
第35回北海道高等学校新人陸上競技大会 招集所審判長 川口　正勝
ｽﾀｰﾄ審判長 大町　和敏
ﾄﾗｯｸ審判長 万年　和紀

【開催日】 令和元年９月18日（水）19日（木）20日（金） 投てき審判長 隼人　健児

【主催団体】 （一財）北海道陸上競技協会　北海道高等学校体育連盟 決勝記録一覧表 跳躍審判長 中田　光哉
男  子 【競技場】函館市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

 9/19 高校男子  +4.6 中尾  洋翔(2) 10.37 町井  大城(1) 10.58 髙田  雄平(2) 10.66 澤田  健斗(2) 10.70 松本  俊大(2) 10.83 二村  健斗(2) 10.83 菊地  恭大(2) 10.84 丹野  珠璃(2) 10.84
１００ｍ 旭  川･旭川大学 室  蘭･北海道栄 札  幌･札幌南 札  幌･北海 室  蘭･北海道栄 函  館･函館中部 札  幌･北海 小  樽･倶知安

 9/20  +0.1 大坂  ﾏｸﾏﾆｽ将平(2) 21.64 澤田  健斗(2) 21.70 髙田  雄平(2) 22.02 佐藤  友麻(2) 22.17 田久保  和輝(2) 22.20 本間  寛大(2) 22.44 竹内  充吾(2) 22.61 日景  海斗(2) 22.95
２００ｍ 十  勝･大樹 札  幌･北海 札  幌･札幌南 札  幌･恵庭南 室  蘭･北海道栄 室  蘭･室蘭清水丘 札  幌･恵庭南 釧  根･武修館

 9/18 井澤  真(2) 48.15 矢口  直利(2) 49.53 城  北斗(2) 49.77 橋本  凌弥(1) 50.24 本間  寛大(2) 50.31 西元寺  遼介(2) 50.44 山下  竜司(2) 50.50 西村  龍偉(2) 50.99
４００ｍ 札  幌･立命館慶祥 北  見･北見北斗 札  幌･北海 十  勝･白樺学園 室  蘭･室蘭清水丘 札  幌･札幌南 札  幌･恵庭南 室  蘭･北海道栄

 9/20 菅原  広希(1) 1:58.18 間山  隼佑(2) 1:59.50 射水  健人(2) 2:00.15 山﨑  皓平(2) 2:00.52 中塚  雄大(2) 2:02.71 川村  悠馬(2) 2:03.22 篠原  佑弥(2) 2:03.86 齊藤  匠馬(2) 2:12.56
８００ｍ 札  幌･札幌日本大学 室  蘭･浦河 札  幌･札幌手稲 札  幌･札幌南 小  樽･小樽水産 函  館･函館工業 札  幌･札幌大谷 札  幌･市立札幌旭丘

 9/18 宮川  悠希(2) 3:58.92 浦田  陽聖(2) 4:01.13 森田  大介(2) 4:01.65 永島  悠平(2) 4:03.35 桝田  樹(2) 4:05.91 黒田  太洋(1) 4:06.32 小笹  陽輝(2) 4:08.44 平田  純也(2) 4:09.18
１５００ｍ 札  幌･東海大学付属札幌 北  見･北見緑陵 札  幌･札幌山の手 札  幌･札幌山の手 札  幌･札幌日本大学 空  知･滝川西 札  幌･札幌南 十  勝･大樹

 9/19 ｷﾝﾔﾝｼﾞｭｲ  ﾊﾟﾄﾘｯｸ(1)15:02.04 宮武  和矢(2) 15:24.65 浅田  大晴(2) 15:27.04 坂井  大和(2) 15:49.62 竹田  康之助(1) 15:50.78 菅  優汰(1) 15:54.54 山﨑  樹羅(2) 16:05.53 阪本  亮太(2) 16:16.13
５０００ｍ 札  幌･札幌山の手 室  蘭･北海道栄 十  勝･白樺学園 札  幌･札幌日本大学 札  幌･東海大学付属札幌 空  知･滝川西 十  勝･池田 室  蘭･北海道栄

 9/18  +0.4 山内  雅弥(2) 15.34 髙松  航平(1) 15.34 川岡  士真(2) 15.57 廣冨  礼生(2) 15.76 松井  聰(1) 15.86 田中  総士(1) 16.08 森  幹人(1) 16.08 馬塀  優介(2) 16.36
１１０ｍＨ 室  蘭･大谷室蘭 札  幌･東海大学付属札幌 札  幌･北海 十  勝･広尾 札  幌･立命館慶祥 札  幌･札幌第一 札  幌･大麻 室  蘭･北海道栄

 9/20 西元寺  遼介(2) 53.78 城  北斗(2) 54.15 馬塀  優介(2) 54.62 谷内  太陽(2) 55.62 松井  聰(1) 56.23 益子  暖基(2) 56.79 森山  陸(2) 57.65 林  大聖(2) 59.98
４００ｍＨ 札  幌･札幌南 札  幌･北海 室  蘭･北海道栄 釧  根･釧路湖陵 札  幌･立命館慶祥 釧  根･釧路江南 北  見･北見北斗 札  幌･江別

 9/20 森本  凌功(2) 9:53.14 本多  脩馬(2) 10:00.62 佐藤  魁良寸(2) 10:06.23 長島  響(1) 10:12.53 田川  善(2) 10:16.20 沼達  悠(2) 10:16.33 山本  晴来(2) 10:20.52 佐藤  祐太朗(2) 10:25.88
３０００ｍＳＣ 十  勝･白樺学園 十  勝･帯広農業 札  幌･札幌稲雲 函  館･七飯 札  幌･札幌北 空  知･岩見沢緑陵 函  館･函館中部 札  幌･札幌北

 9/20 髙野  翔斗(2) 23:39.20 山田  龍之介(2) 24:42.83 安藤  築(2) 25:16.27 三浦  和馬(2) 25:16.30 石橋  歩大(2) 26:33.96 大村  遼太(2) 26:44.86 大津  武琉(2) 26:47.51 岩原  聖(1) 27:18.35
５０００ｍ競歩 札  幌･札幌白石 室  蘭･室蘭工 室  蘭･苫小牧工 釧  根･釧路湖陵 十  勝･帯広柏葉 室  蘭･伊達緑丘 釧  根･釧路江南 北  見･女満別

 9/19 中島  凌(1) 1.97 川島  太陽(2) 1.94 山本  聖己(2) 1.94 山﨑  太陽(2) 1.88 井佐  俊介(1) 1.85 小田原  悠太(2) 1.85 佐藤  亮太(2) 1.85 上ヶ嶋  大星(1) 1.80
走高跳 札  幌･恵庭南 函  館･函館高専 旭  川･旭川工業 札  幌･札幌北陵 札  幌･市立札幌藻岩 札  幌･札幌山の手 室  蘭･苫小牧西 札  幌･札幌英藍

根田  一光(1)
北  見･網走南ｹ丘

 9/18 吉井  海人(2) 4.40 阿部  智也(2) 4.30 江上  宏太(2) 空  知･岩見沢緑陵 4.20 石井  建太朗(2) 4.10 小路  大貴(2) 4.10 片山  泰樹(1) 3.80 渡辺  颯(1) 3.60
棒高跳 札  幌･札幌東商業 札  幌･札幌山の手 坂元  恭介(1) 北  見･網走南ｹ丘 北  見･網走南ｹ丘 札  幌･大麻 札  幌･札幌東商業 北  見･北見藤

 9/18 佐藤  三太(2) 7.24(+2.3) 河原  楓(2) 6.93(+3.3) 植村  哲平(1) 6.92(+1.9) 菊地  恭大(2) 6.79(+4.0) 小野  翔哉(2) 6.66(+1.2) 永田  森太郎(2) 6.58(+1.6) 安本  崇隼(2) 6.53(+1.0) 野田  健太朗(1) 6.44(+1.4)
走幅跳 函  館･函館工業 空  知･深川西 札  幌･札幌大谷 札  幌･北海 釧  根･武修館 室  蘭･北海道栄 札  幌･札幌北 函  館･函館大付有斗

 9/20 工藤  央翔(2) 14.49(+1.1) 安本  崇隼(2) 14.31(+3.4) 伊藤  拓磨(2) 13.59(+1.9) 西垣  隼(2) 13.42(0.0) 山澤  怜苑(2) 13.25(+1.8) 宮田  涼太郎(2)12.99(-1.4) 臼井  貴将(2) 12.99(+2.9) 藤沢  心(2) 12.83(+0.1)
三段跳 札  幌･恵庭南 札  幌･札幌北 北  見･網走南ｹ丘 十  勝･帯広三条 釧  根･釧路江南 十  勝･帯広農業 北  見･網走南ｹ丘 小  樽･小樽水産

 9/19 桑折  龍真(2) 13.53 斎藤  優成(2) 13.09 高宮  成生(1) 12.83 佐藤  遼太郎(2) 12.78 松岡  流生(2) 12.38 中嶋  輝(1) 12.22 高宮  魁(1) 12.13 吉田  圭太(2) 11.90
砲丸投 旭  川･富良野緑峰 函  館･函館西･稜北 北  見･雄武 室  蘭･登別明日 十  勝･帯広農業 旭  川･旭川大学 北  見･雄武 空  知･深川東

 9/20 佐藤  遼太郎(2) 39.93 木津谷  凪(2) 36.47 五十嵐  友人(2) 36.46 梶浦  蓮(1) 36.19 荒井  優太(1) 35.31 佐藤  宏美(2) 34.82 高宮  成生(1) 34.41 板垣  龍星(2) 33.65

円盤投 室  蘭･登別明日 函  館･函館大谷 十  勝･帯広農業 札  幌･札幌啓成 札  幌･石狩翔陽 札  幌･札幌工業 北  見･雄武 旭  川･旭川大学
 9/18 森井  亨(2) 49.38 橘  龍生(1) 43.14 青山  尚史(2) 41.32 佐川  翔琉(2) 40.11 対馬  大輝(2) 39.60 髙嶋  祐太(2) 37.60 目黒  智也(2) 37.33 松島  壯二朗(2) 34.01

ハンマー投 十  勝･鹿追 釧  根･釧路明輝 十  勝･鹿追 北  見･遠軽 札  幌･北星学園大学附属 北  見･遠軽 北  見･斜里 札  幌･北広島
 9/19 安田  和希(2) 52.59 山保  颯太(2) 52.00 斎藤  優成(2) 50.94 厚谷  龍馬(2) 49.79 坂本  心太(2) 49.01 松島  壯二朗(2) 48.72 雨宮  玄(2) 48.07 野澤  竜星(2) 47.53

やり投 空  知･岩見沢農 札  幌･野幌 函  館･函館西･稜北 空  知･岩見沢西 函  館･七飯 札  幌･北広島 札  幌･市立札幌清田 十  勝･大樹
 9/19 北海道栄       42.16 恵庭南       42.39 北海       42.58 札幌南       43.06 函館工業       43.13 北見北斗       43.54 函館中部       43.63 立命館慶祥       51.57

４×１００ｍ 松本  俊大(2) 竹本  修(2) 太田  健晴(1) 木村  涼太(1) 野上  雷輝(1) 斎藤  優我(2) 滝本  勇樹(2) 高田  真太郎(1)
町井  大城(1) 佐藤  友麻(2) 澤田  健斗(2) 髙田  雄平(2) 佐藤  三太(2) 矢口  直利(2) 二村  健斗(2) 北川  広大(1)
志田原  康太(2) 竹内  充吾(2) 菊地  恭大(2) 福岡  京大(2) 村下  龍芽(2) 轉石  蓮(2) 瓜生  真留人(2) 井澤  真(2)
田久保  和輝(2) 山下  竜司(2) 田代  大和(1) 西元寺  遼介(2) 佐藤  柊介(2) 髙橋  悠希(2) 備前  武(1) 小林  生承(1)

 9/20 北海道栄     3:18.99 北海     3:20.58 恵庭南     3:21.86 立命館慶祥     3:23.48 函館大付有斗     3:26.75 旭川大学     3:27.26 函館工業     3:28.66 札幌南     3:28.72
４×４００ｍ 種市  和真(2) 北川  武(2) 竹内  充吾(2) 北川  広大(1) 川口  拓実(2) 大道  瑛斗(2) 佐藤  柊介(2) 木村  涼太(1)

田久保  和輝(2) 澤田  健斗(2) 増田  梨輝(2) 松谷  息吹(2) 三上  航平(2) 武島  圭汰(2) 村下  龍芽(2) 西元寺  遼介(2)
馬塀  優介(2) 小野  謙太(1) 吉田  隼(2) 松井  聰(1) 田村  夢翔(2) 水野  怜(1) 川村  悠馬(2) 髙田  雄平(2)
西村  龍偉(2) 城  北斗(2) 山下  竜司(2) 井澤  真(2) 野田  健太朗(1) 池田  光来(1) 佐藤  三太(2) 山﨑  皓平(2)


