
ト ラ ッ ク 審 判 長 万年　和紀

ス タ ー ト 審 判 長 中谷　隆史

跳 躍 審 判 長 髙橋　巧

日付 種目

天城　陽太(3) 10.81 赤神　有哉(3) 10.92 林　翔矢(2) 10.99 本所　蓮治(2) 11.02 安田　凌眞(2) 11.06 山本　悠人(3) 11.07 高瀬　悠麻(3) 11.14 山口　健秀(3) 11.14
北海道栄 札幌北陵 恵庭南 北海道栄 北海 函館工 立命館慶祥 苫小牧工
森　周志(2) 21.87 本所　蓮治(2) 22.00 赤神　有哉(3) 22.04 高瀬　悠麻(3) 22.20 時野　哲至(3) 22.20 大西　真之助(3) 22.22 山口　龍(3) 22.27 長野　超(1) 22.27
北海道栄 北海道栄 札幌北陵 立命館慶祥 立命館慶祥 東海大札幌 北見北斗 立命館慶祥
森　周志(2) 48.29 泉　遥斗(2) 48.75 枝川　岳史(3) 49.22 諸岡　佑哉(3) 49.44 増川　來伽(3) 49.45 梅内　僚多郎(3) 49.67 上村　海人(3) 49.71 横山　幹弥(3) 1:00.73
北海道栄 滝川西 札幌北 北海道栄 北海道栄 北海 室蘭栄 市立札幌開成
諸岡　佑哉(3) 1:54.82 中村　彪悟(3) 1:55.82 山下　郁弥(3) 1:56.42 菊地　光太郎(3) 1:56.63 石川　敬人(3) 1:56.99 室井　華音(3) 1:57.66 佐藤　諒(2) 2:00.80 長谷川　冬磨(2) 2:05.12

北海道栄 江差 北見工 札幌南 函館中部 旭川大学 名寄 函館工
石田　光輝(3) 3:57.64 金橋　佳佑(3) 3:58.41 ローレンス　グレ(3) 3:59.87 長田　駿佑(3) 4:02.06 白戸　真大(3) 4:07.19 松﨑　稜弥(3) 4:08.17 富田　理大(3) 4:08.70 中島　駿佑(2) 4:11.36
札幌山の手 札幌山の手 札幌山の手 東海大札幌 札幌日大 帯広農 登別明日 滝川西
金橋　佳佑(3) 14:24.07 ローレンス　グレ(3) 14:33.59 齋藤　晃太(3) 14:50.77 長田　駿佑(3) 14:53.69 藤木　宏太(3) 14:54.91 杉本　龍陽(2) 14:59.93 多田　奏太(1) 15:04.32 藤村　燦太(2) 15:12.06
札幌山の手 札幌山の手 札幌日大 東海大札幌 北海道栄 札幌日大 札幌山の手 東海大札幌
出口　将也(2) 15.16 野際　一矢(3) 15.32 小島　龍大(2) 15.38 田村　一稀(3) 15.43 内藤　志音(3) 15.45 ボンド　レオ将(1) 15.63 丸次　悠太(3) 15.64 窪田　亘助(3) 18.38
北海 札幌第一 旭川北 札幌北陵 小樽潮陵 立命館慶祥 白樺学園 釧路江南
小野寺　将太(3) 52.17 田邊　ジョー(3) 53.31 林　京汰(3) 53.57 札内　航(2) 53.71 松田　悠馬(3) 54.11 中村　大晟(3) 54.21 佐藤　駆(3) 54.25 水口　海(1) 57.21
旭川大学 GR 立命館慶祥 旭川東 函館中部 江差 武修館 常呂 立命館慶祥

石田　光輝(3) 9:13.49 齋藤　晃太(3) 9:25.35 杉本　龍陽(2) 9:26.07 村上　航大(2) 9:26.68 宮内　明人(3) 9:29.74 野呂田　礼行(3) 9:31.04 半澤　悠葵(2) 9:38.14 大沼　和樹(3) 9:43.08
札幌山の手 GR 札幌日大 札幌日大 札幌山の手 札幌山の手 網走南ケ丘 函館工 北海道栄
菊地　涼介(3) 22:15.67 熊田　龍乃介(2) 23:31.05 宇野　幸希(3) 23:31.69 小野　光輝(1) 23:57.57 髙橋　柊平(2) 24:22.89 沼田　響輝(3) 24:33.12 伊藤　誠生(3) 25:03.72 浜田　錬(3) 25:20.07
札幌山の手 GR 札幌南 札幌南 富良野 北見北斗 北海道栄 札幌東 北海道栄
北海道栄 41.16 立命館慶祥 41.35 東海大札幌 41.67 滝川西 42.54 恵庭南 42.54 函大付有斗 42.59 旭川大学 42.67 帯広農 42.71
中谷　駿(2) 時野　哲至(3) 鬼塚　広明(2) 瀬戸　夢大(2) 伊藤　駿(1) 山田　翔大(1) 田中　崚(2) 玉置　真希斗(3)
本所　蓮治(2) 嶋　隆成(2) 大西　真之助(3) 平松　翔太(3) 石谷　晃己(2) 小山　裕生(1) 三宅　樹(3) 櫻井　晴輝(3)
天城　陽太(3) 高瀬　悠麻(3) 山村　唯人(3) 泉　遥斗(2) 梅田　優斗(3) 山田　大地(3) 平山　誠之助(2) 水谷　忍(2)

森　周志(2) 長野　超(1) 越田　純一郎(2) 瀧　亮人(3) 林　翔矢(2) 風林　陸翔(2) 成田　開也(3) 鳴海　真也(3)
北海道栄 3:16.50 北海 3:17.89 江別 3:19.34 立命館慶祥 3:19.97 滝川西 3:20.14 帯広農 3:22.07 函館中部 3:22.12 札幌南 3:22.82
嶋　俊裕(2) 安田　凌眞(2) 菅原　大暁(3) 高瀬　悠麻(3) 平松　翔太(3) 坂原　颯太(3) 札内　航(2) 原　隆一郎(3)
諸岡　佑哉(3) 大橋　泰輝(2) 吉谷　亮祐(3) 嶋　隆成(2) 瀬戸　夢大(2) 渡部　星哉(2) 石川　敬人(3) 谷口　優(3)
増川　來伽(3) 梅内　僚多郎(3) 熊谷　健介(2) 水口　海(1) 居林　翼(3) 櫻井　晴輝(3) 巖　翔真(2) 西野　貴宏(3)
森　周志(2) 藤村　恒平(3) 田頭　蓮(3) 時野　哲至(3) 泉　遥斗(2) 鳴海　真也(3) 畑沢　星臣(2) 菊地　光太郎(3)
寺井　悠真(3) 1m97 蛯澤　快斗(1) 1m97 岩本　崚(3) 1m94 星　輝斗(3) 1m94 中村　陵太(2) 1m91 山田　惟人(3) 1m91 梅内　僚多郎(3) 1m88 谷藤　翼(3) 1m85
帯広柏葉 立命館慶祥 札幌西 江陵 恵庭南 函館中部 北海 札幌稲雲

前田　昂佑(2) 1m85

恵庭南
原　啓太(2) 1m85
小樽潮陵
川崎　航生(3) 1m85
釧路北陽

吉野　仁(3) 4m40 西久保　聖人(3) 4m30 玉置　大介(1) 4m30 廣瀨　慧来(1) 4m30 佐々木　理(2) 4m20 近藤　崇仁(1) 4m20 石井　拓郎(3) 4m10 福田　峻平(3) 4m00
札幌南 帯広大谷 札幌南 網走南ケ丘 札幌東商 大麻 網走桂陽 網走南ケ丘
村上　霞茉(3) 7m05(+0.7) 吉田　耕平(3) 6m99(+2.9) 三宅　樹(3) 6m94(+2.2) 菅井　慧(2) 6m94(+0.6) 石川　空(2) 6m91(+2.4) 水谷　忍(2) 6m82(+2.4) 桑原　琉弥(3) 6m79(+3.0) 宮下　凌介(2) 6m73(+1.7)
霧多布 立命館慶祥 公認6m80(+1.2) 旭川大学 公認記録なし 函大付有斗 室蘭工 公認6m84(+1.0) 帯広農 公認6m46(+0.9) 砂川 公認6m65(+1.4) 東海大札幌

玉置　真希斗(3) 14m68(-0.2) 岸本　涼汰(3) 14m27(-0.8) 吉田　耕平(3) 14m15(+0.7) 水谷　忍(2) 13m87(+1.1) 中里　光孝(2) 13m64(+0.4) 鈴木　大介(3) 13m59(-0.6) 糸田　真人(3) 13m57(+0.5) 大原　圭登(3) 13m51(0.0)
帯広農 札幌新陽 立命館慶祥 帯広農 旭川北 士別翔雲 北海道栄 札幌北陵
加地　優太(3) 14m68 藤村　龍太(3) 13m72 長谷川　圭亮(3) 13m48 大畝　悠介(2) 13m24 池本　喜(3) 13m09 竹中　一晃(3) 13m09 田島　佳汰(3) 12m97 玉置　真冴斗(1) 12m53
岩見沢緑陵 静内 恵庭南 函館工 札幌第一 池田 音更 帯広農
藤村　龍太(3) 40m68 竹中　一晃(3) 40m01 真野　獎太(3) 38m84 大平　宗太朗(3) 38m24 椎野　智也(3) 37m64 塚本　健太(3) 36m98 吉澤　優作(3) 36m50 藤本　涼(3) 36m23
静内 池田 帯広農 帯広農 釧路江南 札幌北 深川西 北広島西
玉田　統和(3) 51m80 高橋　由也(3) 51m12 大内　宣幸(3) 51m09 辻　磨志郎(3) 45m84 鈴木　雄大(2) 45m68 日髙　哲太(3) 44m64 田中　陸(3) 44m30 佐藤　航(3) 44m23
札幌新陽 鹿追 帯広農 北広島西 釧路江南 江別 釧路江南 標津

野辺地　敏希(2) 57m19 木村　朱里(3) 57m10 岡本　幸久(3) 56m39 片川　志遠(3) 55m76 大石　千馬(3) 53m82 大西　由悟(2) 52m40 加藤　鴻次郎(3) 52m14 松野　翔(2) 49m37
旭川大学 小樽水産 岩見沢東 雄武 北見北斗 網走南ケ丘 札幌新川 留萌

日向　俊介(3) 5017点 田頭　蓮(3) 4932点 野村　勇太(2) 4738点 高橋　侃志(2) 4599点 緒方　陽也(2) 4389点 林　和樹(3) 4145点 菊地　竜矢(3) 4142点 藤野　竜牙(3) 4125点
札幌国際情報 江別 北広島 札幌国際情報 釧路江南 立命館慶祥 札幌工 富良野

男子総合 北海道栄 80点 札幌山の手 63点 立命館慶祥 58点 帯広農 41点 札幌南 33点 旭川大学 27点 札幌日大 26点 北海 24点
男子トラック 北海道栄 78点 札幌山の手 63点 立命館慶祥 35点 札幌日大 26点 北海 22点 東海大札幌 20点 札幌南 19点 札幌北陵 18点

男子フィールド 帯広農 34点 立命館慶祥 20点 静内/札幌新陽 15点 札幌南/旭川大学 14点 恵庭南 10.25点 池田 10点
凡例  GR:大会記録 HHR:北海道高校記録

対抗得点

12.04(+1.7)-5m36(+2.3)-8m35-55.71 12.01(+0.6)-5m42(-0.4)-8m94-53.53

15.86(-1.8)-35m53-1m81-4:55.54 16.33(-1.8)-47m43-1m65-4:52.84 16.64(-1.8)-37m19-1m81-4:57.28 16.21(-1.8)-32m04-1m75-4:53.02 16.56(-1.8)-26m28-1m70-4:55.75 16.74(-0.8)-19m34-1m60-5:15.23 17.44(-0.8)-38m85-1m55-4:43.60 17.35(-1.8)-38m26-1m60-5:17.86

11.60(+0.6)-6m61(+2.3)-10m78-53.03 11.44(0.0)-5m93(-2.1)-10m07-51.35 11.88(+0.7)-6m31(+0.8)-9m68-53.34 11.76(+1.7)-5m90(+3.4)-9m50-53.61 11.42(0.0)-5m99(+2.8)-7m86-54.19 11.41(+0.6)-5m95(+2.8)-9m30-54.69

6月16日 男子三段跳

6月16日 男子砲丸投

6月15日 男子円盤投

6月13日 男子ハンマー投

6月14日 男子やり投

6月13日 
～14日

高校男子八種競技

6月16日 男子5000mW

6月14日 男子4X100mR

6月16日 男子4X400mR

6月15日 男子走高跳

6月14日 男子棒高跳

6月13日 男子走幅跳

6月15日 男子800m

6月13日 男子1500m

6月15日 男子5000m

6月16日
男子110mH 

風：-2.2

6月15日 男子400mH

6月16日 男子3000mSC

6月13日 男子400m

第70回北海道高等学校陸上競技選手権大会 【17501001】 
花咲スポーツ公園 【012080】 
2017/06/13 ～ 2017/06/16

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月14日
男子100m 
風：-2.5

6月16日
男子200m 
風：-0.5


