞ ｿｳ ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｷ

3 868 柏木　　壮(2) 釧路湖陵 3 85 中村　宇貴(2) 伊達緑丘
ｶﾜﾍﾞ ﾘｭｳｽｹ ｶﾀﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ

4 526 河邊　龍介(1) 滝川西 4 787 片山　　肇(2) 北見北斗
ﾏﾄﾊﾞ ｳﾀﾔ ｸｻｼﾞﾏ ﾘｮｳ

5 216 的場　詞哉(1) 札幌南 5 488 草島　　凌(2) 札幌創成
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾝﾀﾛｳ

6 436 黒田　遥登(2) 札幌山の手 6 920 水谷慎太郎(2) 別海
ｶﾐｵｶ ﾕｳｽｹ ｶﾈｺ ｼｮｳﾉｽｹ

7 93 上岡　勇介(2) 室蘭清水丘 7 302 金子松ノ介(2) 札幌稲雲
ｱﾒﾉ ﾀﾓﾝ ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ

8 531 雨野　多聞(2) 岩見沢東 8 435 野村　隼斗(2) 札幌山の手
ﾄｶﾞﾜ ｼｭﾄﾞｳ ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ

9 854 外川　珠童(2) 斜里 9 610 田中　佳吾(2) 旭川商
ｵｵｻｶ ﾕｳ ﾌﾀﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

10 772 大坂　　悠(2) 広尾 10 552 二田　修平(2) 岩見沢緑陵
ﾏﾙﾔﾏ ﾙｲ ﾋﾉ ｼｭｳｺﾞ

11 416 丸山　瑠偉(1) 東海大四 11 395 日野　修吾(2) 札幌第一
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭｳﾔ ﾔﾏｳﾁ ﾘｭｳｾｲ

12 26 山岸　柊也(2) 函館工 12 786 山内　流星(2) 北見北斗
ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ ﾀｷﾓﾄ ｶﾂﾔ

13 705 佐藤　脩真(2) 帯広三条 13 644 滝本　克也(2) 留萌



 男子5000mW

大会記録(GR)            22:46.86  小野 光哉(旭川・富良野緑峰)           2011
北海道高校記録(HHR)     21:20.88  小野　光哉(道北・富良野緑峰)          2012 9月18日 12:35 決勝

決勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｶﾏﾀ ﾘｸﾄ ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ

1 33 鎌田　陸斗(1) 函館工 11 437 菊地　涼介(1) 札幌山の手
ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾞｲ ｶﾐｼﾏ ﾋﾛﾔ

2 782 森山　　大(2) 北見北斗 12 134 上島　大弥(1) 苫小牧工
ﾆｲﾐ ｼｭﾝﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

3 291 新見　竣斗(2) 札幌北陵 13 698 長谷川皓生(1) 帯広三条
ｺｲｹ ﾄﾓｷ ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾝ

4 805 小池　智貴(2) 北見緑陵 14 58 中村　紫苑(2) 七飯
ｺﾆｼ ﾀｲｾｲ ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ

5 907 小西　泰成(2) 霧多布 15 639 髙橋　直也(1) 富良野緑峰
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳﾀﾛｳ

6 911 近藤　勇佑(1) 標茶 16 458 石丸遼太朗(2) 立命館慶祥
ﾖｼｲ ﾕｳﾄ ｱﾍﾞ ﾄｳｾｲ

7 165 吉井　雄人(2) 小樽水産 17 693 阿部　冬星(1) 帯広柏葉
ﾆｲﾃﾞ ﾀｸﾐ ｳﾉ ｺｳｷ

8 826 新出　拓海(2) 遠軽 18 217 宇野　幸希(1) 札幌南
ﾑﾗｵ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ﾂﾖｼ

9 191 村尾　宥稀(2) 札幌東 19 560 伊藤　　毅(2) 美唄尚栄
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ

10 333 中村　海斗(2) 石狩翔陽 20 925 木下　拓海(2) 中標津
ﾀｶﾊﾏ ﾀﾞｲｷ

21 556 高濱　大樹(1) 岩見沢緑陵


