
種目

100m 10.83 外川　天寿 （斜里） H26 北　見 10.97 秋山　　 匠 （北見緑陵） H24 北　見 11.02 秋山　　 匠 （北見緑陵） H24 網　走

200m 21.79 高橋　祐守 （斜里） H28 室　蘭 22.11 秋山　　 匠 （北見緑陵） H24 北　見 22.22 秋山　　 匠 （北見緑陵） H24 網　走

400m 48.98 宍戸　政彦 （訓子府） H1 厚　別 50.07 山口　　 龍 （北見北斗） H28 北　見 50.31 山口 　  龍 （北見北斗） H28 網　走

800m 1.56.42 山下　郁弥 （北見工業） H29 旭　川 1.57.64 岩本　元汰 （北見柏陽） H28 北　見 1.58.53 後藤　生至 （北見北斗） H27 網　走

1,500m 3.55.27 形浦貴一郎 （北見北斗） H1 厚　別 4.02.89 長澤　圭馬 （北見北斗） H28 北　見 4.06.00 佐竹　雄太 （北見緑陵） H21 北　見

5,000m 14.47.87 出口　庄司 （網走） H2 仙　台 15.01.19 佐竹　雄太 （北見緑陵） H22 網　走 15.15.46 長澤　圭馬 （北見北斗） H27 網　走

110mH 15.19 阿部　真弥 （常呂） H25 函　館 15.43 阿部　真弥 （常呂） H25 網　走 15.58 阿部　真弥 （常呂） H24 網　走

400mH 53.38 宍戸　政彦 （訓子府） H1 高　知 55.54 田中啓太郎 （北見北斗） H22 網　走 54.06 佐々木稜佳 （網走南ヶ丘） H26 網　走

3,000mSC 9.17.6 形浦貴一郎 （北見北斗） H1 旭　川 9.41.71 長徳　将幸 （網走南ヶ丘） H21 北　見 9.46.74 山内　流星 （北見北斗） H27 網　走

5,000mW 21.55.38 三上　　裕 （北見北斗） H23 北　上 22.21.29 森山　　大 （北見北斗） H28 北　見 22.53.93 三上　　裕 （北見北斗） H22 北　見

北見緑陵 H24 釧  路 北見緑陵 H23 北　見 斜里 H25 北　見

400mR 42.61 42.88 43.48

斜里 H28 岡  山

北見北斗 H28 室　蘭 北見北斗 H27 北　見 網走南ヶ丘 H26 網　走

1,600mR 3.22.71 3.23.90 3.27.90

走高跳 2.01 馬場　亮汰 （北見緑陵） H27 北　見 2.01 馬場　亮汰 （北見緑陵） H27 北　見 1.91 田中　智貴 （網走桂陽） H22 北　見

棒高跳 4.72 黒木　大地 （網走向陽） H19 北　見 4.50 黒木　大地 （網走桂陽） H21 北　見 4.31 黒木　大地 （網走桂陽） H20 北　見

走幅跳 7.58 外川　天寿 （斜里） H26 長  崎 6.99 金子　航太 （網走向陽） H18 北　見 7.15 外川　天寿 （斜里） H25 北　見

外川　天寿 （斜里） H26 北　見

三段跳 14.33 谷口　英規 （北見北斗） 49 福　岡 14.26 近藤　憲治 （斜里） 53 留辺蘂 13.22 林川　和幸 （紋別北） 62 美　幌

砲丸投 14.03 土本　堅太 （常呂） H21 北　見 13.93 佐藤　義己 （女満別） H23 北　見 13.13 池田　海人 （網走桂陽） H26 網　走

円盤投 46.81 大星　康裕 （美幌） H25 網　走 42.37 大星　康裕 （美幌） H25 網　走 38.80 村上綺来馬 （美幌） H26 網　走

ﾊﾝﾏｰ投 49.67 木村　圭介 （遠軽） H24 帯　広 48.38 尾形　 　凌 （遠軽） H27 北　見 42.06 猪股　耀二 （美幌農業） H21 北　見

ヤリ投 61.28 松永　克哉 （北見北斗） H17 千　葉 58.10 高木　正則 （女満別） H2 紋　別 53.63 松永　克哉 （北見北斗） H16 網　走

八種競技 5,195 山本　拓朗 （網走南ヶ丘） H25 大  分 4,797 畑中　恒哉 （北見北斗） H22 網　走

種目

100m 12.14 藤森　栞菜 （北見緑陵） H28 厚　別 12.19 藤森　栞菜 （北見緑陵） H28 北　見 12.29 藤森　栞菜 （北見緑陵） H27 網　走

200m 24.89 藤森　栞菜 （北見緑陵） H28 岡　山 24.98 藤森　栞菜 （北見緑陵） H28 北　見 26.12 越智可奈子 （北見緑陵） H25 北  見

400m 58.18 清水みよし （佐呂間） H3 室　蘭 59.32 奧山　 　梓 （常呂） H24 北　見 59.84 小林　里紗 （北見北斗） H18 網　走

800m 2.14.30 苧毛　鈴奈 （北見北斗） H26 山　梨 2.17.71 中塚世莉菜 （北見緑陵） H28 北　見 2.18.46 笠原　雪乃 （北見柏陽） H28 網　走

1,500m 4.41.65 帰山　亜衣 （北見柏陽） H15 帯　広 4.43.59 中塚世莉菜 （北見緑陵） H28 北　見 4.50.03 大谷　花厘 （網走南ヶ丘） H26 網　走

3,000m 9.49.98 松井　香織 （北見北斗） H16 島　根 10.21.95 松井　香織 （北見北斗） H16 網　走 10.18.71 大谷　花厘 （網走南ヶ丘） H26 網　走

100mH 13.98 藤森　栞菜 （北見緑陵） H28 岡　山 14.71  今　　 桃子 （北見緑陵） H27 北　見 15.04 郡山　　 空 （遠軽） H24 網　走

400mH 1.03.51 奥山　 　梓 （常呂） H24 室　蘭 1.05.85 長澤　佑紀 （北見北斗） H28 北　見 1.04.57 奥山　 　梓 （常呂） H24 網　走

5,000mW 24.40.26 山中　 　茜 （北見北斗） H23 北　上 24.48.02 山中　 　茜 （北見北斗） H23 北　見 25.53.28 山田　夏実 （北見北斗） H23 網　走

北見緑陵 H28 岡　山 北見緑陵 H26 北　見 北見緑陵 H27 網　走

400mR 47.93 48.59 49.62

北見緑陵 H26 釧  路 北見緑陵 H28 網　走 北見緑陵 H27 網　走

1,600mR 4.01.62 4.05.84 4.09.20

走高跳 1.65 高橋ひかる （留辺蘂） H7 室　蘭 1.55 加藤小百合 （北見柏陽） 60 北　見 1.58 高橋ひかる （留辺蘂） H6 紋　別

新宮　祐香 （網走南ヶ丘） H23 北　見

松浦　るか （北見北斗） H27 北　見

棒高跳 2.90 若松　亜美 （北見緑陵） H29 旭　川 2.40 若松　亜美 （北見緑陵） H29 網　走 2.71 小野寺佳歩 （常呂） H20 北　見

走幅跳 5.74 笹原あゆみ （北見柏陽） H15 帯　広 5.53 笹原あゆみ （北見柏陽） H15 網　走 5.34 笹原あゆみ （北見柏陽） H14 網　走

三段跳 11.25 坂口　 　愛 （常呂） H28 網　走 10.82 根田りりん （網走南ヶ丘） H29 網　走 10.88 神開まりも （紋別） H27 網　走

砲丸投 13.16 堀川　麻紀 （紋別） H19 函　館 12.78 堀川　麻紀 （紋別） H19 北　見 11.94 堀川　麻紀 （紋別南） H18 網　走

円盤投 44.54 北林さおり （留辺蘂） H2 留辺蘂 39.00 北林さおり （留辺蘂） H2 紋　別 39.50 北林さおり （留辺蘂） 63 北　見

ﾊﾝﾏｰ投 42.68 阿部　冬彩 （遠軽） H28 北　見 37.99 尾崎　京子 （遠軽） H29 網　走 40.09 阿部　冬彩 （遠軽） H27 網　走

ヤリ投 42.51 山崎紗知子 （北見北斗） H22 厚　別 40.77 山崎紗知子 （北見北斗） H23 北　見 40.22 山崎紗知子 （北見北斗） H22 北　見

七種競技 4,228 渡辺みやぶ （留辺蘂） 60 円　山 3,833  今　　 桃子 （北見緑陵） H28 北　見

18.04-1.55-10.25-29.4-4.83-33.36-2.40.09 15.22-1.35-7.53-27.17-4.91-25.66-2.40.84

（服部・秋山・早坂・藤森）

（早坂・服部・片山・秋山） （片平・齊藤・外川・富永）

（原・小笠原・高橋・目黒）

【女　　子】
新人大会記録北見支部高校記録 支部大会記録

11.86-6.20-10.84-53.65-17.40-45.29-1.70-4.44.4711.66-6.38-11.26-52.31-16.94-48.44-1.78-4.32.78

（田中・武田・藤森・今） （藤森・越智・古川・竹江） （田中・武田・藤森・今）

（吉田・今・藤森・越智） （長野・中塚・瀬尾・藤森） （中塚・藤森・武田・今）

（桂田・油屋・前田・山口） （荒木・福岡・桂田・五十嵐） （梅村・榊・羽田野・佐々木）

　　北見支部高等学校陸上競技記録一覧　　
【男　　子】 （北見支部高校記録、支部大会記録、新人大会記録H29.6.16現在）

北見支部高校記録 支部大会記録 新人大会記録


