
競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
100m 10.58* +1.8* 1 中村　伊吹 東海大北海道 2 大学 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
100m 10.60* +1.0* 2 安田　凌真 順大 2 大学 北海道 第5回順天堂大学競技会 千葉 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 20200815
100m 10.66* +2.0* 3 中谷　駿 大東大 2 大学 北海道 平成国際大学競技会 埼玉 上尾運動公園陸上競技場 20201031
100m 10.67* 0.7* 4 赤沼　志龍 東海大北海道 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
100m 10.68* 0.7* 5 島　海斗 札幌国際大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
100m 10.69* -0.6* 6 高橋　佑輔 Ｄｏｈｏｋｕ　Ａｔｈｌｅｔｅ 一般 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
100m 10.75* 0.7* 7 三上　凌 札幌国際大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
100m 10.80* +1.1* 8 村上　霞茉 岐阜協立大 3 大学 北海道 西濃陸協強化普及記録会 岐阜 大垣市浅中公園陸上競技場 20201103
100m 10.86* 0.7* 9 金井　秀司 北教大岩見沢 4 大学 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
100m 10.87* 0.0* 10 石谷　拓也 北翔大 4 大学 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
100m 10.90* +0.7* 11 外川　天寿 国武大 4 大学 北海道 国際武道大学学内競技会 千葉 国際武道大学陸上競技場 20200815
100m 10.91* +0.8* 12 上村　康介 福島大 1 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
100m 10.97* -0.2* 13 星　汰一 北翔ＡＣ 一般 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
100m 10.97* 0.7* 13 浦山　大介 北翔大 2 大学 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
100m 10.97* 0.7* 13 菅野　大雅 東海大北海道 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
100m 10.97* +-0.0* 13 天城　陽太 中大 3 大学 北海道 第3回中央大学記録会 東京 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 20200920
100m 10.97* +1.2* 13 神野　基貴 北翔大 3 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
100m 10.98* 1.6* 18 佐々木　悠亮 フロスト札幌 一般 北海道 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 11.01* +1.1* 19 小野寺　啓太 日大 1 大学 北海道 道北記録会第4戦（高校） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200808
100m 11.02* +0.5* 20 目谷　泰成 中京大 3 大学 北海道 第1回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 20200711
100m 11.02* -0.8* 20 天城　朝陽 城西大 1 大学 北海道 日本インカレ標準記録突破挑戦記録会 埼玉 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 20200810
100m 11.02* +0.6* 20 高城　寛生 札幌大 3 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
100m 11.02* +2.0* 20 高橋　真耶 釧路公立大 1 大学 北海道 釧根秋季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
100m 11.02* +0.6* 20 越田　純一郎 駿河台大 2 大学 北海道 平成国際大学競技会 埼玉 上尾運動公園陸上競技場 20201031
100m 11.04* +0.4* 25 杉林　大地 東洋大 2 大学 北海道 第30回新座選手権 埼玉 新座市総合運動公園陸上競技場 20200919
100m 11.05* 0.7* 26 川本　怜平 ＡＮＡ新千歳空港 一般 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
100m 11.10* 0.7* 27 金子　瑠粋 北翔大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
100m 11.13* -0.4* 28 林　　翔也 東海大北海道 2 大学 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
100m 11.14* -1.4* 29 柴田　康暉 苫小牧地方陸協 一般 北海道 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
100m 11.14* +1.1* 29 長谷川　瑛紀 駿河台大 1 大学 北海道 日本インカレ標準記録突破挑戦記録会 埼玉 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 20200812
100m 11.14* +1.1* 29 目黒　聖也 札幌大 般 大学 北海道 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
100m 11.15* 2.0* 32 稲垣　新太 フロスト札幌 一般 北海道 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 11.16* +0.9* 33 本所　蓮治 中大 2 大学 北海道 第3回中央大学記録会 東京 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 20200920
100m 11.17* 0.6* 34 林　翔矢 東海大北海道 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
100m 11.18* +0.9* 35 久保田　孝平 ＮＡＳＳ 一般 北海道 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 11.19* +1.4* 36 渡部　卓統 北教大函館 4 大学 北海道 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 20200719
100m 11.19* -0.1* 36 大橋　泰輝 日体大 2 大学 北海道 日本体育大学競技会 東京 八王子市上柚木公園陸上競技場 20200812
100m 11.20* +0.6* 38 佐々木　貴文 北教大岩見沢 1 一般 北海道 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
100m 11.21* +0.6* 39 高橋　直也 大東大 1 大学 北海道 日本インカレ標準記録突破挑戦記録会 埼玉 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 20200810
100m 11.21* -0.7* 39 佐々木貴史 北教大岩見沢 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
100m 11.23* 1.4* 41 徳光　正伍 道体アスリート 一般 北海道 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 11.23* +0.6* 41 三浦　徹大 日大 1 大学 北海道 第1回日本大学競技会 東京 日本大学陸上競技場 20200404
100m 11.23* +1.1* 41 中西　慧樹 北教大旭川 3 大学 北海道 道北記録会第4戦（高校） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200808
100m 11.23* 0.1* 41 山村　唯人 東海大北海道 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
100m 11.24* +1.0* 45 今森　賛 白樺学園ＡＣ 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
100m 11.24* 1.4* 45 成田　開也 札幌大 3 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
100m 11.24* +1.9* 45 加藤　隆靖 北教大 2 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
100m 11.26* 0.2* 48 坂本　紘士 札幌大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
100m 11.26* 0.2* 48 菅井　慧 札幌国際大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
100m 11.27* +-0.0* 50 ボンド・レオ将 中大 1 大学 北海道 第3回中央大学記録会 東京 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 20200920
100m 11.28* -0.3* 51 芳村　健斗 道体アスリート 一般 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
100m 11.28* +1.3* 51 藤村　恒平 山梨学大 3 大学 北海道 北麓スプリント 山梨 富士北麓公園陸上競技場 20200801
100m 11.28* 1.1* 51 武田　和真 札幌国際大 3 大学 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
200m 21.49* +1.0* 1 赤沼　志龍 東海大北海道 2 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201019
200m 21.58* -0.6* 2 安田　凌真 順大 2 大学 北海道 第3回順天堂大学競技会 千葉 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 20200802
200m 21.59* 1.8* 3 島　海斗 札幌国際大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 22.00* +1.2* 4 金井　秀司 北教大岩見沢 4 大学 北海道 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
200m 22.09* +0.6* 5 中村　伊吹 東海大北海道 2 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
200m 22.11* 1.8* 6 石井　祐太 フロスト札幌 一般 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
200m 22.21* 0.2* 7 神野　基貴 北翔大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 22.23* 0.2* 8 中谷　駿 大東大 2 大学 北海道 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
200m 22.23* +1.0* 8 上村　康介 福島大 1 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201019
200m 22.25* +0.0* 10 金子　瑠粋 北翔大 1 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
200m 22.28* +1.5* 11 佐々木貴史 北教大岩見沢 1 大学 北海道 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 22.35* +0.1* 12 杉林　大地 東洋大 2 大学 北海道 川口市選手権兼第2回チャレンジトライアル陸上競技 埼玉 川口市青木町公園陸上競技場 20201004
200m 22.35* +1.7* 12 高城　寛生 札幌大 3 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201019
200m 22.36* +1.2* 14 加藤　隆靖 北教大岩見沢 2 大学 北海道 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
200m 22.36* +1.6* 14 徳光　正伍 道体アスリート 一般 北海道 第50回北陸実業団選手権 富山 富山県総合運動公園富山陸上競技場 20200905
200m 22.40* +0.7* 16 藤村　恒平 山梨学大 3 大学 北海道 山梨グランプリ 山梨 富士北麓公園陸上競技場 20200830
200m 22.43* 0.7* 17 鳴海　真也 札幌大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
200m 22.46* 1.8* 18 菅野　大雅 東海大北海道 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 22.62* -1.6* 19 小野寺　啓太 日大 1 大学 北海道 道北記録会第4戦（高校） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200808
200m 22.63* 0.9* 20 武田　和真 札幌国際大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 22.64* 1.4* 21 鈴木　大 北大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 22.64* +0.8* 21 大橋　泰輝 日体大 2 大学 北海道 横浜市選手権 神奈川 横浜市営三ツ沢公園陸上競技場 20201004
200m 22.77* 0.7* 23 山村　唯人 東海大北海道 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 22.80* +1.5* 24 高橋　直也 大東大 1 大学 北海道 日本インカレ標準記録突破挑戦記録会 埼玉 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 20200810
200m 22.84* 0.9* 25 成田　開也 札幌大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 22.92* 1.4* 26 上野　友也 北海学園大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 22.95* 1.4* 27 高橋　真耶 釧路公立大 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
200m 22.97* -1.1* 28 浦山　大介 北翔大 2 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200913
200m 23.03* 0.2* 29 芳村　健斗 道体アスリート 一般 北海道 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
200m 23.07* -1.2* 30 野々川　善己 筑波大 4 大学 北海道 第3回筑波大競技会 茨城 筑波大学陸上競技場 20200730
200m 23.07* -0.6* 30 新納　拓 Ｄｏｈｏｋｕ・ＡＣ 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
200m 23.08* -1.8* 32 植木　将太 高崎経大 1 大学 北海道 第1回高崎経済大学記録会 群馬 高崎市浜川競技場 20200906
200m 23.10* +1.6* 33 加藤　隆靖 北教大 2 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
200m 23.16* 1.8* 34 宮川　知樹 フロスト札幌 一般 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
200m 23.24* 0.9* 35 矢口　航大 東海大北海道 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 23.34* +2.0* 36 高橋　大成 帯広畜産大 2 大学 北海道 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
200m 23.40* -0.1* 37 小熊　朗 フロスト札幌 一般 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200808
200m 23.41* -0.4* 38 佐藤　翔太 オホーツクＡＣ 般 一般 北海道 釧根夏季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20200801
200m 23.42* 1.4* 39 石谷　晃己 北翔大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
200m 23.42* +0.0* 39 梅田　優斗 札幌大 3 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
200m 23.46* 0.1* 41 柴田　凌 東海大北海道 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 23.49* -0.9* 42 植木　将太 高経大 1 大学 北海道 第35回国公立27大学対校競技会 埼玉 上尾運動公園陸上競技場 20200923
200m 23.55* 0.7* 43 久保田　聖斗 札幌国際大 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
200m 23.58* 0.8* 44 渡辺　樹輝 北翔大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 23.59* +0.1* 45 穴沢　瑛 北教大函館 1 大学 北海道 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 23.62* 0.7* 46 久保　楓 札幌大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 23.69* -0.5* 47 小林　寛明 Ｄｏｈｏｋｕ・ＡＣ 一般 北海道 道北記録会第3戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200705
200m 23.78* +0.6* 48 相沢　信吾 北教大 3 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
200m 23.79* 0.1* 49 畠山　稜馬 北星学園大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
200m 23.93* 1.6* 50 板垣　涼 札幌国際大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
200m 23.99* 1.4* 51 川住　遼典 北大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
300m 34.70* * 1 芳村　健斗 道体アスリート 一般 北海道 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 36.03* * 2 宮川　知樹 フロスト札幌 一般 北海道 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 36.41* * 3 高橋　真耶 釧路公立大 1 大学 北海道 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
300m 36.72* * 4 小熊　朗 フロスト札幌 一般 北海道 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 37.11* * 5 須藤　遥平 室蘭工大 2 大学 北海道 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 37.73* * 6 高橋　大成 帯広畜産大 2 大学 北海道 秋季記録会第2戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201024
300m 38.34* * 7 菅原　稜平 道体アスリート 一般 北海道 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 39.86* * 8 酒井　達也 ＡＣＥ室蘭 一般 北海道 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 41.98* * 9 鶴巻　宏太 室蘭工大 M1 大学 北海道 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



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
400m 47.93* * 1 森　周志 中大 2 大学 北海道 第89回日本学生対校選手権 新潟 新潟スタジアム 20200911
400m 48.37* * 2 小野寺　将太 順大 2+ 大学 北海道 第9回順天堂大学競技会 千葉 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 20200327
400m 48.39* * 3 芳村　健斗 道体アスリート 一般 北海道 第50回北陸実業団選手権 富山 富山県総合運動公園富山陸上競技場 20200906
400m 48.50* * 4 赤沼　志龍 東海大北海道 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 49.07* * 5 吉田　達也 東海大北海道 4 大学 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
400m 49.30* * 6 鳴海　真也 札幌大 3 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
400m 49.64* * 7 小野寺　啓太 日大 1 大学 北海道 道北記録会第5戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20201003
400m 49.95* * 8 林　京汰 金沢大 3 大学 北海道 第51回北信越学生選手権 富山 富山県総合運動公園富山陸上競技場 20200926
400m 49.97* * 9 藤村　恒平 山梨学大 2 大学 北海道 富士北麓ワールドトライアル 山梨 富士北麓公園陸上競技場 20200906
400m 49.99* * 10 野々川　善己 筑波大 4 大学 北海道 第4回筑波大学競技会 茨城 筑波大学陸上競技場 20200813
400m 50.22* * 11 石井　祐太 フロスト札幌 一般 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
400m 50.26* * 12 泉　遥斗 日体大 2 大学 北海道 日本体育大学競技会 東京 八王子市上柚木公園陸上競技場 20200812
400m 50.30* * 13 中村　伊吹 東海大北海道 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 50.58* * 14 枝川　岳史 筑波大 3 大学 北海道 第7回筑波大競技会 茨城 筑波大学陸上競技場 20201031
400m 50.66* * 15 鈴木　大 北大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
400m 50.76* * 16 金井　秀司 北教大岩見沢 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 51.04* * 17 伊藤　拓夢 札幌大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 51.13* * 18 佐々木貴史 北教大岩見沢 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 51.26* * 19 須藤　遥平 室工大 2 大学 北海道 室蘭地方記録会1戦 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20200711
400m 51.35* * 20 柴田　凌 東海大北海道 1 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
400m 51.37* * 21 高城　寛生 札幌大 3 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
400m 51.65* * 22 米田　健斗 鹿屋体大 1 大学 北海道 南九州地区学生競技会 鹿児島 鹿屋体育大学陸上競技場 20200801
400m 51.67* * 23 武田　和真 札幌国際大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 51.95* * 24 小熊　朗 フロスト札幌 一般 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
400m 51.99* * 25 佐藤　翔太 オホーツクＡＣ 般 一般 北海道 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 20200808
400m 52.05* * 26 長谷川　冬磨 札幌学院大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
400m 52.09* * 27 横谷　政一 道体アスリート 一般 北海道 第50回北陸実業団選手権 富山 富山県総合運動公園富山陸上競技場 20200906
400m 52.10* * 28 増川　来伽 東海大北海道 3 大学 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
400m 52.29* * 29 長岡　祥平 室蘭工大 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200918
400m 52.52* * 30 塚田　大雅 札幌大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
400m 52.65* * 31 三上　典大 北教大札幌 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 52.77* * 32 岩谷　壮太 北教大岩見沢 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
400m 52.89* * 33 小柳　竣 東海大北海道 1 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
400m 53.02* * 34 石田　紘希 札幌大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
400m 53.03* * 35 山室　泰雅 札幌国際大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200820
400m 53.08* * 36 中嶋　拓実 北教大岩見沢 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 53.10* * 37 宮川　知樹 フロスト札幌 一般 北海道 第13回道央混成競技競技会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200807
400m 53.11* * 38 石田　絋希 札幌大 4 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
400m 53.24* * 39 三浦　学 ＡＬＬ 一般 北海道 道北記録会第4戦（高校） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200808
400m 53.27* * 40 平井　玲央 旭川医大 1 大学 北海道 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
400m 53.31* * 41 加藤　瞭 札幌大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 53.67* * 42 久保田　聖斗 札幌国際大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 53.86* * 43 山下　郁弥 札幌学院大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
400m 53.89* * 44 岩谷　壮太 北教大 2 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
400m 53.90* * 45 森田　裕慈 札幌大 4 大学 北海道 道北記録会第5戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20201003
400m 54.02* * 46 小野　巧明 美幌ＲＣ 一般 北海道 第75回釧路市体育祭兼第51回秋季選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200913
400m 54.07* * 47 酒井　達也 ＡＣＥ室蘭 一般 北海道 室蘭地方記録会1戦 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20200711
400m 54.38* * 48 高浜　嶺 札幌学院大 1 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
400m 54.50* * 49 平山　誠之助 札幌大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400m 54.59* * 50 橋浦　紘汰 札幌学院大 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
800m 1.55.82* * 1 高浜　嶺 札幌学院大 1 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201019
800m 1.56.08* * 2 長谷川　冬磨 札幌学院大 2 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
800m 1.56.13* * 3 巌　翔真 東京学芸大 2 大学 北海道 第99回関東学生対校選手権 東京 江戸川区陸上競技場 20201024
800m 1.56.14* * 4 金川　亮太 一橋大 2 大学 北海道 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
800m 1.56.17* * 5 田中　佑典 札幌学院大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
800m 1.56.67* * 6 須藤　遥平 室蘭工大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
800m 1.57.19* * 7 森田　豪 北大 6 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
800m 1.59.15* * 8 井上　陽介 オホーツクＡＣ 般 一般 北海道 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 1.59.19* * 9 山本　貴大 北教大岩見沢 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
800m 1.59.53* * 10 高畠　宙希 北教大岩見沢 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
800m 1.59.68* * 11 丑沢　拓巳 北教大岩見沢 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
800m 1.59.84* * 12 三原　秀太 北教大函館 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
800m 1.59.90* * 13 長谷川　冬麿 札幌学院大 2 大学 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200808
800m 1.59.92* * 14 塩崎　元汰 城西大 2 大学 北海道 第1回東京陸協ミドルディスタンス・チャレンジ 東京 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場20201027
800m 2.00.04* * 15 瀬尾　龍司 北教大岩見沢 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
800m 2.00.13* * 16 吉岡　拓海 室蘭工大 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
800m 2.00.19* * 17 橋浦　紘汰 札幌学院大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
800m 2.00.38* * 18 平井　玲央 旭川医大 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
800m 2.00.67* * 19 小笠原　涼太 北翔大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
800m 2.00.83* * 20 滝沢　　拓海 鹿追陸協 一般 北海道 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
800m 2.01.28* * 21 山下　郁弥 札幌学院大 3 大学 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
800m 2.02.84* * 22 松倉　真也 Ｄｏｈｏｋｕ・ＡＣ 一般 北海道 第50回北陸実業団選手権 富山 富山県総合運動公園富山陸上競技場 20200905
800m 2.03.59* * 23 林　京汰 金沢大 3 大学 北海道 第1回石川県強化記録会 石川 西部緑地公園陸上競技場 20201011
800m 2.03.97* * 24 井戸　優希 北教大岩見沢 1 大学 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
800m 2.04.00* * 25 芳村　健斗 道体アスリート 一般 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
800m 2.04.95* * 26 藤井　悠平 北翔大 3 大学 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
800m 2.05.02* * 27 塚田　大雅 札幌大 4 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
800m 2.07.46* * 28 長岩　隆 道南陸協 一般 北海道 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
800m 2.08.52* * 29 井上　明彦 北見市 般 マスターズ 北海道 第35回北海道マスターズ選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200802
800m 2.09.63* * 30 溝江　敦樹 北教大札幌 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
800m 2.09.67* * 31 小林　大夢 札幌国際大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
800m 2.09.74* * 32 中杖　建郎 北大医歯薬学部 6 大学 北海道 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 2.09.81* * 33 森田　裕慈 札幌大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
800m 2.10.44* * 34 佐藤　真吾 札幌市 マスターズ 北海道 第35回北海道マスターズ選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200802
800m 2.10.47* * 35 成田　大 室蘭入江ＲＣ 一般 北海道 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
800m 2.13.21* * 36 小野　巧明 美幌ＲＣ 一般 北海道 釧根夏季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20200801
800m 2.13.98* * 37 佐藤　爵 札幌ＮＦＣ 一般 北海道 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 2.15.78* * 38 大矢　浩人 道体アスリート 一般 北海道 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 2.16.41* * 39 小山内　和也 札幌市陸協 一般 北海道 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 2.19.92* * 40 中田　世織 ちばりよ～ＲＣ 一般 北海道 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 2.21.02* * 41 高橋　俊幸 札幌市陸協 一般 北海道 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 2.22.13* * 42 杉村　直樹 苫小牧陸協Ｍ５０ 一般 北海道 苫小牧記録会第1戦 北海道 苫小牧市緑ケ丘公園陸上競技場 20200711
800m 2.22.22* * 43 阿賀　康修 道体アスリート 一般 北海道 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 2.22.24* * 44 広瀬　允也 ちばりよ～ＲＣ 一般 北海道 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 2.23.11* * 45 佐藤　聖将 北教大函館 2 大学 北海道 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 2.37.98* * 46 成瀬　孝幸 東神楽町 マスターズ 北海道 第35回北海道マスターズ選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200802
800m 2.41.11* * 47 岡　貴一 北海道 マスターズ 北海道 第35回北海道選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200802



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
1000m 2.33.10* * 1 井上　陽介 オホーツクＡＣ 般 一般 北海道 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 2.41.18* * 2 滝　肇也 ちばりよ～ＲＣ 一般 北海道 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 3.18.80* * 3 向井　優斗 北星学園大 2 大学 北海道 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 4.19.42* * 4 松田　崇 オホーツク陸協 一般 北海道 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 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
1500m 3.46.90* * 1 伊藤　健太 千代台スクール 一般 北海道 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 3.50.31* * 2 田中　佑典 札幌学院大 4 大学 北海道 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 3.51.60* * 3 神　　 直之 北星病院 一般 北海道 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 3.55.72* * 4 黒田　遥登 札幌国際大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
1500m 3.58.71* * 5 金綱　航平 北大 M1 大学 北海道 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 3.59.23* * 6 金川　亮太 一橋大 2 大学 北海道 第1回東京陸協ミドルディスタンス・チャレンジ 東京 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場20201027
1500m 3.59.66* * 7 藤原　昂介 島建陸遊会ＡＣ 一般 北海道 横浜市選手権 神奈川 横浜市営三ツ沢公園陸上競技場 20201003
1500m 4.00.22* * 8 大間　塁 札幌市陸協 一般 北海道 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 4.01.86* * 9 谷川　純也 札幌学院大 1 大学 北海道 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 4.03.25* * 10 井上　陽介 オホーツクＡＣ 般 一般 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
1500m 4.03.96* * 11 福島　奈槻 札幌エクセルＡＣ 一般 北海道 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 4.04.76* * 12 滝沢　拓海 十勝陸協 一般 北海道 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 4.04.95* * 13 高浜　嶺 札幌学院大 1 大学 北海道 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 4.05.34* * 14 丑沢　拓巳 北教大岩見沢 3 大学 北海道 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 4.05.42* * 15 金内　健治 作．ＡＣ北海道 一般 北海道 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 20200719
1500m 4.05.76* * 16 東　将輝 札幌国際大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
1500m 4.05.79* * 17 藤井　太雅 道南陸協 一般 北海道 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
1500m 4.06.16* * 18 滝沢　　拓海 鹿追陸協 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
1500m 4.06.52* * 19 山本　貴大 北教大岩見沢 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
1500m 4.08.47* * 20 坂見　一将 筑波大 2 大学 北海道 第1回筑波大記録突破競技会 茨城 筑波大学陸上競技場 20200401
1500m 4.08.70* * 21 小笠原　涼太 北翔大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
1500m 4.09.72* * 22 佐藤　昂成 北教大岩見沢 4 大学 北海道 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 4.10.13* * 23 幸谷　玲弥 札幌学院大 3 大学 北海道 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 4.10.42* * 24 白戸　真大 札幌国際大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
1500m 4.10.43* * 25 森田　豪 北大 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
1500m 4.10.71* * 26 白土　瑞樹 札幌エクセルＡＣ 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
1500m 4.10.80* * 27 藤井　悠平 北翔大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
1500m 4.10.91* * 28 長谷川　冬磨 札幌学院大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
1500m 4.13.25* * 29 関　瞬ノ介 北教大 1 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
1500m 4.13.41* * 30 松倉　真也 Ｄｏｈｏｋｕ・ＡＣ 一般 北海道 第5回佐野選手権 栃木 佐野市運動公園陸上競技場 20200920
1500m 4.13.47* * 31 西谷　俊輝 ＮＡｓｓ 一般 北海道 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
1500m 4.14.56* * 32 鍋城　邦一 北海道 マスターズ 北海道 第35回北海道選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200802
1500m 4.16.17* * 33 中山　祐作 北極星Ａ．Ｃ 一般 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
1500m 4.17.09* * 34 滝　肇也 ちばりよ～ＲＣ 一般 北海道 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 4.17.50* * 35 関口　真弘 小樽後志陸協 一般 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
1500m 4.18.43* * 36 阿部　雅行 作．ＡＣ北海道 一般 北海道 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
1500m 4.18.78* * 37 鈴木　一馬 道南陸協 一般 北海道 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 4.19.92* * 38 菊地　　雄紀 十勝陸協 一般 北海道 第22回阿部重広杯長距離競技大会 北海道 帯広の森陸上競技場 20200704
1500m 4.20.77* * 39 井上　明彦 オホーツクＡＣ 般 一般 北海道 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 20200808
1500m 4.20.91* * 40 大家　智希 イブリジニー 一般 北海道 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 4.20.99* * 41 工藤　聡大 北見工大 般 大学 北海道 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 20200808
1500m 4.21.07* * 42 土橋　　晋也 十勝陸協 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200802
1500m 4.21.38* * 43 山下　郁弥 札幌学院大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
1500m 4.21.43* * 44 大越　護 ちばりよ～ＲＣ 一般 北海道 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 4.21.46* * 45 羽山　和宏 札幌市陸協 一般 北海道 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 4.21.65* * 46 関　瞬ノ介 北教大函館 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
1500m 4.22.16* * 47 佐藤　真吾 ＪＲ北海道ＭＣ 一般 北海道 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 4.24.82* * 48 花井　志朗 クラブＲ２北海道 一般 北海道 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 4.25.15* * 49 瀬尾　龍司 北教大岩見沢 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
1500m 4.25.31* * 50 吉岡　拓海 室工大 M1 大学 北海道 室蘭地方記録会1戦 北海道 室蘭市入江運動公園陸上競技場 20200711



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
3000m 8.25.90* * 1 幸谷　玲弥 札幌学院大 3 大学 北海道 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 8.29.44* * 2 伊藤　健太 千代台スクール 一般 北海道 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 8.31.57* * 3 藤村　燦太 中大 2 大学 北海道 第2回中央大学記録会 東京 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 20200801
3000m 8.34.31* * 4 田仲　海翔 上武大 3 大学 北海道 第83回平成国際大学長距離競技会 埼玉 鴻巣市立陸上競技場 20201024
3000m 8.37.17* * 5 大間　塁 札幌市陸協 一般 北海道 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
3000m 8.41.84* * 6 谷川　純也 札幌学院大 1 大学 北海道 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 8.42.29* * 7 工藤　雄大 札幌市陸協 一般 北海道 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
3000m 8.42.79* * 8 千菅　諒 札幌学院大 3 大学 北海道 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 8.46.41* * 9 椛沢　智貴 札幌学院大 2 大学 北海道 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 8.46.94* * 10 武石　大地 釧路地方陸協 一般 北海道 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 8.47.36* * 11 鍋城　邦一 道央陸協 一般 北海道 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 8.48.48* * 12 福島　奈槻 札幌エクセルＡＣ 一般 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
3000m 8.48.95* * 13 金内　健治 作．ＡＣ北海道 一般 北海道 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 20200719
3000m 8.50.96* * 14 高橋　孝弘 作．ＡＣ旭川 一般 北海道 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 8.54.12* * 15 藤井　太雅 道南陸協 一般 北海道 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 20200719
3000m 8.58.93* * 16 黒田　遥登 札幌国際大 4 大学 北海道 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 9.03.36* * 17 松本　研太朗 釜玉ＲＣ 一般 北海道 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 9.04.92* * 18 井上　陽介 オホーツクＡＣ 一般 北海道 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
3000m 9.07.72* * 19 古川　太一 流通経大 3 大学 北海道 第4回流通経済大学競技会 茨城 龍ケ崎市陸上競技場 20200809
3000m 9.14.68* * 20 中山　祐作 北極星Ａ．Ｃ 一般 北海道 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
3000m 9.19.71* * 21 高橋　昌也 釧路地方陸協 一般 北海道 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 9.25.01* * 22 大沼　龍之介 北教大釧路 3 大学 北海道 釧根秋季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
3000m 9.27.21* * 23 久村　幸己 北極星Ａ．Ｃ 一般 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
3000m 9.28.67* * 24 大槻　学 北極星Ａ．Ｃ 一般 北海道 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
3000m 9.29.40* * 25 渡辺　哲平 ハノハノ陸上 一般 北海道 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 9.30.06* * 26 高橋　俊幸 札幌市陸協 一般 北海道 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 9.30.74* * 27 畑中　大志 北極星Ａ．Ｃ 一般 北海道 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 9.34.81* * 28 榊原　醸 ちばりよ～ＲＣ 一般 北海道 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 9.35.31* * 29 川端　峰由紀 札幌市陸協 一般 北海道 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 9.41.93* * 30 五十嵐　健 釧路地方陸協 一般 北海道 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



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
5000m 13.44.94* * 1 藤木　宏太 国学院大 3 大学 北海道 多摩川五大学対校長距離競技会 静岡 静岡県裾野市運動公園陸上競技場 20201004
5000m 13.54.35* * 2 長田　駿佑 東海大 3 大学 北海道 平成国際大学秋季長距離競技会 埼玉 鴻巣市立陸上競技場 20200921
5000m 14.06.86* * 3 神　直之 北星病院 一般 北海道 ホクレンディスタンス・チャレンジ第5戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200718
5000m 14.07.19* * 4 小野　隆一朗 帝京大 1 大学 北海道 多摩川五大学対校長距離競技会 静岡 静岡県裾野市運動公園陸上競技場 20201004
5000m 14.07.59* * 5 金橋　佳佑 明大 3 大学 北海道 第7回早稲田大学競技会 埼玉 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 20201010
5000m 14.16.93* * 6 斎藤　晃太 日体大 3 大学 北海道 第83回平成国際大学長距離競技会 埼玉 鴻巣市立陸上競技場 20201024
5000m 14.20.41* * 7 Ｌ・Ｎ・グギ 札幌学院大 3 大学 北海道 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
5000m 14.22.82* * 8 杉本　龍陽 明大 2 大学 北海道 第7回早稲田大学競技会 埼玉 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 20201010
5000m 14.23.90* * 9 坂井　大我 明大 4 大学 北海道 第281回日本体育大学長距離競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 20201115
5000m 14.29.77* * 10 佐藤　颯 亜大 2 大学 北海道 第281回日本体育大学長距離競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 20201115
5000m 14.29.81* * 11 村上　太一 東洋大 1 大学 北海道 第83回平成国際大学長距離競技会 埼玉 鴻巣市立陸上競技場 20201024
5000m 14.35.86* * 12 田仲　海翔 上武大 3 大学 北海道 第84回平成国際大学長距離競技会 埼玉 鴻巣市立陸上競技場 20201121
5000m 14.38.07* * 13 藤本　竜 国学院大 2 大学 北海道 青森県春季ディスタンス記録会 青森 新青森県総合運動公園陸上競技場 20200704
5000m 14.38.49* * 14 幸谷　玲弥 札幌学院大 3 大学 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
5000m 14.39.68* * 15 勝浦　小太郎 明大 2 大学 北海道 第7回早稲田大学競技会 埼玉 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 20201010
5000m 14.40.75* * 16 Ｋ・ハブテシオン 星槎道都大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
5000m 14.40.94* * 17 谷川　純也 札幌学院大 1 大学 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
5000m 14.43.46* * 18 福島　奈槻 札幌エクセルＡＣ 一般 北海道 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
5000m 14.44.24* * 19 田中　佑典 札幌学院大 4 大学 北海道 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
5000m 14.45.70* * 20 西沼　佑司 オホーツク陸協 一般 北海道 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
5000m 14.47.77* * 21 野村　隼斗 札幌学院大 4 大学 北海道 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
5000m 14.49.49* * 22 長沢　圭馬 法大 4 大学 北海道 ホクレンディスタンス・チャレンジ第4戦 北海道 網走運動公園市営陸上競技場 20200715
5000m 14.52.70* * 23 伊藤　健太 千代台スクール 一般 北海道 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 20200830
5000m 14.55.54* * 24 田中　亮太 作．ＡＣ北海道 一般 北海道 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
5000m 15.00.52* * 25 金内　健治 作．ＡＣ北海道 一般 北海道 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
5000m 15.01.54* * 26 白土　瑞樹 札幌エクセルＡＣ 一般 北海道 第281回日本体育大学長距離競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 20201115
5000m 15.01.86* * 27 藤原　昂介 島建陸遊会ＡＣ 一般 北海道 第4回横浜市記録会（ナイター） 神奈川 横浜市営三ツ沢公園陸上競技場 20200913
5000m 15.02.26* * 28 大間　塁 札幌市陸協 一般 北海道 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
5000m 15.05.20* * 29 瀬能　拓真 北海学園大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
5000m 15.05.32* * 30 工藤　雄大 札幌市陸協 一般 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
5000m 15.07.33* * 31 椛沢　智貴 札幌学院大 2 大学 北海道 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
5000m 15.08.47* * 32 沢井　玄 作．ＡＣ北海道 一般 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
5000m 15.09.49* * 33 藤井　太雅 道南陸協 一般 北海道 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
5000m 15.10.63* * 34 高橋　孝弘 作．ＡＣ旭川 一般 北海道 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
5000m 15.12.15* * 35 武石　大地 釧路地方陸協 一般 北海道 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
5000m 15.12.82* * 36 鍋城　邦一 道央陸協 一般 北海道 道央記録会第3戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200830
5000m 15.13.06* * 37 千菅　諒 札幌学院大 3 大学 北海道 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
5000m 15.13.50* * 38 金綱　航平 北大 5 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
5000m 15.14.39* * 39 多田　奏太 青学大 1 大学 北海道 第6回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 20201031
5000m 15.21.09* * 40 島谷　樹 作．ＡＣ北海道 一般 北海道 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
5000m 15.24.12* * 41 鈴木　大聖 札幌学院大 4 大学 北海道 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
5000m 15.24.74* * 42 西村　樹 札幌国際大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
5000m 15.27.58* * 43 川口　大聖 作．ＡＣ北海道 一般 北海道 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
5000m 15.28.49* * 44 佐々木　速斗 札幌国際大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
5000m 15.29.83* * 45 山中　一輝 作．ＡＣ北海道 一般 北海道 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
5000m 15.29.92* * 46 木下　新太 オホーツク陸協 一般 北海道 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
5000m 15.30.01* * 47 飯島　修平 札幌市陸協 一般 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200913
5000m 15.33.82* * 48 辻　京佑 立教大 2 大学 北海道 第85回同志社大学対立教大学定期戦 埼玉 鴻巣市立陸上競技場 20201107
5000m 15.35.11* * 49 坂見　一将 筑波大 2 大学 北海道 第3回筑波大競技会 茨城 筑波大学陸上競技場 20200730
5000m 15.35.74* * 50 大沼　龍之介 北教大釧路 3 大学 北海道 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 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
10000m 28.24.79* * 1 藤木　宏太 国学院大 3 大学 北海道 ホクレンディスタンス・チャレンジ第2戦 北海道 深川市陸上競技場 20200708
10000m 28.56.70* * 2 金橋　佳佑 明大 3 大学 北海道 第9回早稲田大学競技会 埼玉 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 20201121
10000m 29.07.88* * 3 斎藤　晃太 日体大 3 大学 北海道 第281回日本体育大学長距離競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 20201114
10000m 29.10.73* * 4 Ｃ・ドゥング 日大 2 大学 北海道 第99回関東学生対校選手権 神奈川 相模原麻溝公園競技場 20201122
10000m 29.19.57* * 5 小野　隆一朗 帝京大 1 大学 北海道 10000m記録挑戦競技会 神奈川 相模原麻溝公園競技場 20201123
10000m 29.25.50* * 6 坂井　大我 明大 4 大学 北海道 第9回早稲田大学競技会 埼玉 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 20201121
10000m 29.26.32* * 7 村上　太一 東洋大 1 大学 北海道 第10回早稲田大学競技会 埼玉 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 20201121
10000m 29.34.80* * 8 杉本　龍陽 明大 2 大学 北海道 第11回早稲田大学競技会 埼玉 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 20201121
10000m 29.38.39* * 9 Ｌ・Ｎ・グギ 札幌学院大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
10000m 29.39.68* * 10 藤村　燦太 中大 2 大学 北海道 第84回平成国際大学長距離競技会 埼玉 鴻巣市立陸上競技場 20201121
10000m 29.40.84* * 11 勝浦　小太郎 明大 2 大学 北海道 第12回東海大学種目別競技会 神奈川 秦野市中央運動公園陸上競技場 20201017
10000m 30.06.06* * 12 中島　駿佑 上武大 2 大学 北海道 第84回平成国際大学長距離競技会 埼玉 鴻巣市立陸上競技場 20201121
10000m 30.16.09* * 13 神　直之 北星病院 一般 北海道 第84回平成国際大学長距離競技会 埼玉 鴻巣市立陸上競技場 20201121
10000m 30.29.12* * 14 佐藤　颯 亜大 2 大学 北海道 第84回平成国際大学長距離競技会 埼玉 鴻巣市立陸上競技場 20201121
10000m 30.49.40* * 15 幸谷　玲弥 札幌学院大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
10000m 30.53.54* * 16 鈴木　大聖 札幌学院大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
10000m 31.02.21* * 17 松尾　陸 順大 2+ 大学 北海道 第4回順天堂大学長距離記録会 千葉 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 20200326
10000m 31.12.97* * 18 清水上　諒 日大 1+ 大学 北海道 第1回日本大学長距離競技会 東京 世田谷区立総合運動場陸上競技場 20200308
10000m 31.31.11* * 19 宮本　蒼人 札幌学院大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
10000m 31.37.57* * 20 瀬能　拓真 北海学園大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
10000m 31.44.50* * 21 金綱　航平 北大 5 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
110mH(106.7cm_9.14m) 13.60* +1.4* 1 高橋　佑輔 Ｄｏｈｏｋｕ・ＡＣ 一般 北海道 AthleteNightGamesinFUKUI 福井 福井県営陸上競技場 20200829
110mH(106.7cm_9.14m) 14.26* -0.4* 2 緒方　陽也 法大 2 大学 北海道 第48回法政大学競技会 東京 法政大学多摩校地陸上競技場 20200726
110mH(106.7cm_9.14m) 14.49* +1.5* 3 ボンド・レオ将 中大 1 大学 北海道 第83回東京選手権 東京 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場20200725
110mH(106.7cm_9.14m) 14.75* +0.6* 4 久保田　孝平 ＮＡＳＳ 一般 北海道 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
110mH(106.7cm_9.14m) 14.88* -0.3* 5 大佐賀　　祥 空知陸協 一般 北海道 第75回空知選手権 北海道 深川市陸上競技場 20200726
110mH(106.7cm_9.14m) 14.94* +2.0* 6 藤林　蓮 北翔大 2 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
110mH(106.7cm_9.14m) 15.16* +0.1* 7 相馬　夕輝 仙台大 2 大学 北海道 第3回仙台大学競技会 宮城 仙台大学陸上競技場 20201003
110mH(106.7cm_9.14m) 15.23* 0.1* 8 中嶋　拓実 北教大岩見沢 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
110mH(106.7cm_9.14m) 15.23* 1.8* 8 新田　凪史 札幌国際大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
110mH(106.7cm_9.14m) 15.23* -0.6* 8 中嶋　拓実 北教大 4 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
110mH(106.7cm_9.14m) 15.46* 0.3* 11 穴沢　瑛 北教大函館 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
110mH(106.7cm_9.14m) 15.65* 0.1* 12 飛塚　祐輝 東海大北海道 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
110mH(106.7cm_9.14m) 15.66* 0.3* 13 松田　悠馬 札幌大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
110mH(106.7cm_9.14m) 15.73* -0.1* 14 上谷　優太朗 白樺学園ＡＣ 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
110mH(106.7cm_9.14m) 16.12* -0.2* 15 北浦　侑弥 ＤｏｕｈｏｋｕＡＣ 一般 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
110mH(106.7cm_9.14m) 16.18* +0.4* 16 穴沢　瑛 北教大 1 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
110mH(106.7cm_9.14m) 16.33* 0.7* 17 北浦　侑弥 Ｄｏｈｏｋｕ・ＡＣ 一般 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
110mH(106.7cm_9.14m) 16.38* 0.1* 18 山室　泰雅 札幌国際大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
110mH(106.7cm_9.14m) 16.41* -0.8* 19 日向　俊介 国士大 大学 北海道 第7回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 20200327
110mH(106.7cm_9.14m) 16.59* -0.1* 20 高橋　一紀 北翔大 般 大学 北海道 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 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
400mH(91.4cm_35.0m) 50.77* * 1 小野寺　将太 順大 3 大学 北海道 第4回順天堂大学競技会 千葉 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 20200810
400mH(91.4cm_35.0m) 51.52* * 2 田辺　ジョー 東京学芸大 3 大学 北海道 第12回日本大学競技会 東京 日本大学陸上競技場 20200809
400mH(91.4cm_35.0m) 52.73* * 3 林　京汰 金沢大 3 大学 北海道 第51回北信越学生選手権 富山 富山県総合運動公園富山陸上競技場 20200927
400mH(91.4cm_35.0m) 53.05* * 4 渡部　卓統 北教大函館 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
400mH(91.4cm_35.0m) 54.01* * 5 三浦　学 ＡＬＬ 一般 北海道 第50回北陸実業団選手権 富山 富山県総合運動公園富山陸上競技場 20200905
400mH(91.4cm_35.0m) 54.41* * 6 中村　大晟 札幌大 3 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201019
400mH(91.4cm_35.0m) 54.60* * 7 新田　凪史 札幌国際大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400mH(91.4cm_35.0m) 55.05* * 8 水口　海 法大 1 大学 北海道 U20全国競技会 広島 広島広域公園陸上競技場 20201025
400mH(91.4cm_35.0m) 55.89* * 9 松田　悠馬 札幌大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
400mH(91.4cm_35.0m) 57.69* * 10 小柳　竜大 北翔大 3 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200913

競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
3000mSC(91.4cm) 8.47.16* * 1 神　直之 北星病院 一般 北海道 第68回全日本実業団対抗選手権 埼玉 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 20200919
3000mSC(91.4cm) 9.18.90* * 2 佐藤　颯 亜大 2 大学 北海道 第99回関東学生対校選手権 神奈川 相模原麻溝公園競技場 20201011
3000mSC(91.4cm) 9.27.59* * 3 水谷　慎太郎 札幌国際大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
3000mSC(91.4cm) 9.30.62* * 4 丑沢　拓巳 北教大岩見沢 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
3000mSC(91.4cm) 9.31.45* * 5 奥村　日向 北大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
3000mSC(91.4cm) 9.41.85* * 6 東　将輝 札幌国際大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
3000mSC(91.4cm) 9.43.58* * 7 藤井　悠平 北翔大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
3000mSC(91.4cm) 9.48.54* * 8 関　瞬ノ介 北教大 1 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
3000mSC(91.4cm) 9.50.09* * 9 金綱　航平 北大 5 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
3000mSC(91.4cm) 9.53.49* * 10 木村　一輝 札幌学院大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
5000mW 19.30.72* * 1 村尾　宥稀 明大 4 大学 北海道 第9回順天堂大学競技会 千葉 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 20201025
5000mW 24.23.49* * 2 風間　公佑 十勝陸協 一般 北海道 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 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
10000mW 41.57.95* * 1 村尾　宥稀 明大 4 大学 北海道 第89回日本学生対校選手権 新潟 新潟スタジアム 20200912
10000mW 47.12.27* * 2 小野　光輝 東海大北海道 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
10000mW 57.21.61* * 3 松井　笙 札幌学院大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919



競技種目 記録 順位 選手区分 所属 開催県 競技場名 競技年月日 選手/チーム
4×100mR 40.91* 1 大学 東海大北海道 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
4×100mR 41.13* 2 大学 東海大北海道 北海道 札幌市円山競技場 20200919
4×100mR 41.33* 3 大学 北翔大 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
4×100mR 41.41* 4 大学 札幌国際大 北海道 札幌市円山競技場 20200919
4×100mR 41.56* 5 大学 札幌国際大 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
4×100mR 41.88* 6 大学 北翔大 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
4×100mR 41.89* 7 大学 札幌大 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
4×100mR 41.90* 8 大学 札幌国際大 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
4×100mR 42.02* 9 大学 北教大岩見沢 北海道 札幌市円山競技場 20200919
4×100mR 42.25* 10 大学 北教大岩見沢 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
4×100mR 42.53* 11 一般 Ｄｏｈｏｋｕ・ＡＣ 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
4×100mR 42.57* 12 大学 北翔大 北海道 札幌市円山競技場 20200919
4×100mR 42.86* 13 一般 道体アスリート 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
4×100mR 42.87* 14 一般 Ｄｏｈｏｋｕ・ＡＣ 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20201017
4×100mR 42.93* 15 一般 ＡＬＬ－Ａ 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200808
4×100mR 43.08* 16 大学 札幌大 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
4×100mR 43.10* 17 一般 ＡＬＬ 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200913
4×100mR 43.13* 18 大学 札幌大 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
4×100mR 43.19* 19 大学 東海大北海道 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
4×100mR 43.22* 20 一般 フロスト札幌 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
4×100mR 43.24* 21 一般 道体アスリート 富山 富山県総合運動公園富山陸上競技場 20200905
4×100mR 43.28* 22 一般 道体アスリート 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
4×100mR 43.36* 23 大学 北大 北海道 札幌市円山競技場 20200919
4×100mR 43.73* 24 一般 ＡＬＬ　Ａ 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200705
4×100mR 43.80* 25 一般 フロスト札幌 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
4×100mR 43.85* 26 大学 札幌大 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
4×100mR 44.02* 27 大学 北海学園大 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
4×100mR 44.19* 28 大学 札幌大 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20201003
4×100mR 44.24* 29 大学 北教大函館 北海道 函館市千代台運動公園陸上競技場 20201003
4×100mR 44.25* 30 大学 北海学園大 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
4×100mR 44.52* 31 大学 北海学園大 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912

競技種目 記録 順位 選手区分 所属 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日 選手/チーム
4×400mR 3.20.55* 1 大学 東海大北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
4×400mR 3.22.00* 2 大学 札幌大 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201019
4×400mR 3.22.62* 3 大学 札幌大 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
4×400mR 3.22.91* 4 大学 北教大岩見沢 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
4×400mR 3.24.35* 5 大学 札幌大 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
4×400mR 3.24.92* 6 大学 北大 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
4×400mR 3.25.21* 7 大学 札幌学院大 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
4×400mR 3.25.23* 8 大学 北大 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
4×400mR 3.25.76* 9 大学 札幌国際大 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
4×400mR 3.27.35* 10 大学 札幌大 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
4×400mR 3.28.20* 11 大学 札幌国際大 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
4×400mR 3.28.62* 12 大学 札幌大 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200913
4×400mR 3.29.19* 13 大学 北教大岩見沢 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
4×400mR 3.29.25* 14 大学 北翔大 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
4×400mR 3.29.94* 15 大学 東海大北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
4×400mR 3.30.07* 16 一般 フロスト札幌 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
4×400mR 3.30.95* 17 一般 道体アスリート 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200913
4×400mR 3.31.10* 18 一般 道体アスリート 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
4×400mR 3.31.50* 19 一般 岩見沢東高 第75回空知選手権 北海道 深川市陸上競技場 20200726
4×400mR 3.31.77* 20 一般 Ｄｏｈｏｋｕ・ＡＣ 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 順位 選手区分 所属 競技会名 学年 開催県 競技場名 競技年月日 選手/チーム
100+200+300+400mR 2.01.64* 1 一般 道体アスリート 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 2.10.21* 2 大学 北星学園大 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010

北浦　侑弥()⇒    新納　拓()⇒    本間　尚仁()⇒    高橋　佑輔()

菅原　稜平()⇒    坂　口　駿()⇒    横谷　政一()⇒    芳村　健斗()

渡辺　優祐(1)⇒    中田　竜馬(1)⇒    上川　智也(2)⇒    畠　山　稜　馬(1)

由利　隼也(4)⇒    細川　亮祐(4)⇒    小笠原　涼太(4)⇒    小柳　竜大(3)

土肥　慧(2)⇒    山崎　樹(1)⇒    小柳　竣(1)⇒    柴田　凌(1)

佐藤　昌希()⇒    石井　祐太()⇒    小熊　朗()⇒    宮川　知樹()

久保田　丞輝()⇒    及川　智嵩()⇒    横谷　政一()⇒    芳村　健斗()

横谷　政一()⇒    阿　賀　康　修()⇒    徳光　正伍()⇒    芳村　健斗()

松本　泰征(2)⇒    小渡　翔喜(2)⇒    浦城　秀太(1)⇒    五十嵐　友基(3)

白井　綜(3)⇒    鈴木　大(2)⇒    大野　和輝(3)⇒    古御堂　隼　人(2)

新田　凪史(4)⇒    三上　凌(4)⇒    武田　和真(3)⇒    久保田　聖斗(1)

伊藤　拓夢(1)⇒    鳴海　真也(3)⇒    平山　誠之助(1)⇒    梅田　優斗(3)

島　海斗(4)⇒    菅井　慧(2)⇒    渡部　悟(4)⇒    渋谷　航大(4)

石田　紘希(4)⇒    中村　大晟(3)⇒    平山　誠之助(1)⇒    松田　悠馬(3)

金井　秀司(4)⇒    佐々木貴史(1)⇒    加藤　隆靖(2)⇒    岩谷　壮太(2)

鳴海　真也(3)⇒    中村　大晟(3)⇒    高城　寛生(3)⇒    成田　開也(3)

高城　寛生(3)⇒    中村　大晟(3)⇒    鳴海　真也(3)⇒    伊藤　拓夢(1)

金井　秀司(4)⇒    佐々木貴史(1)⇒    岩谷　壮太(2)⇒    高畠　宙希(4)

鳴海　真也(3)⇒    成田　開也(3)⇒    中村　大晟(3)⇒    石田　紘希(4)

神田　修平(1)⇒    白井　綜(3)⇒    杉原　大夢(3)⇒    鈴木　大(2)

長谷川　冬磨(2)⇒    高浜　嶺(1)⇒    中嶋　光柾(1)⇒    田中　佑典(4)

本間　有紡(2)⇒    根本　凌(1)⇒    滝沢　泰基(1)⇒    上野　友也(2)

森田　裕慈(4)⇒    鳴海　真也(3)⇒    伊藤　拓夢(1)⇒    平山　誠之助(1)⇒    塚田　大雅(4)⇒    成田　開也(3)

三原　秀太(2)⇒    渡部　卓統(4)⇒    相沢　信吾(3)⇒    穴沢　瑛(1)⇒    田口　博敏(1)⇒    ()

田沢　琉(2)⇒    根本　凌(1)⇒    古仲　那央多(2)⇒    上野　友也(2)

本間　有紡(2)⇒    根本　凌(1)⇒    古仲　那央多(3)⇒    上野　友也(2)

赤沼　志龍(2)⇒    中村　伊吹(2)⇒    増川　来伽(3)⇒    山崎　樹(1)

久保田　丞輝()⇒    横谷　政一()⇒    徳光　正伍()⇒    芳村　健斗()⇒    ()⇒    ()

松葉　優()⇒    横谷　政一()⇒    徳光　正伍()⇒    芳村　健斗()

大野　和輝(3)⇒    久保　舜一郎(1)⇒    亀田　智大(3)⇒    鈴木　大(2)

北村　裕美()⇒    三浦　学()⇒    長谷川　航大()⇒    二木　順也()⇒    ()⇒    ()

宮川　知樹()⇒    五十嵐　大輝()⇒    稲垣　新太()⇒    福田　直人()

中村　大晟(3)⇒    鳴海　真也(3)⇒    伊藤　拓夢(1)⇒    松田　悠馬(3)

川井　渓太()⇒    三浦　学()⇒    長谷川　航大()⇒    二木　順也()⇒    北村　裕美()⇒    ()

成田　開也(3)⇒    高城　寛生(3)⇒    伊藤　拓夢(1)⇒    梅田　優斗(3)

川井　渓太()⇒    三浦　学()⇒    長谷川　航大()⇒    二木　順也()⇒    久保田　剛雄()⇒    鳴海　佑斗()

成田　開也(3)⇒    高城　寛生(3)⇒    山崎　健太郎(1)⇒    目黒　聖也(2)

菅野　大雅(2)⇒    中村　伊吹(2)⇒    赤沼　志龍(2)⇒    林　　　　翔也(2)

福田　直人()⇒    佐々木　悠亮()⇒    稲垣　新太()⇒    五十嵐　大輝()

佐々木貴史(1)⇒    金井　秀司(4)⇒    加藤　隆靖(2)⇒    稲垣　勇人(2)

佐々木貴史(1)⇒    金井　秀司(4)⇒    加藤　隆靖(2)⇒    中嶋　拓実(4)

北浦　侑弥()⇒    高橋　佑輔()⇒    本間　尚仁()⇒    新納　拓()

浦山　大介(2)⇒    金子　瑠粋(1)⇒    由利　隼也(4)⇒    石谷　拓也(4)

坂　口　駿()⇒    横谷　政一()⇒    徳光　正伍()⇒    芳村　健斗()

北浦　侑弥()⇒    高橋　佑輔()⇒    新納　拓()⇒    本間　尚仁()

第72回北海道学生対抗選手権
第85回札幌選手権

菅野　大雅(2)⇒    中村　伊吹(2)⇒    赤沼　志龍(2)⇒    吉田　達也(4)

菅野　大雅(2)⇒    赤沼　志龍(2)⇒    林　翔矢(2)⇒    中村　伊吹(2)

藤林　蓮(2)⇒    金子　瑠粋(1)⇒    浦山　大介(2)⇒    石谷　拓也(4)

菅井　慧(2)⇒    三上　凌(4)⇒    新田　凪史(4)⇒    島　海斗(4)

島　海斗(4)⇒    新田　凪史(4)⇒    武田　和真(3)⇒    三上　凌(4)

石谷　拓也(4)⇒    金子　瑠粋(1)⇒    浦山　大介(2)⇒    神野　基貴(3)

成田　開也(3)⇒    高城　寛生(3)⇒    鳴海　真也(3)⇒    目黒　聖也(2)

菅井　慧(2)⇒    武田　和真(3)⇒    新田　凪史(4)⇒    島　海斗(4)

道北記録会第3戦
道央記録会第2戦
第85回札幌選手権
第85回札幌選手権
道北記録会第5戦
第50回道南秋季競技会

第72回北海道学生対抗選手権
第42回北日本学生対校選手権
第24回道央選手権
第50回北陸実業団選手権
第24回道央選手権
第49回北海道学生選手権

第24回小樽後志選手権兼
第49回北海道学生選手権

第61回札幌市民体育大会
道北記録会第4戦（高校）
第42回北日本学生対校選手権
第75回道北選手権

第42回北日本学生対校選手権
第42回北日本学生対校選手権
第85回札幌選手権
第49回北海道学生選手権
第72回北海道学生対抗選手権
第24回小樽後志選手権兼

競技会名
第72回北海道学生対抗選手権
第49回北海道学生選手権
第72回北海道学生対抗選手権
第49回北海道学生選手権
第72回北海道学生対抗選手権



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
走高跳 2.03* * 1 岩本　崚 東京学芸大 3 大学 北海道 東京学芸大学学内競技会 東京 東京学芸大学陸上競技場 20201108
走高跳 2.01* * 2 臼井　丞太朗 北翔大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
走高跳 2.00* * 3 中村　陵太 日大 1 大学 北海道 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 1.98* * 4 前田　昂佑 東海大北海道 2 大学 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
走高跳 1.98* * 4 星　輝斗 札幌国際大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
走高跳 1.95* * 6 藤丸　洸雅 北海道スポーツ専門学校1 一般 北海道 道北記録会第5戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20201003
走高跳 1.95* * 6 三品　陸 国士大 4 大学 北海道 第4回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 20200705
走高跳 1.95* * 6 渡部　悟 札幌国際大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
走高跳 1.95* * 6 大沼　樹生 筑波大 1 大学 北海道 第99回関東学生対校選手権 東京 江戸川区陸上競技場 20201024
走高跳 1.90* * 10 楠美　拓也 共和陸協 一般 北海道 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 1.90* * 10 市川　翔流 北海道スポーツ 一般 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
走高跳 1.90* * 10 和田　佳祐 東海大 1 大学 北海道 東海大学記録会 神奈川 平塚競技場 20200808
走高跳 1.90* * 10 北城　拓実 札幌国際大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
走高跳 1.90* * 10 前田　昴佑 東海大北海道 2 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
走高跳 1.90* * 10 児嶋　拓弥 東海大北海道 3 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
走高跳 1.88* * 16 坂本　惟吹 北教大釧路 2 大学 北海道 釧根秋季記録会第3戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201024
走高跳 1.85* * 17 市村　翔流 北海道スポーツ専門学校3 一般 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200913
走高跳 1.85* * 17 児島　拓弥 東海大北海道 3 大学 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
走高跳 1.85* * 17 伊藤　凛 札幌大 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
走高跳 1.85* * 17 蛯沢　快斗 立命大 1 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200913
走高跳 1.84* * 21 若椙　宣弘 北教大釧路 2 大学 北海道 釧根秋季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
走高跳 1.83* * 22 山室　泰雅 札幌国際大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200820
走高跳 1.80* * 23 岩本　悠椰 小樽陸協 一般 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
走高跳 1.80* * 23 駒井　将輝 旭川医大 3 大学 北海道 道北記録会第4戦（高校） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200808
走高跳 1.80* * 23 飛塚　祐輝 東海大北海道 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200820
走高跳 1.80* * 23 後藤　優弥 北翔大 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821

競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
棒高跳 5.11* * 1 油屋　圭吾 順大 3 大学 北海道 第99回関東学生対校選手権 東京 江戸川区陸上競技場 20201025
棒高跳 4.60* * 2 近藤　城主 北翔大 M2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
棒高跳 4.30* * 3 西田　翔 空知陸協 一般 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
棒高跳 4.30* * 3 中川　暁博 順大 4 大学 北海道 第6回順天堂大学競技会 千葉 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 20200829
棒高跳 4.00* * 5 工藤　修央 道央陸協 一般 北海道 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 4.00* * 5 山室　泰雅 札幌国際大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
棒高跳 4.00* * 5 朱田　透基 東海大北海道 2 大学 北海道 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 3.70* * 8 佐藤　泰河 東北大 4 大学 北海道 宮城県選手権兼県民体育大会 宮城 キューアンドエースタジアム宮城陸上競技競技場20200822
棒高跳 3.60* * 9 米田　健斗 鹿屋体大 1 大学 北海道 第2回九州学連南九州地区学連競技会 鹿児島 鹿屋体育大学陸上競技場 20201101
棒高跳 3.50* * 10 山田　泰雅 北大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
走幅跳 7.88* +0.0* 1 外川　天寿 国武大 4 大学 北海道 第89回日本学生対校選手権 新潟 新潟スタジアム 20200911
走幅跳 7.77* +1.4* 2 城山　正太郎 ゼンリン 一般 北海道 GP第7回木南道孝記念競技会 大阪 大阪市長居陸上競技場 20201024
走幅跳 7.71* +1.0* 3 村上　霞茉 岐阜協立大 3 大学 北海道 第66回西濃選手権 岐阜 大垣市浅中公園陸上競技場 20200922
走幅跳 7.56* +1.8* 4 小西　康道 白樺学園ＡＣ 一般 北海道 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 20200823
走幅跳 7.43* +1.3* 5 菅井　慧 札幌国際大 2 大学 北海道 道北記録会第5戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20201003
走幅跳 7.18* 1.8* 6 桑原　琉弥 東海大北海道 3 大学 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
走幅跳 7.15* 1.7* 7 渡部　悟 札幌国際大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
走幅跳 7.05* +1.1* 8 高山　倭 日大 M1 大学 北海道 第12回日本大学競技会 東京 日本大学陸上競技場 20200809
走幅跳 7.02* +2.0* 9 三宅　樹 国武大 2+ 大学 北海道 国際武道大学フィールド競技会 千葉 国際武道大学陸上競技場 20200314
走幅跳 7.01* 0.3* 10 四十坊　佳樹 札幌大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
走幅跳 6.97* 0.9* 11 伊藤　駿 環太平洋大 1 大学 北海道 第8回IPUチャレンジ 岡山 ＩＰＵ環太平洋大学陸上競技場 20201031
走幅跳 6.89* +0.1* 12 玉置　真希斗 佐藤農場ＡＣ 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
走幅跳 6.85* +0.6* 13 高山　　倭 日大院 M1 大学 北海道 第99回関東学生対校選手権 東京 江戸川区陸上競技場 20201025
走幅跳 6.83* +1.2* 14 山本　太一 国士大 4 大学 北海道 第1回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 20200404
走幅跳 6.82* 1.9* 15 堀田　優斗 北大 2 大学 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
走幅跳 6.82* 0.9* 15 法月　立伍 北翔大 3 大学 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
走幅跳 6.71* +1.1* 17 金子　航太 オホーツクＡＣ 般 一般 北海道 釧根夏季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20200802
走幅跳 6.68* -0.4* 18 伊藤　泰佑 札幌市陸協 一般 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
走幅跳 6.61* 0.8* 19 一丸　竜希 国武大 1 大学 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
走幅跳 6.52* +1.9* 20 油屋　圭吾 順大 3 大学 北海道 第6回順天堂大学競技会 千葉 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 20200829
走幅跳 6.49* 0.2* 21 山室　泰雅 札幌国際大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200820
走幅跳 6.46* +1.6* 22 沼倉　正広 釧路地方陸協 一般 北海道 釧根秋季記録会第3戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201024
走幅跳 6.38* -0.3* 23 三上　凌 札幌国際大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
走幅跳 6.34* -0.8* 24 米田　健斗 鹿屋体大 1 大学 北海道 南九州地区学生競技会 鹿児島 鹿屋体育大学陸上競技場 20200801
走幅跳 6.33* 0.3* 25 山本　寛也 北翔ＡＣ 一般 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200809
走幅跳 6.30* +1.6* 26 本間　尚仁 ＤｏｈｏｋｕＡｔｈｌｅｔｅ 一般 北海道 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
走幅跳 6.30* 1.2* 26 藤丸　洸雅 道スポーツ専門校 1 一般 北海道 道央記録会第4戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20201010
走幅跳 6.27* +1.2* 28 長野　蒼人 北翔大 般 大学 北海道 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
走幅跳 6.23* +0.3* 29 佐藤　爽汰 札幌市陸協 一般 北海道 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 6.22* -0.9* 30 日向　俊介 国士大 大学 北海道 第7回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 20200327
走幅跳 6.21* +1.7* 31 中嶋　拓実 北教大岩見沢 4 大学 北海道 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



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
三段跳 15.33* +1.2* 1 石橋　尚晃 白樺学園ＡＣ 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
三段跳 14.88* +1.3* 2 山本　太一 国士大 3+ 大学 北海道 第7回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 20200327
三段跳 14.77* -0.4* 3 水谷　司 日大 4 大学 北海道 第1回日本大学競技会 東京 日本大学陸上競技場 20200404
三段跳 14.30* 2.0* 4 本間　尚仁 Ｄｏｈｏｋｕ　Ａｔｈｌｅｔｅ 一般 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
三段跳 14.08* +0.7* 5 丸　嵩弘 道北陸協 一般 北海道 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
三段跳 14.07* -1.6* 6 四十坊　佳樹 札幌大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
三段跳 13.83* +2.0* 7 伊藤　千颯 北教大 2 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201018
三段跳 13.66* 1.5* 8 伊藤　千颯 北教大岩見沢 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
三段跳 13.62* 1.4* 9 田沢　琉 北海学園大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
三段跳 13.59* +0.9* 10 山本　凛太郎 国武大 1 大学 北海道 第2回国際武道大学選手権 千葉 国際武道大学陸上競技場 20200926
三段跳 13.50* 0.0* 11 上谷　優太朗 白樺学園ＡＣ 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
三段跳 13.50* 0.5* 11 本間　尚仁 ＤｏｕｈｏｋｕＡＣ 一般 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200913
三段跳 13.49* 1.2* 13 大原　圭登 北星学園大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
三段跳 13.37* -0.1* 14 根本　凌 北海学園大 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
三段跳 13.03* 1.5* 15 奥谷　涼 札幌大 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
三段跳 12.99* 1.3* 16 長野　蒼人 北翔大 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
三段跳 12.90* 1.0* 17 太田　都寿 道北陸協 一般 北海道 道央記録会第2戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200712
三段跳 12.84* +0.8* 18 一丸　竜希 国武大 1 大学 北海道 国際武道大学10月第2回競技会 千葉 国際武道大学陸上競技場 20201031
三段跳 12.62* +1.6* 19 小林　知貴 佐藤農場ＡＣ 一般 北海道 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 20200823
三段跳 12.57* +0.3* 20 沼倉　正広 釧路地方陸協 一般 北海道 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 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
砲丸投(7.260kg) 14.02* * 1 本間　勝人 オホーツクＡＣ 般 一般 北海道 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 20200808
砲丸投(7.260kg) 13.66* * 2 田島　佳汰 札幌大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
砲丸投(7.260kg) 13.08* * 3 加地　優太 北翔大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
砲丸投(7.260kg) 13.08* * 3 木村　智哉 札幌大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
砲丸投(7.260kg) 12.97* * 5 工藤　颯斗 国士大 1 大学 北海道 第99回関東学生対校選手権 東京 江戸川区陸上競技場 20201025
砲丸投(7.260kg) 12.68* * 6 野口　夏貴 北翔大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
砲丸投(7.260kg) 12.62* * 7 山川　颯太 東海大北海道 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
砲丸投(7.260kg) 12.43* * 8 吉田　輝 北教大函館 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
砲丸投(7.260kg) 12.40* * 9 工藤　颯人 国士大 1 一般 北海道 THROWERS MEETING兼第196回松戸市記録会 千葉 松戸市運動公園陸上競技場 20200822
砲丸投(7.260kg) 12.38* * 10 藤本　涼 札幌大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
砲丸投(7.260kg) 12.37* * 11 竹中　一晃 北翔大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
砲丸投(7.260kg) 11.79* * 12 高橋　昌也 道体アスリート 一般 北海道 第51回秋季選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200913
砲丸投(7.260kg) 11.67* * 13 小沼　理久 北翔大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
砲丸投(7.260kg) 11.60* * 14 大畝　悠介 北海学園大 2 大学 北海道 札幌高校一般記録会 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200815
砲丸投(7.260kg) 11.31* * 15 古谷　祐一 古谷組 一般 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
砲丸投(7.260kg) 10.93* * 16 石田　大洋 日体大 1 大学 北海道 第117回日本体育大学競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 20201003
砲丸投(7.260kg) 10.75* * 17 竹市　義文 釧路地方陸協 一般 北海道 釧根夏季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20200801
砲丸投(7.260kg) 10.48* * 18 吉沢　優作 札幌大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
砲丸投(7.260kg) 10.46* * 19 牧村　翼 札幌大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
砲丸投(7.260kg) 10.40* * 20 佐藤　滉徳 福岡大 1 大学 北海道 学連競技会 福岡 福岡市平和台陸上競技場 20201010
砲丸投(7.260kg) 10.08* * 21 山下　海都 北翔大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
円盤投(2.000kg) 40.02* * 1 藤村　龍太 札幌大 3 大学 北海道 第42回北日本学生対校選手権 岩手 北上総合運動公園陸上競技場 20201017
円盤投(2.000kg) 38.05* * 2 牧村　翼 札幌大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
円盤投(2.000kg) 37.55* * 3 加地　優太 北翔大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
円盤投(2.000kg) 37.46* * 4 吉沢　優作 札幌大 3 大学 北海道 道北記録会第5戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20201003
円盤投(2.000kg) 37.25* * 5 山田　雄偉 苫小牧地方陸協 一般 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
円盤投(2.000kg) 35.91* * 6 畠山　博紀 日大 1 大学 北海道 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
円盤投(2.000kg) 35.75* * 7 竹中　一晃 北翔大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
円盤投(2.000kg) 35.43* * 8 斎藤　俊 札幌大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
円盤投(2.000kg) 35.21* * 9 更科　亮輔 弟子屈壮年団 一般 北海道 釧根秋季記録会第2戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201018
円盤投(2.000kg) 33.63* * 10 栗林　碧人 北教大旭川 2 大学 北海道 道北記録会第5戦 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20201003
円盤投(2.000kg) 33.60* * 11 小杉　卓也 札幌大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
円盤投(2.000kg) 33.22* * 12 竹市　義文 釧路地方陸協 一般 北海道 釧根夏季記録会 北海道 釧路市民陸上競技場 20200704
円盤投(2.000kg) 32.84* * 13 木村　智哉 札幌大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
円盤投(2.000kg) 32.38* * 14 山下　海都 北翔大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
円盤投(2.000kg) 31.81* * 15 神尾　倫太郎 北教大岩見沢 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
円盤投(2.000kg) 31.79* * 16 高橋　昌也 道体アスリート 一般 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200823
円盤投(2.000kg) 31.52* * 17 富岡　翔 札幌大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
円盤投(2.000kg) 30.54* * 18 山川　颯太 東海大北海道 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
円盤投(2.000kg) 30.53* * 19 大谷　真拓 旭川医大 6 大学 北海道 道北記録会第4戦（高校） 北海道 花咲スポーツ公園陸上競技場 20200808
円盤投(2.000kg) 29.99* * 20 栗田　陸弥 室蘭工大 1 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821

競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
ハンマー投(7.260kg) 52.36* * 1 近藤　勇介 札幌市陸協 一般 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200913
ハンマー投(7.260kg) 47.25* * 2 岩越　健太 オホーツクＡＣ 一般 北海道 秋季記録会第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20201017
ハンマー投(7.260kg) 47.07* * 3 山下　大輔 釧路地方陸協 一般 北海道 第51回秋季選手権 北海道 釧路市民陸上競技場 20200912
ハンマー投(7.260kg) 43.92* * 4 松井　克鷹 札幌大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
ハンマー投(7.260kg) 41.15* * 5 横浜　立 北大 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200822
ハンマー投(7.260kg) 40.88* * 6 今井　康介 札幌大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
ハンマー投(7.260kg) 40.07* * 7 細貝　翔真 北翔大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
ハンマー投(7.260kg) 39.45* * 8 高橋　昇吾 北教大旭川 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
ハンマー投(7.260kg) 39.05* * 9 富岡　翔 札幌大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
ハンマー投(7.260kg) 37.47* * 10 古谷　祐一 古谷組 一般 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822



競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
やり投(800g 1986～) 65.93* * 1 片川　志遠 大体大 3 大学 北海道 第5回大阪体育大学競技会 大阪 浪商学園陸上競技場 20201031
やり投(800g 1986～) 65.15* * 2 堀　遼太 佐藤農場ＡＣ 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
やり投(800g 1986～) 64.75* * 3 加藤　鴻次郎 鹿屋体大 3 大学 北海道 鹿児島学生競技会 鹿児島 鹿屋体育大学陸上競技場 20200719
やり投(800g 1986～) 64.12* * 4 岡本　幸久 国士大 大学 北海道 第6回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 20201031
やり投(800g 1986～) 62.16* * 5 中島　知明 道体アスリート 一般 北海道 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
やり投(800g 1986～) 60.68* * 6 野口　夏貴 北翔大 M1+ 大学 北海道 第30回筑波大投擲競技会 茨城 筑波大学陸上競技場 20200209
やり投(800g 1986～) 60.55* * 7 木村　智哉 札幌大 2 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
やり投(800g 1986～) 60.50* * 8 渡辺　龍翔 札幌大 1 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
やり投(800g 1986～) 56.41* * 9 松島　慎 北大医歯薬学部 6 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
やり投(800g 1986～) 55.00* * 10 小沼　理久 北翔大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
やり投(800g 1986～) 54.40* * 11 霜野　賢人 佐藤農場ＡＣ 般 一般 北海道 第70回全十勝選手権 北海道 帯広の森陸上競技場 20200801
やり投(800g 1986～) 54.23* * 12 野田　歩夢 札幌大 1 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
やり投(800g 1986～) 54.07* * 13 佐藤　勇次 道北陸協 一般 北海道 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
やり投(800g 1986～) 53.99* * 14 坂本　誠芳 東海大北海道 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
やり投(800g 1986～) 53.07* * 15 土川　竜之介 フロスト札幌 一般 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200808
やり投(800g 1986～) 52.14* * 16 藤森　敬貴 鹿屋体大 2+ 大学 北海道 第1回鹿屋体育大学春季競技会 鹿児島 鹿屋体育大学陸上競技場 20200314
やり投(800g 1986～) 51.99* * 17 三浦　導剣 ＥＺＯ・ＡＣ 一般 北海道 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
やり投(800g 1986～) 50.44* * 18 和田　誠芳 東海大北海道 4 大学 北海道 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705
やり投(800g 1986～) 49.08* * 19 吉沢　優作 札幌大 3 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
やり投(800g 1986～) 48.98* * 20 宇野　陽貴 小樽陸協 一般 北海道 第24回小樽後志選手権兼第72回小樽選手権 北海道 小樽市手宮公園陸上競技場 20200808
やり投(800g 1986～) 47.65* * 21 中井　祐一郎 白樺学園ＡＣ 一般 北海道 十勝サーキット第1戦 北海道 帯広の森陸上競技場 20200719
やり投(800g 1986～) 47.54* * 22 大塚　海斗 札幌大 1 大学 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
やり投(800g 1986～) 46.89* * 23 竹中　一晃 北翔大 3 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200823
やり投(800g 1986～) 46.73* * 24 米田　健斗 鹿屋体大 1 大学 北海道 第2回九州学連南九州地区学連競技会 鹿児島 鹿屋体育大学陸上競技場 20201101
やり投(800g 1986～) 46.68* * 25 佐藤　昌希 フロスト札幌 一般 北海道 第24回道央選手権 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200822
やり投(800g 1986～) 46.53* * 26 白浜　功大 札幌市陸協 一般 北海道 第85回札幌選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200912
やり投(800g 1986～) 46.42* * 27 宮川　知樹 フロスト札幌 一般 北海道 第13回道央混成競技競技会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
やり投(800g 1986～) 46.30* * 28 長野　蒼人 北翔大 2 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200920
やり投(800g 1986～) 46.17* * 29 沼倉　正広 釧路地方陸協 一般 北海道 釧根秋季記録会第4戦 北海道 釧路市民陸上競技場 20201031
やり投(800g 1986～) 45.40* * 30 牧部　蒼汰 道体アスリート 一般 北海道 道央記録会第1戦 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200705

競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
十種競技(1986～) 5970* * 1 山室　泰雅 札幌国際大 4 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
十種競技(1986～) 5391* * 2 長岡　祥平 室蘭工大 11 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
十種競技(1986～) 4804* * 3 飛塚　祐輝 東海大北海道 2 大学 北海道 第72回北海道学生対抗選手権 北海道 札幌市厚別公園陸上競技場 20200821
十種競技(1986～) 4758* * 4 宮川　知樹 フロスト札幌 一般 北海道 第13回道央混成競技競技会 北海道 千歳市青葉公園陸上競技場 20200808
十種競技(1986～) 3986* * 5 斎藤　輝 北大 4 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919
十種競技(1986～) 3100* * 6 鶴巻　宏太 室蘭工大 1 大学 北海道 第49回北海道学生選手権 北海道 札幌市円山競技場 20200919


