
第59回高体連北見支部新人陸上競技選手権大会成績一覧表（男子） （様式　　３）

支部名 平成29年8月18日～8月19日　　北見市東陵公園陸上競技場

月 参加 風力

日
人員 ＋－

記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名

        
11''09 11''39 11''40 11''52 11''58 11''71 11''75 11''78

22''87 23''27 23''28 23''42 23''59 24''17 24''26 24''40

51''57 52''55 52''84 52''91 53''00 53''02 57''55 59''85

2'02''41 2'04''15 2'04''73 2'04''74 2'06''73 2'07''30 2'10''18 2'11''18

4'21''44 4'22''16 4'24''40 4'24''67 4'25''05 4'25''52 4'29''83 4'36''63

15'24''26 15'36''88 16'05''29 16'36''87 16'38''48 16'43''25 16'59''61 17'04''49

15''90 17''67 17''88 18''05 18''16 18''25 18''38 19''23

58''72 1'01''12 1'01''60 1'02''06 1'02''30 1'06''09 1'06''10 1'06''84

9'54''55 10'12''08 10'23''85 10'38''35 10'38''89 10'44''81 11'07''48 11'11''36

24'04''55 24'16''28 27'01''02 29'51''01 ''' ''' ''' '''

日脇　裕次郎 佐藤　大晟 川江　皇輝 午來　凌太郎 村田　陽平 丹崎　修斗 惣田　歩夢 #N/A

山本　凜太郎 川上　響稀 青山　侑生 酒井　柚希 橋本　悠利 武田　桃弥 松原　唯人 #N/A

遠藤　正勝 林　龍希 松本　大翔 佐藤　碧 村上　真裟斗 堂藤　魁人 高嶋　将吾 #N/A

森　大地 戸澤　龍之介 中村　啓汰 寺本　恭平 久慈　力椰 佐藤　亘 大崎　寛太 #N/A

池田　尊 武田　桃弥 中野　慎利 林　龍希 千葉　航 青山　侑生 高橋　一紀 平田　航矢

小野　巧明 平吹　鷹也 小林　潤貴 田中　勇気 信本　尚音 大山　祥治 長野　蒼人 児玉　亮星

渡井　拓朗 堂藤　魁人 村上　太一 菊地　建啓 佐藤　碧 川江　皇輝 大友　温太 蝦名　拓武

森　大地 丹崎　修斗 前田　飛雄 戸澤　龍之介 寺本　恭平 西村　璃音 本田　孝福 三戸　義規

1m80 1m71 1m71 1m68 1m60 1m55 1m55 1m55
(大会新）

4m32 3m70 3m70 2m70 2m50 0 0 0

6m32(-0.4) 6m12(-1.1) 5m89(+0.6) 5m86(-0.1) 5m80(-0.5) 5m71(±0) 5m59(-0.1) 5m54(+0.4)

12m60(+1.4) 12m42(+0.5) 12m36(+0.4) 12m30(+0.8) 11m95(+0.3) 11m65(+0.8) 11m30(+0.5) 10m70(+0.6)

12m75 12m46 12m34 12m28 10m91 10m65 10m28 7m95

31m15 30m21 28m39 28m18 25m73 22m56 20m93 20m18

39m64 34m50 24m62 18m11 9m62 0 0 0
(大会新）

53m71 51m21 48m76 48m06 46m41 43m91 40m48 37m82

132 105 60 60 52 44

61 60 44 40 37 34

65 64 24 20 18 17

第１日 第２日

１３時現在 曇 曇 主催者名 記録主任

風　　向 南南西 東北東

風　　速 0.8 1.3 北海道高等学校体育連盟　　北　　見　支部 総　　　務

　　オホーツク　　　　陸　上　競　技　協　会 審　判　長

湿　　度 67% 59% 　

北見柏陽1平吹　鷹也網走南ヶ丘2伊藤　千颯雄武1

北見北斗2小田　彩人 日体大附属1赤坂　玲央北見柏陽2柏崎　啓太

#N/A #N/A網走南ヶ丘2

19 遠軽2松原　唯人網走南ヶ丘2大西　由悟16やり投

中村　拓斗 美幌1 #N/A #N/A斜里2 今野　凱 #N/A

石田　大洋常呂2本田　孝福 遠軽1

#N/A

雄武2木村　智哉

19

18 ﾊﾝﾏｰ投 6

10円盤投

遠軽2 飯塚　拓斗高橋　瞭太朗

高嶋　将吾網走南ヶ丘1

遠軽2 山田　康生

工藤　颯斗

18

北見柏陽1野中　涼汰紋別1橋田　翔日体大附属1山谷　黄太洋遠軽2

高嶋　将吾網走南ヶ丘1 池田　　尚人清里2春名　将志雄武2木村　智哉遠軽2

今野　凱網走桂陽1池田　　尚人網走南ヶ丘2大西　由悟遠軽2

網走南ヶ丘2飯塚　拓斗

常呂2 後田　　裕太 網走桂陽2 日脇　裕次郎

11砲丸投 工藤　颯斗遠軽1石田　大洋

遠軽1 #N/A #N/A

18

19 三段跳 12

橋本　悠利湧別223走幅跳 西村　優雅　

常呂2 船水　康生 興部2惣田　歩夢 遠軽2 西村　優雅　 湧別2 伊藤　千颯 網走南ヶ丘2 長野　蒼人

8 廣瀨　慧来 網走南ヶ丘1 八森　　和海

清里2 港　拳修常呂2 海鉾　裕太 北見工業2 梶原　幹太 北見柏陽1 佐藤　　涼太 網走桂陽1 沼田　陵佑北見北斗1 長野　蒼人

網走桂陽2 山本　凜太郎 網走南ヶ丘1 市川　祐摩 #N/A遠軽1 港　拳修

19

19 走高跳 14

19 4×400MR 84

18 4×100MR 83

5000MW 関　優志北見緑陵2 笠間　柊哉遠軽2

網走南ヶ丘

佐藤　碧

網走南ヶ丘 45''0244''63

髙橋　柊平

北見柏陽3'33''053'32''47 3'33''69 北見緑陵 3'37''49

遠軽2 藤井　　悠平

10

網走桂陽1

#N/A#N/A#N/A

北見北斗1 小野　　拓也網走桂陽2 有倉　潤 北見北斗2 半田　智也 北見緑陵2 堀内　欧介

濵野　進北見北斗24 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A遠軽1

400MH 川江　皇輝北見柏陽2丹崎　修斗網走南ヶ丘2池田　尊18

19 3000MSC 11 髙橋　歩夢 斜里1 佐藤　颯 常呂2 泉　和宏

北見工業1

遠軽1

網走桂陽1田中　　嘉満網走南ヶ丘2森　大地雄武2

佐藤　海斗　 湧別2遠軽2

遠軽1玉木　智大

18

19 110MH 9

155000M

+0.5 林　龍希

村上　太一北見緑陵2

紋別2 佐藤　碧

小島　光佑 髙橋　歩夢 北見北斗2武藤　海斗北見工業2大山　祥治網走南ヶ丘2三上　竜由北見北斗2信本　尚音斜里1

1500M 26 藤本　隼　　

小林　潤貴

平吹　鷹也 北見柏陽1網走南ヶ丘2 倉冨　渉平 北見北斗2 佐藤　丞北見緑陵1 藤井　　悠平 渡井　拓朗 北見北斗1佐藤　颯 常呂2

女満別1梶　紅輝中野　慎利北見緑陵2 北見柏陽2堀田　大貴田中　勇気

湧別2 千棒　隼 網走桂陽2

18

堂藤　魁人網走南ヶ丘2池田　尊北見緑陵2小林　潤貴 戸澤　龍之介 紋別2 久保　楓

遠軽2泉　和宏22800M 網走南ヶ丘2渡井　拓朗網走南ヶ丘2小野　巧明

19

北見緑陵2

18 200M 25 -0.6 久慈　力椰 雄武1

北見北斗1千葉　航

網走南ヶ丘2 大崎　寛太 遠軽2北見商業2

北見柏陽122400M19 網走南ヶ丘2小野　巧明斜里1

久保　楓 斜里1 遠藤　正勝

19 雄武1橋本　悠利北見柏陽2武田　桃弥北見工業2

種　　目
1 2

100M 27 +0.2 林　龍希 紋別2

4

北　　見　　支　　部

武田　桃弥 北見柏陽2 三戸　義規

目黒　聖也

中村　啓汰 北見工業2

3

中村　啓汰斜里2

6

45''32

西村　璃音 北見工業1

女満別2原田　桜良

玉木　智大高橋　一紀

8

網走南ヶ丘2遠藤　正勝北見北斗2

7

寺本　恭平遠軽2大崎　寛太

5

南　飛輝常呂1高橋　一紀

紋別2

北見柏陽1 佐藤　一馬 遠軽1

網走桂陽1

紋別

北見緑陵1

45''42紋別 45''03 北見工業 45''31 北見北斗

北見北斗1

湧別2藤本　隼　　

佐藤　一馬 清里2 常呂1 森　大地 網走南ヶ丘2惣田　歩夢

雄武 北見柏陽45''39

3'49''64 北見商業3'40''58 北見北斗 3'41''63 北見工業 3'45''62 常呂

'' #N/A遠軽

南出　竜之介北見北斗2寺本　恭平紋別1

#N/A #N/A #N/A

得　　　　点

総　　　　合 網走南ヶ丘 遠軽

ト　ラ　ッ　ク 網走南ヶ丘 北見緑陵

日体大附属1

網走南ヶ丘2 大友　温太

山谷　黄太洋網走桂陽1

喜多　駿介常呂2大友　温太

18 棒高跳

参加校数　　19校

参加人員　158名

温　　度 23℃

北見柏陽

網走桂陽 常呂フ ィ ー ル ド 遠軽 網走南ヶ丘

23℃

紋別

豊原　隆之

中田　光哉

内藤　　聡

北見緑陵 北見北斗

北見柏陽 雄武

北見北斗 遠軽

北見柏陽 常呂


