
競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

100m 11.01* +1.8* 1 山内　翔馬 旭川緑が丘中 3 中学 道北記録会第4戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200809
100m 11.09* 1.7* 2 工藤　翔大 恵庭中 3 中学 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
100m 11.12* +1.5* 3 丹羽　珀人 旭川東鷹栖中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200829
100m 11.15* +2.0* 4 金沢　世凪 斜里中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
100m 11.19* +0.4* 5 池田　優夢 士別南中 3 中学 第39回道北ジュニア競技会 北海道 士別市陸上競技場 20200801
100m 11.23* +1.5* 6 高士　雄惺 上富良野中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200829
100m 11.24* +1.9* 7 長谷川　佳祐 網走二中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
100m 11.28* -1.1* 8 大崎　仁 妹背牛中 2 中学 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
100m 11.30* +0.3* 9 小川　蒼生 ＮＡＳＳ 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201003
100m 11.33* +1.0* 10 松本　琢夢 芽室中 2 中学 十勝種目別記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201003
100m 11.41* +0.9* 11 永嶺　隼優 八雲落部中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200801
100m 11.45* +0.3* 12 小田　瑠依斗 七飯中 3 中学 道南記録会第3戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829
100m 11.47* +1.9* 13 木村　鴻介 北教大附釧路中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
100m 11.47* +1.6* 13 佐藤　颯祐 遠軽中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技兼釧根秋季記録会第1戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
100m 11.48* +1.9* 15 中村　孝徳 斜里中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
100m 11.48* +1.9* 15 部田　柊生 帯広緑園中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
100m 11.50* 1.7* 17 西藤理人 千歳富丘中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道道央大会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200725
100m 11.50* +0.8* 17 中田　敦 ＮＡＳＳ 3 中学 道南記録会第3戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829
100m 11.54* -0.1* 19 安藤　辿 東神楽中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
100m 11.54* +2.0* 19 別井　一翔 釧路北中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
100m 11.57* +1.5* 21 門脇　遥空 旭川東鷹栖中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200829
100m 11.57* 0.6* 21 竹田　龍一 渡辺陸上クラブ 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
100m 11.58* 1.7* 23 茂庭　爽太朗 札幌伏見中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
100m 11.58* -0.4* 23 岡平　直也 富良野東中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
100m 11.59* +1.2* 25 高野　京弥 斜里中 3 中学 第66回全日本中学生通信陸上競技北海道オホーツク大会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200823
100m 11.59* -1.1* 25 中川　仁 札幌前田中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
100m 11.60* 0.6* 27 高橋　充希 ＳＪＡＣ 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
100m 11.62* +1.5* 28 小林　瑠矢 北斗上磯中 3 中学 第53回道南選手権 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200808
100m 11.62* 1.9* 28 舛田　快理 札幌・ＭＪＡＣ 1 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
100m 11.63* +0.9* 30 中谷　歩夢 北斗大野中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200801
100m 11.63* 1.6* 30 飯坂　颯斗 札幌平岸中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
100m 11.64* -1.1* 32 原　実 札幌柏中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
100m 11.64* +2.0* 32 田辺　峻 北見高栄中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
100m 11.64* +1.6* 32 渡辺　遥斗 北海道ハイテクＡＣアカデミー 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
100m 11.66* +1.6* 35 城石　陸斗 北見小泉中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
100m 11.67* +1.1* 36 大西　颯 巴中 2 中学 第53回道南中学校新人競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829
100m 11.67* -0.4* 36 木元　優汰 小樽西陵中 3 中学 小樽記録会第4戦 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200913
100m 11.69* 1.9* 38 深田　恭平 札幌澄川中 3 中学 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
100m 11.72* +1.8* 39 柳瀬　拓真 上富良野中 3 中学 道北記録会第4戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200809
100m 11.72* +1.4* 39 岡崎　颯 浦河一中 2 中学 第24回苫小牧地方中学校新人競技会 北海道 苫小牧市緑ケ丘公園陸上競技場 20200822
100m 11.72* +1.9* 39 上村　大和 鹿追中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
100m 11.72* +1.6* 39 幸崎　太一 深川中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
100m 11.72* 1.7* 39 高原　陸 安平追分中 3 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
100m 11.73* +1.2* 44 杉村　煌平 七飯大中山中 3 中学 第53回道南選手権 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200808
100m 11.74* +0.9* 45 中瀬　遥 旭川ＡＣ 2 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200829
100m 11.74* 0.6* 45 西田　柊哉 札幌手稲西中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
100m 11.74* -0.4* 45 鹿角　風太 紋別中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
100m 11.74* 0.7* 45 井上　涼雅 札幌琴似中 3 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
100m 11.74* +0.8* 45 下野　那智 幕別札内中 2 中学 十勝種目別記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201003
100m 11.75* +1.5* 50 鶴巻　綸太郎 室蘭桜蘭中 3 中学 第11回斎藤修弥記念競技会 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20200809
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200m 22.38* 1.4* 1 工藤　翔大 北海道ハイテクＡＣアカデミー 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
200m 22.58* +1.5* 2 長谷川　佳祐 網走二中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
200m 22.84* 0.0* 3 山内　翔馬 旭川緑が丘中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
200m 23.03* +0.9* 4 池田　優夢 士別南中 3 中学 第39回道北ジュニア競技会 北海道 士別市陸上競技場 20200802
200m 23.06* +1.6* 5 小田　瑠依斗 七飯中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
200m 23.08* +0.7* 6 中村　孝徳 斜里中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
200m 23.14* +0.7* 7 門脇　遥空 旭川東鷹栖中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
200m 23.19* +0.6* 8 松本　琢夢 芽室中 2 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
200m 23.30* 1.6* 9 深田　恭平 札幌澄川中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
200m 23.32* -1.1* 10 小川　蒼生 ＮＡＳＳ 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
200m 23.46* -0.4* 11 佐藤　颯祐 遠軽中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
200m 23.47* +1.6* 12 中谷　歩夢 北斗大野中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
200m 23.53* -2.1* 13 高士　雄惺 上富良野中 3 中学 道北記録会第3戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200704
200m 23.54* 1.4* 14 浅野　公太 江別大麻中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
200m 23.56* 1.4* 15 竹田　龍一 渡辺陸上ク 3 中学 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
200m 23.56* +0.4* 15 部田　柊生 帯広緑園中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
200m 23.57* 2.0* 17 福村　優大 千歳中 2 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
200m 23.58* -1.2* 18 鶴巻　綸太郎 室蘭桜蘭中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
200m 23.58* 1.2* 18 スコット　リアム音央 札幌啓明中 2 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
200m 23.58* 1.6* 18 高橋　充希 ＳＪＡＣ 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
200m 23.63* -1.4* 21 別井　一翔 釧路北中 3 中学 第47回織田杯・池田杯 釧路新人競技会 北海道 釧路市民陸上競技場 20200829
200m 23.66* -0.5* 22 安藤　辿 東神楽中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200830
200m 23.68* +1.8* 23 白沢　真央 帯広緑園中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200808
200m 23.72* -0.4* 24 東海林　侑久 砂川中 3 中学 第75回空知選手権 北海道 深川市陸上競技場 20200726
200m 23.75* +0.6* 25 川上　純季 士別中 3 中学 第39回道北ジュニア競技会 北海道 士別市陸上競技場 20200802
200m 23.75* -1.2* 25 大西　颯 函館巴中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
200m 23.75* -0.4* 25 渡辺　遥斗 北海道ハイテクＡＣアカデミー 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
200m 23.78* 1.4* 28 木元　優汰 小樽西陵中 3 中学 小樽記録会第1戦 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200718
200m 23.78* 0.6* 28 井上　涼雅 札幌琴似中 3 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
200m 23.81* +1.8* 30 桜井　蒼真 芽室中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200808
200m 23.81* 1.2* 30 飯坂　颯斗 札幌平岸中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
200m 23.82* 0.9* 32 南部　隼 札幌啓明中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
200m 23.82* +0.2* 32 城石　陸斗 北見小泉中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
200m 23.83* +1.7* 34 鹿角　風太 紋別中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
200m 23.84* -0.5* 35 岡平　直也 富良野東中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200830
200m 23.86* +1.5* 36 幸崎　太一 深川中 2 中学 第5回空知記録会 北海道 岩見沢市東山運動公園陸上競技場 20200905
200m 23.87* 1.6* 37 成田　周弥 札幌北白石中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
200m 23.89* -1.4* 38 木元　優汰 小樽後志・小樽西陵中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
200m 23.89* 0.6* 38 喜友名　レイ 札幌福井野中 3 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
200m 23.90* +0.7* 40 太田　真輝 留萌中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
200m 23.93* +0.4* 41 高野　歩来人 東神楽中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
200m 23.94* +1.6* 42 佐藤　駿 伊達中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
200m 23.97* -1.2* 43 池田　琉晟 ＮＡＳＳ 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
200m 24.02* -1.2* 44 永嶺　隼優 八雲落部中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
200m 24.03* +1.8* 45 背古飛悠吾 浦幌中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200808
200m 24.04* 1.2* 46 原　実 札幌柏中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
200m 24.07* -1.4* 47 久保　将春 釧路富原中 3 中学 第47回織田杯・池田杯 釧路新人競技会 北海道 釧路市民陸上競技場 20200829
200m 24.09* +0.6* 48 橋詰　龍星 札幌前田中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
200m 24.10* +0.4* 49 吉田　圭佑 砂川中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
200m 24.13* 1.6* 50 平間　滉 札幌北白石中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

300m 36.04* * 1 福村　優大 千歳中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 37.32* * 2 部田　柊生 帯広緑園中 3 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
300m 37.84* * 3 渡辺　遥斗 北海道ハイテクＡＣ 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 38.77* * 4 成田　周弥 札幌北白石中 3 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 39.02* * 5 鶴巻　綸太郎 室蘭桜蘭中 3 中学 第11回斎藤修弥記念競技会 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20200809
300m 39.72* * 6 平間　滉 札幌北白石中 3 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 39.92* * 7 松岡　佳心 釧路鳥取中 2 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
300m 39.97* * 8 鈴木　諒 千歳勇舞中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 40.38* * 9 桜井　蒼真 芽室中 3 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
300m 40.43* * 10 高橋　淳絆 別海陸少 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
300m 40.53* * 11 畑端　翔也 札幌北白石中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 40.53* * 11 工藤　凛汰郎 TONDEN.RC 1 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 40.55* * 13 浅山　羽琥 室蘭桜蘭中 2 中学 第74回室蘭市民体育大会記録会 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20201010
300m 40.56* -4.1* 14 石原　遥翔 網走四中 2 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201018
300m 40.57* * 15 安藤　正修 札幌光陽中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 40.64* -4.1* 16 斎藤　柊吾 網走三中 2 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201018
300m 40.65* * 17 菊地　珀亜 釧路富原中 2 中学 釧根秋季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
300m 40.79* * 18 中越　歩 釧路鳥取中 2 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
300m 40.83* * 19 佐久間　悠 札幌真栄中 2 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
300m 40.88* * 20 平沢　岬季 釧路富原中 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
300m 40.96* * 21 三上　晃弥 釧路鳥取中 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
300m 40.99* * 22 根上　剣斗 札幌大谷中 3 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 41.04* * 23 星　伶音 釧路富原中 2 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
300m 41.09* * 24 佐々木大和 室蘭西中 2 中学 第74回室蘭市民体育大会記録会 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20201010
300m 41.10* * 25 佐藤　蓮 本室蘭中 2 中学 第74回室蘭市民体育大会記録会 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20201010
300m 41.14* * 26 久保田　祭 札幌あいの里東中 3 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
300m 41.19* * 27 米田　彩人 ＳＪＡＣ 3 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 41.45* * 28 石黒　葉 札幌星置中 2 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
300m 41.50* * 29 横山　晴紀 幕別札内中 3 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
300m 41.65* * 30 森江　渚早 札幌真栄中 1 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
300m 41.69* * 31 千葉　陽向 幕別札内中 3 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

400m 51.04* * 1 福村　優大 千歳中 2 中学 全国中学生競技会 神奈川 横浜国際総合競技場 20201018
400m 51.54* * 2 谷口　諒空 剣渕中 3 中学 第75回道北選手権 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200913
400m 52.10* * 3 宮沢　朝凪 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
400m 52.25* * 4 東海林　侑久 砂川中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
400m 52.43* * 5 鶴巻　綸太郎 室蘭桜蘭中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
400m 53.08* * 6 深田　恭平 札幌澄川中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
400m 53.21* * 7 背古飛悠吾 浦幌中 3 中学 十勝春季サーキット陸上競技第3戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200822
400m 53.24* * 8 スコット　リアム音央 札幌啓明中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
400m 53.28* * 9 上妻　桜太 帯広南町中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
400m 53.40* * 10 下野　那智 幕別札内中 2 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
400m 53.52* * 11 伊藤　丈留 札幌北都中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
400m 53.65* * 12 渋谷優治朗 北広島東部中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
400m 53.65* * 12 相沢　奏人 帯広西陵中 3 中学 十勝種目別記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201003
400m 53.76* * 14 桜井　蒼真 芽室中 3 中学 十勝種目別記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201003
400m 53.78* * 15 大西　颯 巴中 2 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201003
400m 53.81* * 16 佐藤　佑真 釧路北中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
400m 53.89* * 17 伊藤　悠真 札幌北都中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
400m 54.12* * 18 池田　琉晟 ＮＡＳＳ 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
400m 54.20* * 19 川上　純季 士別中 3 中学 道北記録会第3戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200704
400m 54.22* * 20 幸崎　太一 深川中 2 中学 第11回北育ち元気村深川オープン競技会 北海道 深川市陸上競技場 20200808
400m 54.23* * 21 石森　慶太 札幌北陽中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
400m 54.27* * 22 谷口　颯舶 旭川永山中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
400m 54.39* * 23 成田　周弥 札幌北白石中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
400m 54.45* * 24 古屋　偉歩基 遠軽中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
400m 54.61* * 25 三好　慶悟 清水中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
400m 54.74* * 26 工藤　春 足寄中 3 中学 十勝サーキット第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200719
400m 54.75* * 27 中田　敦 ＮＡｓｓ 3 中学 道南記録会第2戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200726
400m 54.77* * 28 巳扇　聖也 七飯中 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201003
400m 54.82* * 29 田中　翔矢 室蘭桜蘭中 2 中学 室蘭地方記録会3戦 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20201017
400m 54.85* * 30 藤田　蓮 伊達中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
400m 54.88* * 31 青山　昇瑛 函館桔梗中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
400m 54.98* * 32 桂田　颯斗 釧路春採中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
400m 55.03* * 33 東海林　昂 札幌栄中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
400m 55.20* * 34 向井　和玖 旭川広陵中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200829
400m 55.28* * 35 向井　和玖 旭川広陵中 3 中学 道北記録会第3戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200704
400m 55.29* * 36 疋田　侑 函館桔梗中 3 中学 道南記録会第3戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829
400m 55.34* * 37 茂古沼大暉 帯広八中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
400m 55.46* * 38 松岡　佳心 釧路鳥取中 2 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
400m 55.53* * 39 中村　駿太郎 札幌柏中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
400m 55.55* * 40 竹村　璃玖 北見常呂中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200913
400m 55.58* * 41 田中　謙伸 江別第一中 2 中学 第27回石狩管内中学校新人競技会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
400m 55.63* * 42 篠原　怜士 紋別中 3 中学 第66回全日本中学生通信陸上競技北海道オホーツク大会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200823
400m 55.66* * 43 鈴木　太智 札幌篠路中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
400m 55.69* * 44 久保　将春 釧路富原中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
400m 55.75* * 45 館山　正真 函館湯川中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
400m 55.78* * 46 菊地　珀亜 釧路富原中 2 中学 釧根秋季記録会第3戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201024
400m 55.93* * 47 永谷　陸人 浜中霧多布中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
400m 55.95* * 48 山本　一晴 音更中 3 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
400m 55.99* * 49 中川　成弥 七飯大中山中 3 中学 道南記録会第3戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829
400m 56.00* * 50 巽　勇太朗 函館潮光中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

800m 1.57.08* * 1 宮沢　朝凪 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 全国中学生競技会 神奈川 横浜国際総合競技場 20201016
800m 1.57.49* * 2 佐藤　遥斗 厚真中 3 中学 全国中学生競技会 神奈川 横浜国際総合競技場 20201016
800m 1.59.44* * 3 沢村　昇利 札幌あいの里東中 3 中学 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
800m 2.02.80* * 4 谷口　諒空 剣渕中 3 中学 第75回道北選手権 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200913
800m 2.02.97* * 5 槙　航太郎 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200913
800m 2.03.36* * 6 田森　大貴 札幌山鼻中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
800m 2.04.75* * 7 佐々木　愛斗 士別中 3 中学 道北記録会第4戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200809
800m 2.06.00* * 8 相沢　奏人 帯広西陵中 3 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
800m 2.06.13* * 9 工藤　春 足寄中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
800m 2.06.27* * 10 西村翔琉 江別中央中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
800m 2.06.33* * 11 中村　健吾 帯広翔陽中 2 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
800m 2.06.58* * 12 山本　一晴 音更中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
800m 2.06.59* * 13 鼻野木　悠翔 札幌北白石中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
800m 2.06.84* * 14 福村　優大 千歳中 2 中学 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
800m 2.07.04* * 15 茂古沼大暉 帯広八中 3 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
800m 2.07.31* * 16 疋田　侑 函館桔梗中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
800m 2.08.14* * 17 小野寺　哩一 旭川永山中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
800m 2.08.58* * 18 須長　柊太 紋別中 3 中学 第66回全日本中学生通信陸上競技北海道オホーツク大会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200823
800m 2.08.87* * 19 向井　和玖 旭川広陵中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
800m 2.08.87* * 19 横内　駿 帯広西陵中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
800m 2.09.08* * 21 向井　和玖 旭川広陵中 3 中学 道北記録会第3戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200704
800m 2.09.47* * 22 菊山　蒼太 帯広南町中 3 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
800m 2.09.50* * 23 古屋　偉歩基 遠軽中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
800m 2.09.70* * 24 朝妻　一輝 札幌真駒内中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
800m 2.09.94* * 25 山崎達誉士 釧路富原中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
800m 2.10.04* * 26 佐藤　朝埜 音更緑南中 2 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
800m 2.10.50* * 27 佐久間大和 函館桔梗中 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
800m 2.10.59* * 28 安村　幸汰 帯広翔陽中 3 中学 十勝春季サーキット陸上競技第3戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200822
800m 2.11.06* * 29 中川　成弥 七飯大中山中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200802
800m 2.11.38* * 30 及川　慧晟 釧路北中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
800m 2.11.89* * 31 末吉　頼斗 千歳中 2 中学 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
800m 2.11.90* * 32 田中　悠雅 札幌屯田北中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
800m 2.12.05* * 33 柴田　創 札幌あいの里東中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
800m 2.12.09* * 34 斎藤　佑季 北広島東部中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
800m 2.12.28* * 35 石川　翔大 音更緑南中 2 中学 第62回全十勝中学新人競技会 北海道 帯広の森陸上競技場 20200830
800m 2.12.32* * 36 佐々木　大樹 下音更中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
800m 2.12.41* * 37 鈴木　遥斗 留萌中 1 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
800m 2.12.54* * 38 片岡　泰一 大樹中 2 中学 十勝サーキット第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200724
800m 2.12.67* * 39 田川　雄斗 札幌啓明中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
800m 2.12.73* * 40 高橋　桔平 美幌北中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
800m 2.12.87* * 41 上村　将 美唄中 3 中学 第11回北育ち元気村深川オープン競技会 北海道 深川市陸上競技場 20200808
800m 2.12.97* * 42 三上　雄輝 留萌中 1 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
800m 2.12.98* * 43 佐々木　誠治 札幌北陽中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200823
800m 2.13.33* * 44 成ケ沢　拓斗 北見高栄中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
800m 2.13.55* * 45 五十嵐　歩武 中頓別中 2 中学 第75回道北選手権 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200913
800m 2.13.70* * 46 渡辺　宝 札幌澄川中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
800m 2.13.83* * 47 中川　優 札幌青葉中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
800m 2.14.01* * 48 高橋　翔琉 旭川永山中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道北会場 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200712
800m 2.14.01* * 48 田中　悠雅 Ｒｕｎ＆Ｓｔｕｄｙ 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
800m 2.14.02* * 50 河村　燿世 士幌町中央中 3 中学 十勝サーキット第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200724
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1000m 2.43.79* * 1 末吉　頼斗 千歳中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
1000m 2.50.58* * 2 佐々木朱里 下音更中 3 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 2.51.30* * 3 乾　渉大 大樹中 3 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 2.53.77* * 4 藤田　悠聖 帯広二中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 2.54.35* * 5 平田　直志 釧路富原中 2 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
1000m 2.54.67* * 6 石川　翔大 音更緑南中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 2.54.85* * 7 相沢　奏人 帯広西陵中 3 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 2.57.48* * 8 片岡　泰一 大樹中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 2.58.78* * 9 畑谷　悠樹 斜里知床ウトロ学校高 2 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201017
1000m 2.58.86* * 10 村井　　一輝 下音更中 3 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 3.00.06* * 11 安達　勇人 帯広南町中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 3.00.09* * 12 芹沢　希夢 札幌発寒中 2 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
1000m 3.00.32* * 13 重成　孝太 美幌ＲＣ 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
1000m 3.00.59* * 14 福士　北斗 札幌真栄中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
1000m 3.01.26* * 15 中村　一翔 芽室中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 3.01.52* * 16 高橋　孔晴 幕別札内中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 3.01.96* * 17 平沢　岬季 釧路富原中 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
1000m 3.02.18* * 18 根上　剣斗 札幌大谷中 3 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
1000m 3.02.27* * 19 永島　拓実 札幌星置中 2 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
1000m 3.02.39* * 20 斎藤　佑季 北広島東部中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
1000m 3.03.51* * 21 岩田　吏留 千歳勇舞中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
1000m 3.03.93* * 22 谷垣　恭平 幕別札内中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 3.04.19* * 23 松橋優次郎 下音更中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 3.04.47* * 24 中村　有吾 幕別札内中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
1000m 3.05.23* * 25 小林　湊人 札幌向陵中 2 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
1000m 3.07.48* * 26 田中　聡之 札幌琴似中 2 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
1000m 3.08.32* * 27 中村　颯 札幌発寒中 2 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
1000m 3.08.62* * 28 大河内　貫志 士別中 3 中学 士別記録会第3戦 北海道 士別市陸上競技場 20200913
1000m 3.08.65* * 29 椋平　大幹 札幌向陵中 1 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
1000m 3.08.93* * 30 清川　翔栄 帯広西陵中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
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1500m 4.04.85* * 1 関　雄也 音更緑南中 3 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
1500m 4.07.12* * 2 佐藤　広人 北教大附釧路中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
1500m 4.10.35* * 3 宮沢　朝凪 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
1500m 4.10.95* * 4 槙　航太郎 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
1500m 4.15.48* * 5 沢村　昇利 札幌あいの里東中 3 中学 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
1500m 4.15.90* * 6 黒川　遥斗 士別中 3 中学 第75回道北選手権 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200913
1500m 4.16.13* * 7 五十嵐　拓美 札幌西岡中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
1500m 4.17.10* * 8 秋元　斡 札幌篠路中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
1500m 4.17.11* * 9 浜野　捷多 千代台スクール 3 中学 道南記録会第3戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829
1500m 4.17.17* * 10 鼻野木　悠翔 札幌北白石中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
1500m 4.19.66* * 11 雪田　圭将 札幌前田中 2 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
1500m 4.19.75* * 12 田森　大貴 札幌山鼻中 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
1500m 4.20.73* * 13 大橋　史空 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
1500m 4.21.16* * 14 岩村　楓樹 旭川神居東中 2 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
1500m 4.21.91* * 15 佐々木朱里 下音更中 3 中学 十勝種目別記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201003
1500m 4.22.08* * 16 佐々木　愛斗 士別中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200829
1500m 4.22.71* * 17 鴈田　陽斗 東神楽中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200829
1500m 4.23.29* * 18 福井　陽仁 七飯中 3 中学 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
1500m 4.23.30* * 19 村井　　一輝 下音更中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
1500m 4.23.52* * 20 片野　陽太郎 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
1500m 4.23.70* * 21 大橋　史空 札幌八軒東中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200823
1500m 4.24.03* * 22 石井　克典 帯広四中 2 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
1500m 4.24.46* * 23 藤田　圭悟 帯広五中 2 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
1500m 4.24.96* * 24 中川　成弥 七飯大中山中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
1500m 4.25.97* * 25 末吉　頼斗 千歳中 2 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
1500m 4.27.08* * 26 森　翔哉 美幌北中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
1500m 4.28.05* * 27 須長　柊太 紋別中 3 中学 オホーツク陸協記録会第4戦 北海道 北見市東陵公園陸上競技場 20200809
1500m 4.28.28* * 28 松井　遥来 江別中央中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
1500m 4.28.40* * 29 鈴木　将矢 遠軽中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
1500m 4.28.79* * 30 松本　聖也 美幌中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
1500m 4.29.42* * 31 片岡　泰一 大樹中 2 中学 第62回全十勝中学新人競技会 北海道 帯広の森陸上競技場 20200829
1500m 4.29.61* * 32 佐久間大和 函館桔梗中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
1500m 4.29.61* * 33 竹中　友規 網走三中 2 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200919
1500m 4.29.84* * 34 大杉　亮太朗 上富良野中 3 中学 道北記録会第3戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200704
1500m 4.30.48* * 35 原田　健光 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
1500m 4.30.55* * 36 森　響輝 留寿都中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
1500m 4.30.84* * 37 佐藤　朝埜 音更緑南中 2 中学 十勝種目別記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201003
1500m 4.31.13* * 38 吹越　秀翔 登別西陵中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
1500m 4.31.62* * 39 茂古沼大暉 帯広八中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
1500m 4.32.51* * 40 成ケ沢　拓斗 北見高栄中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
1500m 4.32.83* * 41 堀井　馨 札幌星置中 3 中学 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
1500m 4.33.02* * 42 平田　直志 釧路富原中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
1500m 4.33.08* * 43 安村　幸汰 帯広翔陽中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
1500m 4.33.86* * 44 藤田　悠聖 帯広二中 2 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
1500m 4.34.00* * 45 小山　瞬 Ｒ＆Ｓ 1 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
1500m 4.34.04* * 46 桑原　祐希 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
1500m 4.34.17* * 47 後藤　隆乃介 登別明日中 1 中学 第24回室蘭地方選手権 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20201004
1500m 4.34.21* * 48 野崎　瑛友 札幌栄中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200823
1500m 4.34.48* * 49 石川　翔大 音更緑南中 2 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
1500m 4.34.95* * 50 外舘　　応院 北教大附函館中 2 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200801



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

2000m 5.55.57* * 1 佐藤　広人 北教大附釧路中 3 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.09.14* * 2 大橋　史空 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.09.75* * 3 竹中　友規 網走三中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.10.81* * 4 朝井　風牙 白糠庶路学園中 3 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.11.71* * 5 藤田　圭悟 帯広五中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.12.11* * 6 石井　克典 帯広四中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.13.29* * 7 鈴木　将矢 遠軽中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.13.39* * 8 雪田　圭将 札幌前田中 2 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
2000m 6.17.67* * 9 荒関　大翔 京極中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.19.40* * 10 坂野　優心 札幌前田中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.20.74* * 11 猪子　虎 札幌北陽中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.23.96* * 12 迫田　和磨 釧路鳥取中 3 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.24.72* * 13 原田　健光 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.25.29* * 14 佐藤　暖斗 釧路富原中 3 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.27.43* * 15 平本　路育 白糠中 3 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.28.00* * 16 真野　光琉 北教大附釧路中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.28.74* * 17 石川　竜太郎 美幌北中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.29.63* * 18 佐藤　朝埜 音更緑南中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
2000m 6.30.45* * 19 橋本　哲 美幌中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.33.25* * 20 小川総太郎 釧路富原中 3 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.33.36* * 21 大友　　悠輝 帯広一中 1 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
2000m 6.36.02* * 22 柴田　創 札幌あいの里東中 3 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
2000m 6.36.73* * 23 古垣　翔冴 士別中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.37.08* * 24 井上　蓮 浜中霧多布中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.40.94* * 25 山崎達誉士 釧路富原中 3 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.41.47* * 26 川上　将和 岩見沢光陵中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.42.51* * 27 渡辺　開生 白糠中 1 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
2000m 6.43.08* * 28 大野　樹生 音更緑南中 2 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
2000m 6.43.25* * 29 安田　　塙史 音更緑南中 1 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
2000m 6.44.45* * 30 林　　　　柚杏 帯広一中 1 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
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3000m 8.50.15* * 1 関　雄也 音更緑南中 3 中学 十勝種目別記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201003
3000m 8.53.42* * 2 鼻野木　悠翔 札幌北白石中 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.02.23* * 3 浜野　捷多 千代台スクール 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.03.34* * 4 佐藤　広人 北教大附釧路中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
3000m 9.08.68* * 5 福井　陽仁 七飯中 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.13.80* * 6 槙　航太郎 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.15.71* * 7 黒川　遥斗 士別中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200830
3000m 9.17.77* * 8 鴈田　陽斗 東神楽中 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.17.89* * 9 遠藤　優太 東神楽中 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.18.58* * 10 米本　海斗 滝川高中 2 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
3000m 9.21.08* * 11 森　翔哉 美幌北中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
3000m 9.23.75* * 12 雪田　圭将 札幌前田中 2 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.23.99* * 13 竹中　友規 網走三中 2 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
3000m 9.25.85* * 14 五十嵐　拓美 札幌西岡中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
3000m 9.27.23* * 15 岩村　楓樹 旭川神居東中 2 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.27.53* * 16 大橋　史空 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 2 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
3000m 9.28.02* * 17 佐々木朱里 下音更中 3 中学 十勝春季サーキット陸上競技第3戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200822
3000m 9.28.36* * 18 大杉　亮太朗 上富良野中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200830
3000m 9.31.69* * 19 堀井　馨 札幌星置中 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
3000m 9.34.42* * 20 松井　遥来 江別中央中 2 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
3000m 9.35.78* * 21 朝井　風牙 白糠庶路学園中 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
3000m 9.35.79* * 22 末吉　頼斗 千歳中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
3000m 9.37.67* * 23 坂井　聡 東神楽中 2 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
3000m 9.37.89* * 24 佐々木　愛斗 士別中 3 中学 士別記録会第3戦 北海道 士別市陸上競技場 20200913
3000m 9.38.89* * 25 藤田　圭悟 帯広五中 2 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
3000m 9.39.81* * 26 吉田　礼 東神楽中 1 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
3000m 9.39.92* * 27 村井　　一輝 下音更中 3 中学 十勝春季サーキット陸上競技第3戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200822
3000m 9.40.60* * 28 鈴木　将矢 遠軽中 2 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200920
3000m 9.41.40* * 29 城田　健悟 札幌北陽中 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.42.52* * 30 秋元　斡 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
3000m 9.43.60* * 31 松本　聖也 美幌中 2 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200920
3000m 9.44.09* * 32 乾　渉大 大樹中 3 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
3000m 9.44.47* * 33 片岡　泰一 大樹中 2 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
3000m 9.44.61* * 34 猪子　虎 札幌北陽中 2 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
3000m 9.44.98* * 35 石川　翔大 音更緑南中 2 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
3000m 9.45.20* * 36 岩波　陽斗 札幌澄川中 3 中学 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
3000m 9.45.36* * 37 石井　克典 帯広四中 2 中学 第38回全十勝中学校新人競技会 北海道 帯広の森陸上競技場 20200830
3000m 9.45.57* * 38 加藤　哲太 帯広緑園中 3 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
3000m 9.46.01* * 39 ？？田　礼 東神楽中 1 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.46.01* * 39 橋本　龍太朗 ちばりよ～ＲＣ 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
3000m 9.47.05* * 41 大友　　悠輝 帯広一中 1 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
3000m 9.47.20* * 42 古都　　瑠壱 網走二中 1 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200920
3000m 9.47.24* * 43 中川　成弥 七飯大中山中 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
3000m 9.47.26* * 44 片野　陽太郎 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
3000m 9.47.47* * 45 佐藤　朝埜 音更緑南中 2 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
3000m 9.47.55* * 46 広波　琉海 東神楽中 3 中学 ディスタンスタイムトライアル第1戦　 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200912
3000m 9.47.57* * 47 中村　柊斗 湧別中 2 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200920
3000m 9.47.75* * 48 高橋　孔晴 幕別札内中 2 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
3000m 9.49.79* * 49 野崎　瑛友 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 2 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024
3000m 9.51.41* * 50 三浦　清史 美幌北中 2 中学 ディスタンスタイムトライアル第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201024



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

5000m 15.29.61* * 1 佐藤　広人 北教大附釧路中 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
5000m 16.33.57* * 2 福井　陽仁 七飯中 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
5000m 16.53.57* * 3 森　翔哉 美幌北中 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
5000m 17.25.60* * 4 迫田　和磨 釧路鳥取中 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
5000m 17.26.15* * 5 佐々木朱里 下音更中 3 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
5000m 17.34.74* * 6 小川総太郎 釧路富原中 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
5000m 17.54.01* * 7 森　颯太 釧路鳥取中 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
5000m 18.27.38* * 8 佐藤　暖斗 釧路富原中 3 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
5000m 19.02.81* * 9 安達　勇人 帯広南町中 2 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
5000m 19.28.46* * 10 阿部　煌生 釧路富原中 2 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

110mYH(91.4cm_9.14m) 15.03* -0.5* 1 館山　正真 函館湯川中 3 中学 道南記録会第3戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829
110mYH(91.4cm_9.14m) 15.09* +0.8* 2 鹿角　風太 紋別中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
110mYH(91.4cm_9.14m) 15.27* 0.7* 3 小山田　喜貴 札幌藻岩中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
110mYH(91.4cm_9.14m) 15.31* +0.8* 4 田辺　峻 北見高栄中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
110mYH(91.4cm_9.14m) 15.63* -0.6* 5 山崎　天創 旭川永山中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
110mYH(91.4cm_9.14m) 15.66* +1.3* 6 三好　慶悟 清水中 3 中学 全国中学生競技会 神奈川 横浜国際総合競技場 20201016
110mYH(91.4cm_9.14m) 15.79* +0.8* 7 上村　大和 鹿追中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
110mYH(91.4cm_9.14m) 15.86* +1.2* 8 芳賀　鷹翔 登別幌別中 3 中学 第24回室蘭地方選手権 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20201004
110mYH(91.4cm_9.14m) 15.93* 0.8* 9 東海林　昂 札幌栄中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.04* +0.1* 10 松井　陽輝 旭川緑が丘中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.05* -0.4* 11 巽　勇太朗 函館潮光中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.15* -0.6* 12 佐々木　颯 岩見沢東光中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.20* +1.3* 13 細川　優太 滝川江陵中 3 中学 第11回北育ち元気村深川オープン競技会 北海道 深川市陸上競技場 20200808
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.21* +0.8* 14 小林　大朗 帯広南町中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.35* 1.1* 15 中島　大耀 札幌手稲中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.45* 0.7* 16 藤井　理久 小樽後志・北陵中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.46* 0.8* 17 山村　健太 札幌福井野中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.50* +1.8* 18 岡　飛碧 小樽朝里中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.53* 1.1* 19 西山　春来 札幌北都中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.63* 0.2* 20 手塚　大翔 北広島大曲中 3 中学 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.66* -0.4* 21 任堂　空 函館桔梗中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.72* -0.6* 22 渡辺　爽太 函館亀田中 3 中学 道南記録会第4戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200913
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.79* 1.4* 23 西川怜佑 千歳中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.85* +1.8* 24 三宅　快晴 小樽西陵中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.88* 1.1* 25 谷敷　怜空 札幌東月寒中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
110mYH(91.4cm_9.14m) 16.94* 1.1* 26 三宅　快晴 小樽後志・小樽西陵中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.13* 0.4* 27 藤井　理久 小樽北陵中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会小樽後志会場 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200801
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.18* 1.1* 28 荒木　創伊 札幌あいの里東中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.28* 0.0* 29 後藤　颯太 美唄中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.28* +1.8* 29 門田　隼人 富良野西中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.29* 0.7* 31 鈴木　統也 札幌琴似中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.49* 1.1* 32 辻　叶人 札幌八軒中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.55* +1.2* 33 本田　孝仁 北見常呂中 2 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.55* 0.0* 33 山本　尊琉 ＮＡＳＳ 2 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.60* 0.0* 35 星子　良太 巴中 2 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.61* 0.8* 36 伊藤　丈留 札幌北都中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.63* 0.0* 37 松井　翔汰 函館湯川中 2 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.64* +0.1* 38 平間　雄大 釧路鳥取西中 1 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.64* -0.6* 38 成田　駿 滝川明苑中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.66* 1.1* 40 斎藤　侑喜 札幌星置中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.72* -1.1* 41 脇坂　宥伸 岩内一中 1 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会小樽後志会場 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200801
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.73* -0.7* 42 駒林　新 札幌青葉中 2 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.82* +1.0* 43 日隅　　陸斗 ＮＡＳＳ 1 中学 第53回道南中学校新人競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.83* -2.4* 44 板谷　隼杜 函館湯川中 2 中学 第53回道南選手権 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200809
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.85* -0.4* 45 源通　由大 滝川江陵中 3 中学 第75回空知選手権 北海道 深川市陸上競技場 20200726
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.92* +0.1* 46 山下　大翔 湧別中 2 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200920
110mYH(91.4cm_9.14m) 17.98* -1.0* 47 泉谷　琉斗 東神楽中 3 中学 道北記録会第3戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200704
110mYH(91.4cm_9.14m) 18.06* 0.0* 48 浦　諒丞 七飯大中山中 2 中学 第53回道南中学校新人競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829
110mYH(91.4cm_9.14m) 18.06* -0.4* 48 出村喜心矢 函館湯川中 2 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
110mYH(91.4cm_9.14m) 18.08* -0.7* 50 竹谷　里駈 札幌伏見中 2 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

400mH(91.4cm_35.0m) 1.02.43* * 1 渋谷優治朗 北広島東部中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
400mH(91.4cm_35.0m) 1.03.44* * 2 渡辺　爽太 函館亀田中 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
400mH(91.4cm_35.0m) 1.06.72* * 3 巽　勇太朗 函館潮光中 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004

競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

3000mSC(91.4cm) 12.45.30* * 1 浦場　空 石狩花川中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
3000mSC(91.4cm) 13.22.56* * 2 中野　優斗 石狩花川中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808



競技種目 記録 順位 選手区分 所属 選手/チーム 開催県 競技場名 競技年月日

4×100mR 43.58* 1 中学 斜里中 川島　歩結夢(3)⇒    中村　孝徳(3)⇒    高野　京弥(3)⇒    金沢　世凪(3) 神奈川 横浜国際総合競技場 20201018
4×100mR 44.19* 2 中学 ＮＡＳＳ 第50回道南秋季競技会兼 中田　敦(3)⇒    小川　蒼生(3)⇒    館山　正真(3)⇒    池田　琉晟(3)⇒    中村　修太(3) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
4×100mR 44.50* 3 中学 旭川緑が丘中 後藤　勇祇(3)⇒    小野田　琉輝空(3)⇒    藤田　開成(3)⇒    山内　翔馬(3) 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200809
4×100mR 44.70* 4 中学 北斗浜分中 小沢　斗維(2)⇒    丸山　洋輔(3)⇒    増川　海斗(2)⇒    小川　蒼生(3)⇒    桜井　想優(3)⇒    山本　春樹(2) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
4×100mR 44.80* 5 中学 旭川東鷹栖中 山崎　陸丘(3)⇒    門脇　遥空(3)⇒    柳　智貴(3)⇒    丹羽　珀人(3) 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
4×100mR 45.13* 6 中学 北斗浜分中 桜井　想優(3)⇒    丸山　洋輔(3)⇒    増川　海斗(2)⇒    小川　蒼生(3)⇒    小沢　斗維(2)⇒    山本　春樹(2) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200802
4×100mR 45.31* 7 中学 七飯中 巳扇　聖也(3)⇒    宮崎　翔英(3)⇒    柴谷　琥珀(3)⇒    小田　瑠依斗(3)⇒    大場　爽(3) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
4×100mR 45.39* 8 中学 東神楽中 安藤　凛(3)⇒    高野　歩来人(2)⇒    泉谷　琉斗(3)⇒    安藤　辿(3)⇒    天野　空(3)⇒    佐藤　颯(2) 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200712
4×100mR 45.43* 9 中学 伊達中 宮沢　飛羽(2)⇒    佐藤　駿(3)⇒    藤田　蓮(3)⇒    田野　樹(3)⇒    西川　飛翔(1) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
4×100mR 45.67* 10 中学 上富良野中 山本　翼(2)⇒    柳瀬　拓真(3)⇒    台丸谷　浬(3)⇒    高士　雄惺(3)⇒    谷　丈一朗(3)⇒    高橋　誠至(2) 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200809
4×100mR 45.74* 11 中学 紋別中 小川　幸蓮(2)⇒    小助川　智博(3)⇒    篠原　怜士(3)⇒    鹿角　風太(3)⇒    渡辺　桂斗(3) 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
4×100mR 45.99* 12 中学 ＮＴＡＣ 長谷川　翔生(2)⇒    手塚　大翔(3)⇒    新田　俊之輔(3)⇒    秋田侑磨(3) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
4×100mR 46.02* 13 中学 北斗浜分中 小沢　斗維(2)⇒    丸山　洋輔(3)⇒    増川　海斗(2)⇒    桜井　想優(3)⇒    山本　春樹(2) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200809
4×100mR 46.10* 14 中学 紋別中 渡辺　桂斗(3)⇒    小助川　智博(3)⇒    篠原　怜士(3)⇒    鹿角　風太(3)⇒    堀江　豊(3) 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
4×100mR 46.16* 15 中学 札幌手稲西中 浅村　蒼太(3)⇒    葛西　隆成(3)⇒    窪田　翔斗(2)⇒    西田　柊哉(3) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
4×100mR 46.17* 16 中学 北教大附函館中 二村　　奨哉(2)⇒    地主　丈人(3)⇒    峯田真生人(3)⇒    地主　葵(3)⇒    新田　悠真(3) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
4×100mR 46.21* 17 中学 北斗大野中 高松　勇翔(3)⇒    竹本　仁(3)⇒    佐々木琉偉(3)⇒    中谷　歩夢(3)⇒    畠山　大翔(2) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200802
4×100mR 46.23* 18 中学 帯広緑園中 高木　彗那(3)⇒    部田　柊生(3)⇒    鈴木　俊汰(3)⇒    白沢　真央(3)⇒    加藤　哲太(3) 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
4×100mR 46.26* 19 中学 函館巴中 若月　　真悟(2)⇒    星子　良太(2)⇒    大西　颯(2)⇒    今野　　将幸(2)⇒    可香　　瑠唯(2)⇒    大坂　　泰駕(2) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
4×100mR 46.27* 20 中学 小樽後志・小樽西陵中 横川　慎之介(3)⇒    木元　優汰(3)⇒    三宅　快晴(2)⇒    渡部　聖矢(3) 北海道 札幌市円山競技場 20200905
4×100mR 46.34* 21 中学 札幌北白石中 畑端　翔也(2)⇒    成田　周弥(3)⇒    金子　レミ(2)⇒    平間　滉(3) 北海道 札幌市円山競技場 20200905
4×100mR 46.37* 22 中学 札幌藻岩中 岩井　咲人(2)⇒    金子　仁(2)⇒    後藤　颯良(3)⇒    小山田　喜貴(3) 北海道 札幌市円山競技場 20200905
4×100mR 46.39* 23 中学 帯広緑園中 土谷　祥大(2)⇒    部田　柊生(3)⇒    鈴木　俊汰(3)⇒    白沢　真央(3) 北海道 帯広の森陸上競技場 20200808
4×100mR 46.49* 24 中学 幕別札内中 佐竹　爽汰(2)⇒    清水　瑛太(3)⇒    橋本　侑弥(2)⇒    下野　那智(2)⇒    千葉　佳太(3)⇒    横山　晴紀(3) 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
4×100mR 46.50* 25 中学 札幌琴似中 鈴木　統也(2)⇒    大竹　善太(2)⇒    岩城　颯太(3)⇒    井上　涼雅(3) 北海道 札幌市円山競技場 20200905
4×100mR 46.52* 26 中学 幕別札内中 千葉　佳太(3)⇒    清水　瑛太(3)⇒    橋本　侑弥(2)⇒    下野　那智(2) 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
4×100mR 46.52* 26 中学 帯広南町中 田中　漣(3)⇒    上妻　桜太(3)⇒    酒井　悠宇(3)⇒    小林　大朗(3)⇒    菊山　蒼太(3) 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
4×100mR 46.54* 28 中学 芽室中 奥山幸志郎(2)⇒    松本　琢夢(2)⇒    桜井　蒼真(3)⇒    小森　絢太(3) 北海道 帯広の森陸上競技場 20200808
4×100mR 46.56* 29 中学 附属函館中学校Ａ 山田　健心(3)⇒    地主　丈人(3)⇒    峯田真生人(3)⇒    地主　葵(3)⇒    新田　悠真(3) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200802
4×100mR 46.57* 30 中学 七飯大中山中 野田　　俊介(1)⇒    三輪　　紘大(1)⇒    浦　諒丞(2)⇒    杉村　煌平(3)⇒    丸山　慧(1) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
4×100mR 46.62* 31 中学 北斗浜分中 山本　春樹(2)⇒    丸山　洋輔(3)⇒    増川　海斗(2)⇒    桜井　想優(3)⇒    土田　竜大(3)⇒    小沢　斗維(2) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200726
4×100mR 46.67* 32 中学 札幌東月寒中 谷敷　怜空(3)⇒    西村　琉太(3)⇒    太田　櫂地(3)⇒    釜　敏綺(3) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
4×100mR 46.70* 33 中学 石狩花川中 菊地真心(3)⇒    大東　遼生(3)⇒    津田健大(3)⇒    庄司光輝(3) 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
4×100mR 46.70* 34 中学 幕別札内中 佐竹　爽汰(2)⇒    橋本　侑弥(2)⇒    堀田　　颯夢(1)⇒    下野　那智(2) 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
4×100mR 46.71* 35 中学 巴中学校Ａ 若月　真悟(2)⇒    星子　良太(2)⇒    大西　颯(2)⇒    今野　将幸(2) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
4×100mR 46.77* 36 中学 江別中央中 原　柾弥(2)⇒    棟方瑛生(3)⇒    田沢　昊征(2)⇒    山本　陸羽(2) 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
4×100mR 46.84* 37 中学 北広島東部中 永桶翔太(3)⇒    渋谷優治朗(3)⇒    長浜皐起(3)⇒    加藤　千尋(2) 北海道 札幌市円山競技場 20200905
4×100mR 46.88* 38 中学 北見小泉中 亀田　怜苑(2)⇒    城石　陸斗(2)⇒    越野　豪太(2)⇒    太田　龍空(2) 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
4×100mR 46.89* 39 中学 札幌北陽中 小野　陽咲(3)⇒    徳江　竜之介(3)⇒    阿部　祥多(3)⇒    石森　慶太(3) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
4×100mR 46.89* 40 中学 北広島東部中 永桶翔太(3)⇒    渋谷優治朗(3)⇒    長浜皐起(3)⇒    真島大和(3) 北海道 札幌市円山競技場 20200905
4×100mR 46.90* 41 中学 小樽西陵中 横川　慎之介(3)⇒    木元　優汰(3)⇒    三宅　快晴(2)⇒    渡部　聖矢(3) 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
4×100mR 46.90* 41 中学 札幌東月寒中 森谷　圭悟(3)⇒    西村　琉太(3)⇒    釜　敏綺(3)⇒    谷敷　怜空(3) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200810
4×100mR 46.96* 43 中学 札幌北都中 西山　春来(3)⇒    伊藤　悠真(3)⇒    伊藤　丈留(3)⇒    宮坂　拓実(2) 北海道 札幌市円山競技場 20200905
4×100mR 46.97* 44 中学 巴中 今野　将幸(2)⇒    大西　颯(2)⇒    若月　真悟(2)⇒    星子　良太(2)⇒    可香　瑠唯(2)⇒    大坂　泰駕(2) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829
4×100mR 46.97* 44 中学 小樽後志・小樽長橋中 大道　侑斗(3)⇒    斎藤　優斗(3)⇒    呉　優華(3)⇒    増田　颯(3) 北海道 札幌市円山競技場 20200905
4×100mR 46.98* 46 中学 小樽長橋中 大道　侑斗(3)⇒    斎藤　優斗(3)⇒    呉　優華(3)⇒    増田　颯(3) 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200801
4×100mR 46.98* 46 中学 幕別札内中 小山　　倫汰(1)⇒    清水　瑛太(3)⇒    橋本　侑弥(2)⇒    下野　那智(2) 北海道 帯広の森陸上競技場 20200808
4×100mR 46.99* 48 中学 北広島東部中 永桶翔太(3)⇒    渋谷優治朗(3)⇒    長浜皐起(3)⇒    山形光成(3) 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
4×100mR 47.02* 49 中学 苫小牧青翔中 出口　拓実(3)⇒    下山　颯太(3)⇒    橋本　浩輝(3)⇒    清水　孝輝(3) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
4×100mR 47.06* 50 中学 市立札幌開成中等中 石森　一輝(3)⇒    宮沢　朝凪(3)⇒    槙　航太郎(3)⇒    野沢　侶丞(3) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802

第24回道央中学校選手権
北海道ジュニア選手権（道南会場）

第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場

競技会名

札幌小学生記録会兼中学校記録会
北海道ジュニア選手権（道央会場）

第53回道南中学校新人競技会
北海道ジュニア選手権（道央会場）

第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会小樽後志会場

第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場

第24回道央中学校選手権
北海道ジュニア選手権（道央会場）

U15チャレンジ陸上競技
第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場

北海道ジュニア選手権（道央会場）
第24回小樽後志選手権

北海道ジュニア選手権（道南会場）
道南記録会第2戦

第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場

第24回道央選手権
秋季記録会第1戦

第50回道南秋季競技会

第1回道東中学生選手権
北海道ジュニア選手権（道央会場）

第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場

北海道ジュニア選手権（道北会場）

第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場

第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場

第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場

第8回札幌中学校選手権
第53回道南選手権

第1回道東中学生選手権
第8回札幌中学校選手権

北海道ジュニア選手権（道南会場）
第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場

北海道ジュニア選手権（道北会場）
北海道ジュニア選手権（道南会場）
北海道ジュニア選手権（道央会場）
北海道ジュニア選手権（道央会場）
北海道ジュニア選手権（道央会場）

北海道ジュニア選手権（道北会場）

全国中学生競技会

北海道ジュニア選手権（道北会場）

道北記録会第4戦
北海道ジュニア選手権（道南会場）

第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場

北海道ジュニア選手権（道南会場）
第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道北会場

北海道ジュニア選手権（道南会場）
道北記録会第4戦



競技種目 記録 順位 選手区分 所属 選手/チーム 開催県 競技場名 競技年月日

4×200mR 1.44.68* 1 中学 釧路景雲中 小関　拓斗(2)⇒    野田　成規(2)⇒    本城　伊織(2)⇒    樋口　泰凱(2) 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
4×200mR 1.44.78* 2 中学 北広島東部中 高岡　正和(2)⇒    加藤　千尋(2)⇒    二本柳　拓弥(2)⇒    熊岡　正悟(1) 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
4×200mR 1.44.96* 3 中学 釧路富原中 菊地　珀亜(2)⇒    丸山　斗空(2)⇒    星　伶音(2)⇒    竹田　雄翔(1)⇒    今　　一柊(1) 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
4×200mR 1.45.25* 4 中学 厚岸真龍中 渡辺　憲翔(3)⇒    山本　悠人(2)⇒    大門　秀勇(2)⇒    上藤　海登(3) 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
4×200mR 1.46.26* 5 中学 札幌真栄中 本柳　仁煌(1)⇒    森江　渚早(1)⇒    山館　仁(2)⇒    佐久間　悠(2) 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
4×200mR 1.47.48* 6 中学 石狩花川中 村上　壮太(2)⇒    小佐野　優音(2)⇒    佐々木　祐亮(2)⇒    菊地真心(3) 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
4×200mR 1.51.17* 7 中学 釧路鳥取西中 横山　一翔(2)⇒    宮崎　駿(2)⇒    大槻　祐介(1)⇒    酒井　飛良(1)⇒    根田　凌河(2)⇒    上村　優心(1) 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
4×200mR 1.54.79* 8 中学 恵庭中 手塚　暁登(2)⇒    斎藤　佳汰(2)⇒    酒匂　海志(2)⇒    脊戸　創基(2) 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
4×200mR 1.55.16* 9 中学 江別野幌中 小松　拓真(1)⇒    工藤　悠太(2)⇒    内田　悠貴(2)⇒    東　優樹(2) 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
4×200mR 1.56.00* 10 中学 石狩花川中 山田　晃大(1)⇒    西木　蓮(1)⇒    北村　太一(2)⇒    横野　嵩大(1) 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010

競技種目 記録 順位 選手区分 所属 選手/チーム 開催県 競技場名 競技年月日

4×400mR 3.44.84* 1 中学 函館桔梗中 任堂　空(3)⇒    疋田　侑(3)⇒    佐久間大和(3)⇒    青山　昇瑛(3)⇒    重島　来斗(2) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
4×400mR 3.46.54* 2 中学 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 工藤　凛汰郎(1)⇒    宮沢　朝凪(3)⇒    槙　航太郎(3)⇒    片野　陽太郎(3) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
4×400mR 3.51.61* 3 中学 釧路北中 別井　一翔(3)⇒    佐藤　佑真(3)⇒    飛騨　有音(3)⇒    及川　慧晟(3)⇒    山本　秀俊(2)⇒    遠藤　陽翔(2) 北海道 釧路市民陸上競技場 20200913
4×400mR 3.53.76* 4 中学 札幌あいの里東中 窪田　勇作(3)⇒    柴田　創(3)⇒    久保田　祭(3)⇒    沢村　昇利(3) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
4×400mR 3.54.63* 5 中学 七飯中 福井　陽仁(3)⇒    小西　璃空(2)⇒    大場　爽(3)⇒    巳扇　聖也(3)⇒    柳　翔真(2) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
4×400mR 3.55.13* 6 中学 札幌向陵中 野尻　昌杜(3)⇒    中西　涼太朗(3)⇒    峯村　快(3)⇒    戸田　廉太郎(3) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
4×400mR 3.55.16* 7 中学 札幌澄川中 日野　碧空(3)⇒    渡辺　宝(3)⇒    岩波　陽斗(3)⇒    深田　恭平(3) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
4×400mR 3.55.94* 8 中学 札幌前田中 田岡　理玖(1)⇒    野木　大翔(2)⇒    雪田　圭将(2)⇒    橋詰　龍星(2) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
4×400mR 3.57.05* 9 中学 下音更中 浦川　恵大(2)⇒    佐々木　大樹(3)⇒    松橋優次郎(2)⇒    佐々木朱里(3) 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
4×400mR 3.57.61* 10 中学 札幌琴似中 鈴木　統也(2)⇒    大竹　善太(2)⇒    田中　聡之(2)⇒    塩田　駿(2) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
4×400mR 3.58.02* 11 中学 七飯大中山中 笹木　龍馬(3)⇒    杉村　煌平(3)⇒    平田　崇貴(3)⇒    脇　宗輝(3)⇒    中川　成弥(3) 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
4×400mR 3.58.45* 12 中学 帯広南町中 岩崎　叶(2)⇒    菊山　蒼太(3)⇒    火石　優哉(3)⇒    渡辺　柚弦(3) 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
4×400mR 3.58.78* 13 中学 釧路春採中 桂田　颯斗(3)⇒    伊藤　一咲(3)⇒    遠藤　舜也(3)⇒    岩崎洸太郎(3)⇒    田中　雅斗 北海道 釧路市民陸上競技場 20200808
4×400mR 3.58.84* 14 中学 札幌星置中 木原　海人(2)⇒    永島　拓実(2)⇒    石黒　葉(2)⇒    柴田　優太郎(2) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20201017
4×400mR 3.59.51* 15 中学 釧路富原中 菊地　珀亜(2)⇒    久保　将春(3)⇒    星　伶音(2)⇒    丸山　斗空(2) 北海道 釧路市民陸上競技場 20200808
4×400mR 4.02.27* 16 中学 札幌啓明中 田川　雄斗(2)⇒    山田　貫介(2)⇒    小野　瑛太郎(2)⇒    スコット　リアム音央(2) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
4×400mR 4.05.43* 17 中学 札幌星置中 木原　海人(2)⇒    石黒　葉(2)⇒    松本　慎之介(2)⇒    柴田　優太郎(2) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
4×400mR 4.09.59* 18 中学 帯広四中 木山　遥愛(3)⇒    須藤　優平(3)⇒    石井　克典(2)⇒    寺谷　凌(2) 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
4×400mR 4.11.95* 19 中学 札幌柏中 西柳　元輝(2)⇒    袴田　昊真(2)⇒    水口　陽太(2)⇒    若狭　葉太(2) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
4×400mR 4.12.37* 20 中学 札幌伏見中 竹谷　里駈(2)⇒    伊藤　優希(2)⇒    三上　巧(2)⇒    青山　拓未(2) 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20201017第61回札幌市民体育大会
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競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

4×1500mR 22.46.40* * 1 飯島　佑樹(1)⇒    池沢　太一(1)⇒    矢野　竣介(2)⇒    高根　志穏(2) 札幌藻岩中 中学 第61回札幌市民体育大会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20201017

競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

100+200+300+400mR 2.09.61* * 1 保科　紅葉(2)⇒    清水　遥太(2)⇒    末吉　頼斗(2)⇒    福村　優大(2) 千歳中 中学 道央会場兼道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
100+200+300+400mR 2.10.80* * 2 金子　レミ(2)⇒    平間　滉(3)⇒    畑端　翔也(2)⇒    成田　周弥(3) 札幌北白石中 中学 道央会場兼道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
100+200+300+400mR 2.13.18* * 3 佐藤　駆(1)⇒    中川　仁(3)⇒    橋詰　龍星(2)⇒    野木　大翔(2) 札幌前田中 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
100+200+300+400mR 2.13.66* * 4 山形光成(3)⇒    永桶翔太(3)⇒    長浜皐起(3)⇒    渋谷優治朗(3) 北広島東部中 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
100+200+300+400mR 2.15.15* * 5 菊地真心(3)⇒    高石正之(3)⇒    庄司光輝(3)⇒    津田健大(3) 石狩花川中 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
100+200+300+400mR 2.15.53* * 6 高橋　寧央(3)⇒    佐藤　巧成(3)⇒    藤田　健慎(3)⇒    中川　優(3) 札幌青葉中 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
100+200+300+400mR 2.17.18* * 7 東本　柊(2)⇒    飯田　遥翔(3)⇒    袖村　琉希也(3)⇒    林　柊斗(2) 苫小牧和光中 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
100+200+300+400mR 2.17.97* * 8 鳴海　力樹(2)⇒    東川　空流(2)⇒    佐藤　陽(2)⇒    鈴木　諒(2) 千歳勇舞中 中学 道央会場兼道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
100+200+300+400mR 2.19.52* * 9 片桐　澪(3)⇒    近江谷　陸斗(3)⇒    佐久間　悠(2)⇒    森　大地(3) 札幌真栄中 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
100+200+300+400mR 2.21.60* * 10 村上鉄太(3)⇒    本田昴大(3)⇒    菅藤　晴生(2)⇒    浅野　公太(3) 江別大麻中 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

走高跳 1.87* * 1 三好　慶悟 清水中 3 中学 十勝サーキット第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200724
走高跳 1.83* * 2 坂本　頼武 士幌町中央中 2 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
走高跳 1.82* * 3 田端　一生 ＴＯＮＤＥＮ・ＲＣ 3 中学 札幌小学生記録会兼中学校記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200810
走高跳 1.82* * 3 豊崎　丈太郎 旭川永山中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
走高跳 1.81* * 5 崔　宰原 北見南中 2 中学 第66回全日本中学生通信陸上競技北海道オホーツク大会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200823
走高跳 1.75* * 6 石谷　優介 岩内一中 2 中学 小樽記録会第1戦 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200718
走高跳 1.75* * 6 館山　正真 函館湯川中 3 中学 第53回道南選手権 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200809
走高跳 1.73* * 8 石谷　優介 小樽後志・岩内第一中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
走高跳 1.70* * 9 根本　蒼大 滝川江陵中 3 中学 第6回岩見沢競技会 北海道 岩見沢市東山運動公園陸上競技場 20200912
走高跳 1.70* * 9 上藤　海登 厚岸真龍中 3 中学 第51回秋季選手権兼第34回スクールカーニバル 北海道 釧路市民陸上競技場 20200912
走高跳 1.68* * 11 斎藤　陽向 札幌発寒中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
走高跳 1.66* * 12 板谷　隼杜 函館湯川中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
走高跳 1.66* * 12 郷内　優 北斗浜分中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
走高跳 1.65* * 14 佐藤　俊太 音更緑南中 3 中学 十勝サーキット第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200718
走高跳 1.65* * 14 加藤　良生夢 岩内一中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会小樽後志会場 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200801
走高跳 1.65* * 14 横山　流星 西当別中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
走高跳 1.65* * 14 横山　流星 道央・西当別中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
走高跳 1.65* * 14 巽　勇太朗 函館潮光中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
走高跳 1.65* * 14 万　龍来 網走一中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
走高跳 1.65* * 14 根本　蒼大 滝川江陵中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
走高跳 1.65* * 14 太田　龍空 北見小泉中 2 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
走高跳 1.62* * 22 東海林　昂 札幌栄中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
走高跳 1.62* * 22 斎藤　凛太朗 ＳＪＡＣ 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
走高跳 1.62* * 22 河原　朋夢 南富良野中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
走高跳 1.61* * 25 伊藤　巧真 札幌稲積中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200823
走高跳 1.60* * 26 平山　湧大 札幌東栄中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
走高跳 1.60* * 26 竹内　快浬 帯広四中 2 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
走高跳 1.60* * 26 加藤　爽空 岩見沢光陵中 2 中学 第5回空知記録会 北海道 岩見沢市東山運動公園陸上競技場 20200905
走高跳 1.60* * 26 柴田　遼太郎 黒松内中 1 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
走高跳 1.60* * 26 多田　有朔 岩見沢光陵中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
走高跳 1.59* * 31 茂治　耀音 美唄中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
走高跳 1.59* * 31 山形　朋希 富良野東中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
走高跳 1.59* * 31 田村　響 北見南中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
走高跳 1.58* * 34 伊与　健生 札幌青葉中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200823
走高跳 1.58* * 34 斎藤　由晏 札幌あいの里東中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200823
走高跳 1.57* * 36 山村　健太 札幌福井野中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
走高跳 1.56* * 37 十川　晴登 札幌栄中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
走高跳 1.56* * 37 畑　翔太郎 札幌真駒内曙中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200922
走高跳 1.55* * 39 西川怜佑 千歳中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道道央大会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200725
走高跳 1.55* * 39 津田健大 石狩花川中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道道央大会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200725
走高跳 1.55* * 39 本間　漣 滝川江陵中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道空知大会 北海道 岩見沢市東山運動公園陸上競技場 20200801
走高跳 1.55* * 39 武田　尚斗 札幌中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
走高跳 1.55* * 39 佐藤　孝樹 札幌手稲中 2 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
走高跳 1.55* * 39 佐々木　祐亮 石狩花川中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
走高跳 1.55* * 39 金　ヨハン 石狩花川中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
走高跳 1.55* * 39 佐藤　優羽 釧路景雲中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
走高跳 1.55* * 39 大門　秀勇 厚岸真龍中 2 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
走高跳 1.55* * 39 佐々木　颯 岩見沢東光中 3 中学 第28回北海道陸上競技フェスティバル空知会場 北海道 岩見沢市東山運動公園陸上競技場 20201003
走高跳 1.53* * 49 後藤　颯太 美唄中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
走高跳 1.53* * 49 上田　昂誠 富良野西中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
走高跳 1.53* * 49 小原　拓真 北見常呂中 3 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201017



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

棒高跳 3.50* * 1 福田　悠介 網走一中 3 中学 オホーツク陸協記録会第4戦 北海道 北見市東陵公園陸上競技場 20200809
棒高跳 3.50* * 1 小谷謙太朗 幕別札内中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
棒高跳 3.30* * 3 佐藤　晴翔 札幌藻岩中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
棒高跳 3.30* * 3 田近　剛 西当別中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
棒高跳 3.20* * 5 山下　雅途 清水中 3 中学 十勝サーキット第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200724
棒高跳 3.20* * 5 佐藤　明風 清水中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200808
棒高跳 3.20* * 5 川上　大晴 北見小泉中 3 中学 第66回全日本中学生通信陸上競技北海道オホーツク大会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200822
棒高跳 3.20* * 5 川島　歩結夢 斜里中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
棒高跳 3.10* * 9 小森　旭陽 芽室中 3 中学 第1回十勝種目別記録会 北海道 帯広の森陸上競技場 20200711
棒高跳 3.10* * 9 小森　絢太 芽室中 3 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
棒高跳 2.90* * 11 上野　雄琉 札幌藻岩中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
棒高跳 2.90* * 11 田近　剛 道央・西当別中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
棒高跳 2.80* * 13 菊地　裕太 札幌東栄中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
棒高跳 2.80* * 13 羽沢　陽晴 木古内中 2 中学 第53回道南選手権 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200808
棒高跳 2.80* * 13 鈴間　雅規 清水中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200808
棒高跳 2.80* * 13 佐藤　大斗 斜里中 2 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
棒高跳 2.80* * 13 古畑　愛斗 北見小泉中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
棒高跳 2.80* * 13 飯島　空輝 北見北中 2 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200919
棒高跳 2.80* * 13 岩田　吏留 千歳勇舞中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
棒高跳 2.70* * 20 中田　　隼翔 網走一中 1 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
棒高跳 2.70* * 20 大沢　和希 札幌屯田北中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
棒高跳 2.70* * 20 石原　遥翔 網走四中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
棒高跳 2.70* * 20 豊原　　隆介 北見南中 1 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
棒高跳 2.70* * 20 横山　陽生 砂川中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
棒高跳 2.60* * 25 中村　大志 木古内中 2 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200801
棒高跳 2.60* * 25 山本　銀士郎 網走一中 3 中学 オホーツク陸協記録会第4戦 北海道 北見市東陵公園陸上競技場 20200809
棒高跳 2.50* * 25 西山　陽 西当別中 2 中学 第27回石狩管内中学校新人競技会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
棒高跳 2.50* * 25 東　叶将 札幌藻岩中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
棒高跳 2.50* * 29 東川　空流 千歳勇舞中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
棒高跳 2.40* * 30 高橋　心 札幌東栄中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
棒高跳 2.40* * 30 内山　希一 札幌藻岩中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822
棒高跳 2.40* * 30 田中　基也 札幌屯田北中 2 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
棒高跳 2.40* * 30 西田　光汰 江別大麻中 1 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

走幅跳 6.64* +1.8* 1 金沢　世凪 斜里中 3 中学 オホーツク陸協記録会第4戦 北海道 北見市東陵公園陸上競技場 20200809
走幅跳 6.45* 1.5* 2 竹田　龍一 渡辺陸上クラブ 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
走幅跳 6.43* -0.1* 3 三浦　颯太 苫小牧啓明中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会日胆会場 北海道 苫小牧市緑ケ丘公園陸上競技場 20200802
走幅跳 6.42* +1.4* 4 三好　慶悟 清水中 3 中学 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
走幅跳 6.35* +0.8* 5 小川　蒼生 北斗浜分中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
走幅跳 6.32* -0.8* 6 中田　敦 ＮＡＳＳ 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
走幅跳 6.32* +1.5* 6 清水　瑛太 幕別札内中 3 中学 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
走幅跳 6.31* 0.8* 8 津川　一登 札幌屯田北中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
走幅跳 6.25* -0.3* 9 岡崎　颯 浦河一中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
走幅跳 6.22* 1.3* 10 浅野　公太 江別大麻中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道道央大会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200726
走幅跳 6.20* -2.1* 11 田中　煌十 本室蘭中 3 中学 第11回斎藤修弥記念競技会 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20200809
走幅跳 6.13* +1.4* 12 小林　瑠矢 北斗上磯中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
走幅跳 6.09* +1.1* 13 安藤　辿 東神楽中 3 中学 道北記録会　第6戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20201017
走幅跳 6.09* +1.1* 13 丹羽　珀人 旭川東鷹栖中 3 中学 道北記録会　第6戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20201017
走幅跳 5.99* +1.4* 15 丸山　洋輔 北斗浜分中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200802
走幅跳 5.99* 0.8* 15 藤沢　興毅 札幌山鼻中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
走幅跳 5.99* +0.7* 15 大水　皓生 雄武中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
走幅跳 5.98* +0.1* 18 林　優弥 滝川開西中 3 中学 第4回空知記録会 北海道 岩見沢市東山運動公園陸上競技場 20200718
走幅跳 5.97* +0.3* 19 中瀬　遥 旭川ＡＣ 2 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200830
走幅跳 5.95* -1.2* 20 地主　丈人 北教大附函館中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
走幅跳 5.86* +0.7* 21 袖村　琉希也 苫小牧和光中 3 中学 第24回苫小牧地方中学校新人競技会 北海道 苫小牧市緑ケ丘公園陸上競技場 20200822
走幅跳 5.84* +1.6* 22 藤田　開成 旭川緑が丘中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道北会場 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200712
走幅跳 5.84* +0.8* 22 安宅　祐人 巴中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200802
走幅跳 5.84* +0.4* 22 林　優弥 滝川開西中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
走幅跳 5.82* -0.6* 25 遠藤　星那 むかわ穂別中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会日胆会場 北海道 苫小牧市緑ケ丘公園陸上競技場 20200802
走幅跳 5.82* -0.1* 25 上村　大和 鹿追中 3 中学 十勝種目別記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201003
走幅跳 5.79* +1.8* 27 大水　浩生 雄武中 2 中学 オホーツク陸協記録会第4戦 北海道 北見市東陵公園陸上競技場 20200809
走幅跳 5.78* 0.9* 28 古川　颯人 札幌中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
走幅跳 5.77* +2.0* 29 柳　智貴 旭川東鷹栖中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道北会場 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200712
走幅跳 5.77* -0.5* 29 山崎　天愛 旭川永山中 3 中学 第29回旭川ジュニア競技会 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200830
走幅跳 5.77* +0.4* 29 林　優弥 開西中 3 中学 第6回岩見沢競技会 北海道 岩見沢市東山運動公園陸上競技場 20200912
走幅跳 5.74* -0.5* 32 谷口　諒空 剣渕中 3 中学 第39回道北ジュニア競技会 北海道 士別市陸上競技場 20200802
走幅跳 5.74* 0.9* 32 藤田　健慎 札幌青葉中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
走幅跳 5.74* +0.8* 32 任堂　空 函館桔梗中 3 中学 第53回道南選手権 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200808
走幅跳 5.73* +0.5* 35 伊藤　優翔 小樽北陵中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
走幅跳 5.72* +0.3* 36 長谷　郁吹 幕別中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200808
走幅跳 5.71* +0.8* 37 福田　利空 北斗浜分中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200802
走幅跳 5.69* +0.9* 38 板谷　隼杜 函館湯川中 2 中学 第53回道南選手権 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200808
走幅跳 5.69* 1.9* 38 宮坂　拓実 札幌北都中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200823
走幅跳 5.69* +0.4* 38 松永　朝日 釧路阿寒中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
走幅跳 5.69* 0.0* 38 田辺　　　峻 オホーツクＡＣ 3 中学 美幌町秋季体育祭兼第51回美幌記録会 北海道 美幌町柏ケ丘陸上競技場 20201004
走幅跳 5.68* -0.1* 42 横山　流星 西当別中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
走幅跳 5.67* -0.2* 43 池田　琉晟 ＮＡＳＳ 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
走幅跳 5.65* +0.5* 44 布広　駿一 枝幸歌登中 3 中学 道北記録会第3戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200704
走幅跳 5.64* +0.6* 45 小田桐　新岳 木古内中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200802
走幅跳 5.62* 1.9* 46 富樫　剛斗 札幌栄南中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200802
走幅跳 5.60* +1.8* 47 富沢　元輝 函館桔梗中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
走幅跳 5.59* -0.2* 48 地主　葵 北教大附函館中 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
走幅跳 5.58* -0.5* 49 土田　竜大 北斗浜分中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200802
走幅跳 5.54* 0.0* 50 二村　　奨哉 北教大附函館中 2 中学 道南記録会第1戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200718
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三段跳 11.01* +0.7* 1 福田　利空 北斗浜分中 3 中学 道南記録会第3戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200829



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

砲丸投(5.000kg) 12.50* * 1 工藤　勇磨 函館亀田中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
砲丸投(5.000kg) 11.84* * 2 渡辺　紗斗 旭川緑が丘中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
砲丸投(5.000kg) 11.71* * 3 松井　琉偉 本別中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
砲丸投(5.000kg) 11.70* * 4 天野　快成 小樽後志・赤井川中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
砲丸投(5.000kg) 11.48* * 5 天野　快成 赤井川中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会小樽後志会場 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200801
砲丸投(5.000kg) 11.30* * 6 林　雪粋 上富良野中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
砲丸投(5.000kg) 11.24* * 7 小田　晴輝 札幌澄川中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
砲丸投(5.000kg) 11.15* * 8 浜田　佑耶 釧路阿寒中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
砲丸投(5.000kg) 10.88* * 9 鏡　元輝 札幌中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
砲丸投(5.000kg) 10.78* * 10 本間　雅人 札幌東栄中 3 中学 札幌小学生記録会兼中学校記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200810
砲丸投(5.000kg) 10.73* * 11 大江　隼人 登別明日中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会日胆会場 北海道 苫小牧市緑ケ丘公園陸上競技場 20200802
砲丸投(5.000kg) 10.65* * 12 阿隅　陽人 苫小牧東中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会日胆会場 北海道 苫小牧市緑ケ丘公園陸上競技場 20200802
砲丸投(5.000kg) 10.62* * 13 原田　啓佑 上富良野中 3 中学 道北記録会第3戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200704
砲丸投(5.000kg) 10.56* * 14 久米　蓮人 厚真スローイングチーム 3 中学 室蘭地方記録会3戦 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20201017
砲丸投(5.000kg) 10.55* * 15 中川　仁 札幌前田中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
砲丸投(5.000kg) 10.46* * 16 高木　彗那 帯広緑園中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
砲丸投(5.000kg) 10.37* * 17 大井　久輝 浜中霧多布中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
砲丸投(5.000kg) 10.31* * 18 佐藤　太一 紋別中 3 中学 オホーツク陸協記録会第4戦 北海道 北見市東陵公園陸上競技場 20200809
砲丸投(5.000kg) 10.31* * 18 亀田　遼太 札幌新陵中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
砲丸投(5.000kg) 10.30* * 20 上村宗仁朗 釧路共栄中 1 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
砲丸投(5.000kg) 10.23* * 21 奈良　優心 安平追分中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
砲丸投(5.000kg) 10.17* * 22 鈴木響太朗 厚真厚南中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
砲丸投(5.000kg) 10.15* * 23 工藤　遥澄 釧路富原中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
砲丸投(5.000kg) 10.14* * 24 菅原　達椰 帯広四中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
砲丸投(5.000kg) 10.07* * 25 風張　祥希 帯広翔陽中 3 中学 第1回十勝種目別記録会 北海道 帯広の森陸上競技場 20200711
砲丸投(5.000kg) 10.04* * 26 武藤　大空 小樽北陵中 2 中学 小樽記録会第4戦 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200913
砲丸投(5.000kg) 10.01* * 27 斎藤　勇太 函館亀田中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
砲丸投(5.000kg) 9.99* * 28 広野　大地 釧路阿寒湖中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
砲丸投(5.000kg) 9.84* * 29 野長瀬　鉄騎 北見高栄中 3 中学 オホーツク陸協記録会第4戦 北海道 北見市東陵公園陸上競技場 20200809
砲丸投(5.000kg) 9.81* * 30 武藤　大空 小樽後志・北陵中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
砲丸投(5.000kg) 9.80* * 31 久米　漣斗 厚真スローイングチーム 3 中学 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
砲丸投(5.000kg) 9.80* * 31 山中　颯真 札幌平岸中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
砲丸投(5.000kg) 9.75* * 33 忠海　勇希 札幌真栄中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200809
砲丸投(5.000kg) 9.72* * 34 滝谷　壱冴 福島中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200801
砲丸投(5.000kg) 9.69* * 35 西条　悠河 仁木中 1 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
砲丸投(5.000kg) 9.68* * 36 渡辺　陽己 市立札幌開成中等前期中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
砲丸投(5.000kg) 9.68* * 36 山下　雅途 清水中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
砲丸投(5.000kg) 9.68* * 36 木幡　悠月 上富良野中 2 中学 釧根秋季記録会第3戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201024
砲丸投(5.000kg) 9.66* * 39 中田　光輝 西当別中 2 中学 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
砲丸投(5.000kg) 9.62* * 40 西山　龍輝 平取振内中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会日胆会場 北海道 苫小牧市緑ケ丘公園陸上競技場 20200802
砲丸投(5.000kg) 9.62* * 40 西島　旬汰 帯広四中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
砲丸投(5.000kg) 9.62* * 40 松岡　達哉 幕別糠内中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
砲丸投(5.000kg) 9.50* * 43 山村　健太 札幌福井野中 3 中学 札幌記録会第7戦（中学校特殊種目） 北海道 札幌市円山競技場 20201003
砲丸投(5.000kg) 9.46* * 44 青野　天翔 釧路富原中 3 中学 第1回道東中学生選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200919
砲丸投(5.000kg) 9.46* * 44 国上　晄 札幌栄中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
砲丸投(5.000kg) 9.33* * 46 山下　渓斗 湧別中 2 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200920
砲丸投(5.000kg) 9.26* * 47 土屋　孝太 美唄中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
砲丸投(5.000kg) 9.26* * 47 上藤　匡登 厚岸真龍中 2 中学 釧根秋季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
砲丸投(5.000kg) 9.19* * 49 源通　由大 滝川江陵中 3 中学 第75回空知選手権 北海道 深川市陸上競技場 20200726
砲丸投(5.000kg) 9.17* * 50 柴田　賢 湧別中 2 中学 第66回全日本中学生通信陸上競技北海道オホーツク大会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200822



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

砲丸投(4.000kg) 11.92* * 1 上村宗仁朗 釧路共栄中 1 中学 釧根秋季記録会第3戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201024
砲丸投(4.000kg) 11.71* * 2 巽　勇太朗 函館潮光中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
砲丸投(4.000kg) 11.39* * 3 三好　慶悟 清水中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200808
砲丸投(4.000kg) 11.05* * 4 小助川　智博 紋別中 3 中学 第66回全日本中学生通信陸上競技北海道オホーツク大会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200822
砲丸投(4.000kg) 10.71* * 5 館山　正真 函館湯川中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
砲丸投(4.000kg) 10.63* * 6 斎藤　勇太 函館亀田中 2 中学 道南記録会第2戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200726
砲丸投(4.000kg) 10.58* * 7 中田　光輝 西当別中 2 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
砲丸投(4.000kg) 10.37* * 8 小原　拓真 北見常呂中 3 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201017
砲丸投(4.000kg) 10.33* * 9 山村　健太 札幌福井野中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
砲丸投(4.000kg) 10.11* * 10 平井　雅俊 八雲落部中 2 中学 道南記録会第1戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200718
砲丸投(4.000kg) 9.91* * 11 須藤　晴人 北見北中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
砲丸投(4.000kg) 9.67* * 12 東海林　昂 札幌栄中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
砲丸投(4.000kg) 9.62* * 13 上藤　匡登 厚岸真龍中 2 中学 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
砲丸投(4.000kg) 9.14* * 14 茂治　耀音 美唄中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
砲丸投(4.000kg) 9.13* * 15 小関　勇嗣 札幌前田中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
砲丸投(4.000kg) 9.13* * 16 清水　廉人 北広島東部中 2 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
砲丸投(4.000kg) 9.00* * 17 道谷　陽太 北見常呂中 3 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201017
砲丸投(4.000kg) 8.79* * 18 福田　悠介 網走一中 3 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201017
砲丸投(4.000kg) 8.76* * 19 岩崎　鼓太郎 北見北光中 1 中学 釧根秋季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
砲丸投(4.000kg) 8.74* * 20 太田　龍空 北見小泉中 2 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
砲丸投(4.000kg) 8.72* * 21 川上　大輝 美唄中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
砲丸投(4.000kg) 8.58* * 22 市川　竜雅 千歳中 2 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
砲丸投(4.000kg) 8.50* * 23 脇坂　宥伸 岩内一中 1 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会小樽後志会場 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200801
砲丸投(4.000kg) 8.39* * 24 藤原　悠生 札幌手稲中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822
砲丸投(4.000kg) 8.35* * 25 西山　春来 札幌北都中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
砲丸投(4.000kg) 8.34* * 26 木原　海人 札幌星置中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822
砲丸投(4.000kg) 8.30* * 27 佐藤将太郎 八雲中 2 中学 道南記録会第2戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200726
砲丸投(4.000kg) 8.27* * 28 梅原　丈裕 札幌発寒中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
砲丸投(4.000kg) 8.13* * 29 松井　翔汰 函館湯川中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200905
砲丸投(4.000kg) 8.10* * 30 鷲田　朝翔 函館桔梗中 2 中学 道南記録会第1戦 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200718
砲丸投(4.000kg) 8.10* * 30 西川怜佑 千歳中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道道央大会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200725



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

砲丸投(6.000kg) 10.75* * 1 工藤　勇磨 函館亀田中 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004
砲丸投(6.000kg) 10.73* * 2 大江　隼人 登別明日中 3 中学 室蘭地方記録会3戦 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20201017
砲丸投(6.000kg) 9.99* * 3 松井　琉偉 本別中 3 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
砲丸投(6.000kg) 9.19* * 4 上村宗仁朗 釧路共栄中 1 中学 釧根秋季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
砲丸投(6.000kg) 9.01* * 5 菅原　達椰 帯広四中 3 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
砲丸投(6.000kg) 8.03* * 6 松岡　達哉 幕別糠内中 3 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
砲丸投(6.000kg) 7.62* * 7 西島　旬汰 帯広四中 3 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
砲丸投(6.000kg) 7.48* * 8 方川　寛翔 足寄中 2 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
砲丸投(6.000kg) 7.34* * 9 津島　望央 釧路大楽毛中 2 中学 釧根秋季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
砲丸投(6.000kg) 7.32* * 10 井崎　　碧衣 下音更中 1 中学 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802

競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

砲丸投(2.721kg) 8.55* * 1 伊藤　柊優 厚真スローイングチーム 1 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
砲丸投(2.721kg) 6.68* * 2 大田　恵吾 北広島大曲中 1 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
砲丸投(2.721kg) 4.27* * 3 山本　睦広 江別大麻中 1 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

円盤投(1.500kg) 32.73* * 1 久米　漣斗 厚真スローイングチーム 3 中学 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
円盤投(1.500kg) 28.98* * 2 山村　健太 札幌福井野中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
円盤投(1.500kg) 26.78* * 3 亀田　遼太 札幌新陵中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
円盤投(1.500kg) 21.12* * 4 岡本　晃征 札幌手稲中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
円盤投(1.500kg) 21.02* * 5 滝沢　亮太 雄武中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200913
円盤投(1.500kg) 20.43* * 6 菅原　碧成 札幌手稲中 3 中学 第8回札幌中学校選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200921
円盤投(1.500kg) 20.01* * 7 水野　　舜也 北見おんねゆ学園中 3 中学 オホーツク陸協記録会第4戦 北海道 北見市東陵公園陸上競技場 20200809
円盤投(1.500kg) 19.57* * 8 佐藤　広大 遠軽中 3 中学 第66回全日本中学生通信陸上競技北海道オホーツク大会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200823
円盤投(1.500kg) 19.40* * 9 伊藤　柊優 厚真スローイングチーム 1 中学 第24回苫小牧選手権 北海道 苫小牧市緑ケ丘公園陸上競技場 20201003
円盤投(1.500kg) 19.32* * 10 石橋　誠司 雄武中 2 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200913

競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

やり投(800g 1986～) 40.51* * 1 小原　拓真 北見常呂中 3 中学 第23回オホーツク秋季競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200912
やり投(800g 1986～) 29.42* * 2 小田桐　新岳 木古内中 3 中学 第50回道南秋季競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201004



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

四種競技（中学） 2521* * 1 三好　慶悟 清水中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 北海道 帯広の森陸上競技場 20200809
四種競技（中学） 2456* * 2 館山　正真 函館湯川中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
四種競技（中学） 2374* * 3 巽　勇太朗 函館潮光中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
四種競技（中学） 2285* * 4 東海林　昂 札幌栄中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
四種競技（中学） 1980* * 5 山村　健太 札幌福井野中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
四種競技（中学） 1977* * 6 西川怜佑 千歳中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道道央大会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200725
四種競技（中学） 1814* * 7 茂治　耀音 美唄中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
四種競技（中学） 1813* * 8 後藤　颯太 美唄中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
四種競技（中学） 1806* * 9 小関　勇嗣 札幌前田中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
四種競技（中学） 1764* * 10 小助川　智博 紋別中 3 中学 北海道ジュニア選手権（道北会場） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200906
四種競技（中学） 1724* * 11 梅原　丈裕 札幌発寒中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
四種競技（中学） 1700* * 12 小原　拓真 北見常呂中 3 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201017
四種競技（中学） 1679* * 13 津田健大 石狩花川中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
四種競技（中学） 1666* * 14 太田　龍空 北見小泉中 2 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200920
四種競技（中学） 1662* * 15 佐藤　陽 千歳勇舞中 2 中学 U15チャレンジ陸上競技 北海道 釧路市民陸上競技場 20201004
四種競技（中学） 1658* * 16 松井　翔汰 函館湯川中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道南会場） 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200906
四種競技（中学） 1642* * 17 斎藤　陽向 札幌発寒中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
四種競技（中学） 1641* * 18 脇坂　宥伸 岩内一中 1 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会小樽後志会場 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200801
四種競技（中学） 1632* * 19 西山　春来 札幌北都中 3 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
四種競技（中学） 1575* * 20 川上　大輝 美唄中 2 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道空知大会 北海道 岩見沢市東山運動公園陸上競技場 20200801
四種競技（中学） 1478* * 21 十川　晴登 札幌栄中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
四種競技（中学） 1431* * 22 中村　志瞳 北見高栄中 2 中学 第66回全日本中学生通信陸上競技北海道オホーツク大会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200822
四種競技（中学） 1425* * 23 脇坂　宥伸 小樽後志・岩内第一中 1 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
四種競技（中学） 1417* * 24 道谷　陽太 北見常呂中 3 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201017
四種競技（中学） 1415* * 25 清水　遥太 千歳中 2 中学 北海道ジュニア選手権（道央会場） 北海道 札幌市円山競技場 20200905
四種競技（中学） 1413* * 26 木原　海人 札幌星置中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822
四種競技（中学） 1398* * 27 藤原　悠生 札幌手稲中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822
四種競技（中学） 1398* * 27 本田　孝仁 北見常呂中 2 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200920
四種競技（中学） 1280* * 29 佐々木　綸吾 小樽潮見台中 1 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会小樽後志会場 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200801
四種競技（中学） 1256* * 30 出村喜心矢 函館湯川中 2 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道南会場 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200802
四種競技（中学） 1200* * 31 林　柚輔 北見北中 2 中学 第27回オホーツク中学校新人競技会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200920
四種競技（中学） 1143* * 32 福田　悠介 網走一中 3 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201017
四種競技（中学） 1103* * 33 田岡　理玖 札幌前田中 1 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822
四種競技（中学） 1096* * 34 坂野　健太 札幌手稲中 3 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技札幌会場 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200801
四種競技（中学） 1090* * 35 千葉　康太郎 札幌北都中 2 中学 第24回道央中学校選手権兼第38回道央小学生大会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
四種競技（中学） 1049* * 36 山田　拓実 広尾中 2 中学 第62回全十勝中学新人競技会 北海道 帯広の森陸上競技場 20200830
四種競技（中学） 1006* * 37 重山　翔太 江別野幌中 2 中学 第27回石狩管内中学校新人競技会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
四種競技（中学） 946* * 38 吉薗　架 西当別中 1 中学 第66回全日本中学校通信陸上競技北海道道央大会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200725
四種競技（中学） 940* * 39 角　琉斗 札幌手稲中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822
四種競技（中学） 940* * 39 相場　凌空 札幌向陵中 1 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822
四種競技（中学） 877* * 41 平沢　　　　葉 函館潮光中 1 中学 第53回道南中学校新人競技会 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20200830
四種競技（中学） 846* * 42 工藤　悠太 江別野幌中 2 中学 第27回石狩管内中学校新人競技会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
四種競技（中学） 828* * 43 高田　克己 札幌向陵中 2 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822
四種競技（中学） 812* * 44 西木　蓮 石狩花川中 1 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
四種競技（中学） 786* * 45 竹之下　有輝 札幌新琴似中 1 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822
四種競技（中学） 780* * 46 山本　銀士郎 網走一中 3 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201017
四種競技（中学） 741* * 47 中田　　隼翔 網走一中 1 中学 オホーツク陸協混成競技記録会 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20201017
四種競技（中学） 709* * 48 田口　聖 千歳勇舞中 1 中学 第24回道央中学校選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
四種競技（中学） 709* * 48 井田　遥斗 江別野幌中 2 中学 第27回石狩管内中学校新人競技会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
四種競技（中学） 501* * 50 本庄　隼 札幌光陽中 1 中学 第49回札幌市中学校新人競技会 北海道 札幌市円山競技場 20200822


