
ﾄﾗｯｸ審判長 佐藤　吉治
跳躍審判長 米澤　勝
投てき審判長 米澤　勝

【開催日】 2022/9/4 ｽﾀｰﾄ審判長 佐藤　吉治

【主催団体】 北海道陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任 白取　路章
男  子 【競技場】千歳市青葉陸上競技場 招集所審判長 佐藤　吉治

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/ 4 男子  +2.0 石田  正龍(J3) 10.84 舛田  快理(J3) 10.92 西川  飛翔(J3) 11.08 三輪  紘大(J3) 11.10 佐々木  奎弥(J3) 11.23 西村  悠(J3) 11.25 森江 渚早(J3) 11.25 西田  柊斗(J3) 11.80
１００ｍ 浦幌中 MJAC(藻岩中･簾舞中) 伊達中 七飯大中山中 美唄中 千歳富丘中 森江陸上塾 千歳青葉中

 9/ 4 秋田  隼(J3) 36.98 田中  翔喜(J3) 37.11 本柳仁煌(J3) 37.14 吉田  晴斗(J3) 37.79 本間  陽大(J3) 37.84 山本  徠晏(J3) 37.89 齋藤  実都瑠(J3) 37.91 阿部  翼(J3) 38.01
３００ｍ 小樽西陵中 美幌北中 森江陸上塾 新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 旭川AC 札幌あいの里東中 小樽桜町中 滝川江陵中

 9/ 4 齋藤  瑠来(J2) 2:37.45 白土  誠一郎(J3) 2:40.14 吉田  裕心(J2) 2:40.48 山田  和生(J2) 2:40.82 吉田  星(J2) 2:41.23 小山  瞬(J3) 2:41.54 山下 昂輝(J3) 2:41.89 竹田  大悟(J2) 2:46.58
１０００ｍ 湧別中 別海野付中 TONDEN.RC 音更中 札幌上野幌中 R&S 森江陸上塾 札幌西岡中

 9/ 4 前田  拓哉(J3) 8:57.55 大友  悠輝(J3) 9:02.67 吉田  礼(J3) 9:03.06 古都  瑠壱(J3) 9:08.08 安田  塙史(J3) 9:13.13 高橋  講一郎(J2) 9:14.62 増田  優太朗(J1) 9:16.99 村田   伊吹(J2) 9:20.66
３０００ｍ 東神楽中 帯広第一中 東神楽中 網走第二中 音更緑南中 札幌福井野中 美幌北中 旭川神居東中

 9/ 4  +1.6 日隅  陸斗(J3) 14.91 松井  翔汰(H1) 15.71 福井  拓真(J3) 15.73 溝延  亘(J3) 15.91 脇坂  宥伸(J3) 15.99 岩本  龍希(J3) 15.99 佐々木  綸吾(J3) 16.20 石川  新太(J3) 16.53
１１０ｍＨ NASS 函館工業高 札幌北都中 札幌清田中 岩内第一中 清里中 小樽潮見台中 鹿追中

 9/ 4 坂本  唯斗(J2) 1.82 井上  龍雅(J3) 1.79 柴田  遼太郎(J3) 1.79 地主  湧(J3) 1.76 板谷  隼杜(H1) 1.76 原田  大雅(J3) 1.76 坂井  大悟(J3) 1.73 對馬  大良(J3) 1.73
走高跳 札幌栄南中 滝川江陵中 黒松内中 北教大附属函館中 函館中部高 余市東中 北斗浜分中 函館赤川中

 9/ 4 豊原  隆介(J3) 4.10 横山  陽生(H1) 4.10 中田  隼翔(J3) 3.80 秋葉  康成(J3) 3.60 山本  大三郎(J3 網走第一中 3.20 中村  大万(J2) 3.10 武田  唯人(J2) 3.10
棒高跳 北見南中 滝川高 網走第一中 芽室中 伊東  大峨(J3) 千歳勇舞中 千歳勇舞中 札幌新陵中

 9/ 4 後藤  大輔(J3) 6.84(+2.7) 小山  倫汰(J3) 6.40(+0.7) 加藤  遼太(J3) 6.39(+1.1) 高橋  海大(J3) 6.29(+1.1) 植松  俊也(J3) 6.26(+0.4) 西川  飛翔(J3) 6.26(+2.0) 鈴木  遥翔(J3) 6.18(+0.1) 中村  好誠(J3) 5.96(+1.2)
走幅跳 美幌北中 幕別札内中 北見光西中 函館青柳中 旭川光陽中 伊達中 滝川明苑中 札幌札苗北中

 9/ 4 山本  晃世(J3) 13.02(+1.7) 亀谷  彪斗(H1) 12.82(+0.3) 玉手  弾(H1) 12.43(+1.4) 村山  隆之介(H1)12.24(+0.2) 林    乙輝(J3) 11.81(+0.8) 澤田  惺希(J3) 11.71(+0.7) 伊藤  榮音(J3) 11.67(+0.4) 曽根  哲優(H1) 11.25(+0.6)
三段跳 札幌柏中 函館工業高 網走南ｹ丘高 函館工業高 音更緑南中 八雲落部中 北見東陵中 北見商業高

 9/ 4 兼本  洸埜(H1) 14.11 上村  宗仁朗(J3) 13.95 大垣  尊良(J2) 12.81 岩崎  鼓太郎(J3) 12.07 脇坂  理希(J3) 11.87 国本  青空(J3) 11.24 及川  竜弥(J3) 10.94 井崎  碧衣(J3) 10.83
砲丸投 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 釧路共栄中 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 北見北光中 清水中 岩内第一中 八雲落部中 音更下音更中

 9/ 4 兼本  洸埜(H1) 40.73 畠山  幸己(H1) 39.84 大垣  尊良(J2) 38.25 伊藤  柊優(J3) 34.38 舟津  壮真(H1) 33.87 池田  徠暉(J3) 32.08 脇坂  理希(J3) 30.60 国本  青空(J3) 27.06
円盤投 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 札幌琴似工業高 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 北星大附属高 札幌手稲中 清水中 岩内第一中

 9/ 4 熊岡  正悟(J3) 55.51 尾形  諒介(J3) 52.50 廣橋  謙吾(J3) 49.84 湯藤  憧也(J3) 46.84 余湖  結斗(J3) 46.13 前田  柚樹(J1) 45.32 梅田  彪牙(J2) 43.86 平野    蒼(J2) 43.45
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 北広島東部中 八雲熊石中 白糠中 美唄中 八雲熊石中 美幌北中 美幌北中 MJAC(藻岩中･簾舞中)

 9/ 4  +2.1 石田  正龍(J3) 16.38 舛田  快理(J3) 16.48 西村  悠(J3) 16.77 佐々木  奎弥(J3) 17.10 中村  智紀(J3) 17.45 榎本  恵梧(J2) 17.52
150m 浦幌中 MJAC(藻岩中･簾舞中) 千歳富丘中 美唄中 むかわ穂別中 千歳富丘中

 9/ 4 男子中1  +1.2 宮本  哲朗(J1) 11.89 金沢  武琉(J1) 12.03 長谷部    豊(J1) 12.03 野代  琉生(J1) 12.18 加藤  瑛太(J1) 12.21 安井  一晴(J1) 12.34 髙橋  蓮(J1) 12.40 槇本  詠(J1) 12.40
１００ｍ 帯広第一中 札幌向陵中 NASS 幕別札内中 SJAC 北見東陵中 栗山中 札幌西野中

 9/ 4 増田  優太朗(J1) 4:25.38 泉  圭輔(J1) 4:26.49 重成  來翔(J1) 4:32.78 曽田  怜輝(J1) 4:37.88 篠田  恵太(J1) 4:40.35 澤山  礼慈(J1) 4:41.64 高橋  丈琉(J1) 4:43.81 小西  温葵(J1) 4:43.87
１５００ｍ 美幌北中 旭川神居東中 恵庭中 TONDEN.RC 清里中 足寄中 足寄中 岩見沢光陵中

 9/ 4  +1.4 片石  拓光(J1) 14.83 鈴木  冬汰(J1) 15.40 髙橋  隆貴(J1) 15.45 北見  歩夢(J1) 15.53 佐々木  秀虎(J1) 16.08 阿部  隼己(J1) 16.64 渡辺  篤希(J1) 16.64 河野　　葵(J1) 17.03
１００ｍＨ 函館CRS 岩見沢光陵中 札幌平岸中 函館桔梗中 函館桔梗中 札幌前田中 北海道ﾊｲﾃｸACA 北海道･本別中

 9/ 4 工藤  龍祈(J1) 12.19 赤崎  蓮(J1) 10.38 川崎　綾平(J1) 9.92 藤本  大豪(J1) 9.43 三好  右真(J1) 9.20 小川  侑真(J1) 9.08 前田  托海(J1) 8.54 政所  絢地(J1) 8.45
砲丸投 北見東陵中 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞ 北海道･本別中 札幌北陽中 札幌真駒内中 芽室中 網走第一中 滝川明苑中

 9/ 4 男子中1･2年  +2.6 渋谷  希羽紗(J2) 15.17 五十嵐  爽太(J2) 16.09 佐々木  郁哉(J2) 16.56 竹林  佑真(J2) 17.06 向井  清流(J2) 17.15 山本  廉(J2) 17.44 小川　祥生(J2) 17.54 今泉  陸(J2) 17.63
１１０ｍＨ 函館CRS 札幌もみじ台中 函館CRS 札幌栄南中 札幌栄中 北広島東部中 北海道･本別中 岩内第一中

 9/ 4 男子中2  +1.9 渋谷  希羽紗(J2) 11.51 榎本  恵梧(J2) 11.54 今野  陽翔(J2) 11.56 斉藤  隼哉(J2) 11.60 鹿戸  強成(J2) 11.64 宗田  璃空(J2) 11.67 中谷  瑠壱(J2) 11.77 鈴木  康介(J2) 11.79
１００ｍ 函館CRS 千歳富丘中 帯広川西中 札幌柏丘中 SJAC 帯広南町中 函館CRS 札幌平岡中


