
日付 種目

田辺　　　峻(1) 11.24 堀田　　尚希(2) 11.43 前田　　涼輔(2) 11.44 土田　　　廉(2) 11.55 近藤　　琉成(2) 11.64 露口　　浩輔(2) 11.69 長尾　　一冴(1) 11.72 島谷　  迅皓(2) 11.86
北見柏陽 北見緑陵 網走桂陽 遠軽 北見緑陵 網走南ケ丘 網走桂陽 雄武
西迫　　篤志(2) 22.00 長尾　　一冴(1) 23.35 土田　　　廉(2) 23.54 南部　　海音(2) 23.73 髙野　　京弥(1) 23.90 山田　　蒼唯(2) 23.91 篠原　　怜士(1) 23.94 鈴木　　一護(2) 24.80
北見緑陵 GR 網走桂陽 遠軽 北見商業 斜里 北見緑陵 遠軽 紋別
露口　　浩輔(2) 53.45 高橋　　桔平(1) 54.22 船戸　　理偉(2) 54.56 中村　　大夢(2) 54.57 小野　　雄大(2) 54.62 山田　　蒼唯(2) 55.13 南部　　海音(2) 56.99 篠原　　怜士(1) 57.98
網走南ケ丘 北見柏陽 北見北斗 清里 北見北斗 北見緑陵 北見商業 遠軽
古屋　偉歩基(1) 2:04.73 成ヶ澤　拓斗(1) 2:05.39 古枝　　渉真(1) 2:08.78 亀田　英雄人(2) 2:13.16 柿崎　　恭也(2) 2:13.47 高橋　　桔平(1) 2:13.84 佐藤　　尚毅(1) 2:13.91 高野　　宏尚(2) 2:23.19
遠軽 北見柏陽 網走南ケ丘 北見北斗 湧別 北見柏陽 北見北斗 雄武
浮須　　羽琉(2) 4:15.65 小島　　亮佑(2) 4:21.14 菅原　　宏太(2) 4:23.55 成ヶ澤　拓斗(1) 4:26.42 松田　　遵弥(1) 4:29.90 古枝　　渉真(1) 4:36.28 中田　隆之介(1) 4:40.69 村中　　大地(1) 4:41.05
北見緑陵 北見緑陵 北見北斗 北見柏陽 北見北斗 網走南ケ丘 遠軽 遠軽
川端　　春叶(2) 15:50.51 浮須　　羽琉(2) 15:54.55 阿部　　　航(2) 16:26.75 小島　　亮佑(2) 16:39.90 吉本　　匡希(2) 17:33.39 三島　　凌空(2) 18:12.02 佐藤　　暖斗(1) 19:39.69 吉野　　太陽(2) 20:43.59
北見北斗 北見緑陵 遠軽 北見緑陵 遠軽 北見北斗 日体大附属 北見柏陽
田辺　　　峻(1) 16.03 小林　　蒼汰(2) 16.16 太田　　瑞樹(2) 17.68 鈴木　　侑輝(2) 17.90 山﨑　歩来夢(1) 21.47 内田　　滉介(2) 22.75
北見柏陽 北見工業 遠軽 遠軽 雄武 湧別
太田　　瑞樹(2) 59.30 中村　　大夢(2) 1:00.06 小林　　蒼汰(2) 1:00.74 島谷　  迅皓(2) 1:02.81 嶋田　　隼也(2) 1:03.83 船戸　　理偉(2) 1:05.65 鎌田　　悠平(1) 1:11.91
遠軽 清里 北見工業 雄武 北見北斗 北見北斗 北見柏陽
遠峰　信一郎(2) 10:28.24 吉本　　匡希(2) 10:54.38 矢口　　新大(1) 12:32.27 若狭　　　匠(1) 12:54.62
北見北斗 遠軽 清里 網走桂陽
遠藤　　　匠(2) 27:52.38 根子　　藤伍(1) 28:41.64 小松澤　龍翔(1) 34:45.92
遠軽 遠軽 常呂
遠軽 44.24 北見緑陵 44.35 網走南ケ丘 45.13 網走桂陽 45.40 雄武 45.42 北見北斗 45.97 北見柏陽 47.66 紋別 48.93
千葉　　歩玲(2) 堀田　　尚希(2) 石田　　和也(2) 栗生　　朔門(2) 篠田　　翔也(2) 鷲尾　　　征(1) 吉野　　太陽(2) 蛭子井　　翔(2)
土田　　　廉(2) 山田　　蒼唯(2) 露口　　浩輔(2) 田中　　達也(2) 大水　　颯太(2) 小野　　雄大(2) 高橋　　桔平(1) 鈴木　　一護(2)
太田　　瑞樹(2) 西迫　　篤志(2) 福田　　悠介(1) 前田　　涼輔(2) 佐藤　　雄大(1) 船戸　　理偉(2) 稲垣　　璃久(1) 渡邊　　桂斗(1)
篠原　　怜士(1) 近藤　　琉成(2) 中田　　竜翔(2) 長尾　　一冴(1) 島谷　  迅皓(2) 嶋田　　隼也(2) 田辺　　　峻(1) 佐藤　　琉生(1)
北見緑陵 3:35.58 遠軽 3:37.47 北見北斗 3:41.62 雄武 3:47.58 北見柏陽 3:48.61 北見商業 3:48.96 北見工業 3:57.26
山田　　蒼唯(2) 瀬川　　　心(2) 船戸　　理偉(2) 島谷　  迅皓(2) 高橋　　桔平(1) 名古屋　玲二(2) 月嶋　　永遠(2)
近藤　　琉成(2) 古屋　偉歩基(1) 嶋田　　隼也(2) 高野　　宏尚(2) 成ヶ澤　拓斗(1) 日並　　楓喜(2) 楯身　　成龍(2)
西迫　　篤志(2) 篠原　　怜士(1) 亀田　英雄人(2) 佐藤　　雄大(1) 稲垣　　璃久(1) 河野　　悠大(2) 小林　　蒼汰(2)
堀田　　尚希(2) 太田　　瑞樹(2) 小野　　雄大(2) 大水　　颯太(2) 鎌田　　悠平(1) 南部　　海音(2) 正壽　　祐希(2)
千葉　　歩玲(2) 1m72 金田　　魁斗(2) 1m45 佐藤　　翔英(1) 1m45 髙山　　　憂(2) 1m40
遠軽 北見柏陽 遠軽 雄武
中田　　竜翔(2) 4m00 栗生　　朔門(2) 4m00 石田　　和也(2) 3m80 川上　　大晴(1) 3m50 仲野　　　蓮(2) 2m90 鈴木　　侑輝(2) 2m70 高野　　宏尚(2) 2m10
網走南ケ丘 網走桂陽 網走南ケ丘 北見緑陵 遠軽 遠軽 雄武
西迫　　篤志(2) 7m31(+3.0) 大水　　颯太(2) 6m51(+1.1) 千葉　　歩玲(2) 6m33(+0.9) 名古屋　玲二(2) 6m12(+1.8) 亀野　　龍成(2) 5m97(+1.2) 福田　　悠介(1) 5m71(+1.9) 斉藤　　侑也(2) 5m46(+1.0) 鷲尾　　　征(1) 5m42(-0.1)
北見緑陵 =GR 雄武 遠軽 北見商業 遠軽 網走南ケ丘 雄武 北見北斗

公認7m15(-0.2)

大水　　颯太(2) 13m02(+0.9) 前田　　涼輔(2) 12m34(+1.3) 中田　　竜翔(2) 12m31(+1.7) 堀田　　尚希(2) 12m21(+2.8) 福田　　悠介(1) 12m18(+0.7) 田中　　達也(2) 12m11(+2.7) 佐藤　　翔英(1) 12m10(+2.2) 月嶋　　永遠(2) 12m01(+1.4)
雄武 網走桂陽 網走南ケ丘 北見緑陵 公認12m06(+0.8) 網走南ケ丘 網走桂陽 公認12m00(+1.6) 遠軽 公認12m03(+1.3) 北見工業
スノー　ノア(2) 11m00 楯身　　成龍(2) 9m90 佐藤　　太一(1) 9m75 須藤　　晴人(1) 9m16 水野　　舜也(1) 8m87 松原　　由樹(1) 8m76 千田　　凌生(1) 8m50 三条　　憲彦(2) 8m40
網走桂陽 北見工業 紋別 北見北斗 北見緑陵 紋別 雄武 網走桂陽
スノー　ノア(2) 29m54 石井　　優輝(2) 29m07 笹原　煌一朗(1) 28m47 小助川　智博(1) 25m71 仲野　　　蓮(2) 25m45 佐藤　　太一(1) 24m00 三塚　　知輝(2) 23m51 楯身　　成龍(2) 22m34
網走桂陽 雄武 遠軽 紋別 遠軽 紋別 網走桂陽 北見工業
石井　　優輝(2) 35m49 岡本　　大夢(1) 32m20 加藤　　大雅(2) 32m15 髙橋　　季幹(2) 28m03 赤田　真裟斗(1) 20m64
雄武 遠軽 遠軽 雄武 紋別
千田　　凌生(1) 45m01 岡本　　大夢(1) 41m94 三塚　　知輝(2) 41m20 武田　　遥人(1) 40m49 小助川　智博(1) 40m46 小原　　拓真(1) 39m65 野口　　万里(2) 38m11 稲垣　　璃久(1) 36m06
雄武 遠軽 網走桂陽 北見北斗 紋別 常呂 雄武 北見柏陽

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

第63回高体連ｵﾎｰﾂｸ支部新人陸上競技選手権大会兼第37回北海道高等学校新人陸上競技大会ｵﾎｰﾂｸ支部予選会 【21014004】
網走市運動公園陸上競技場 【13170】
2021/08/20 ～ 2021/08/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月21日
高校男子100m

風：+0.7

8月20日
高校男子200m

風：+0.4

8月21日 高校男子400m

8月20日 高校男子800m

8月21日 高校男子1500m

8月20日 高校男子5000m

8月21日
高校男子110mH(1.067m)

風：+0.4

8月20日 高校男子400mH(0.914m)

8月21日 高校男子3000mSC(0.914m)

8月21日 高校男子5000mW

8月20日 高校男子4X100mR

8月21日 高校男子4X400mR

8月21日 高校男子走高跳

8月20日 高校男子棒高跳

8月20日 高校男子走幅跳

8月21日
高校男子ハンマー投

(6.000kg)

8月20日 高校男子やり投(800g)

8月21日 高校男子三段跳

8月20日 高校男子砲丸投(6.000kg)

8月21日 高校男子円盤投(1.750kg)



日付 種目

森居　　和希(2) 12.95 川尻　ちひろ(2) 13.09 佐藤　　愛夕(2) 13.12 北野　　眞帆(2) 13.42 改元　　　希(1) 13.52 菅野　　　雅(1) 14.32 池田　　　葵(1) 14.36 安部　　沙彩(2) 14.89
北見緑陵 北見柏陽 網走南ケ丘 北見柏陽 網走南ケ丘 紋別 北見緑陵 網走桂陽
森居　　和希(2) 27.21 井上　　美希(2) 28.52 橋本　みなみ(2) 32.43
北見緑陵 北見柏陽 北見商業
井上　　美希(2) 1:05.09 伊原　みづき(1) 1:07.41 菅野　　　雅(1) 1:09.90
北見柏陽 北見商業 紋別
松井　のえる(1) 2:35.95 白石　　　光(2) 2:36.23 伊原　みづき(1) 2:39.40 中空　　　響(2) 2:40.54 飯島　　礼望(1) 2:43.31 篠原　菜々美(1) 2:45.55 高野　　実希(2) 2:48.20 柴山　　夢望(1) 2:56.41
北見柏陽 北見藤 北見商業 北見柏陽 網走桂陽 遠軽 紋別 北見北斗
植山　　紗凪(1) 5:16.34 平井　　声和(2) 5:18.09 松井　のえる(1) 5:20.92 齋藤　　菜摘(1) 5:22.33 中空　　　響(2) 5:31.84 飯島　　礼望(1) 5:34.07 篠原　菜々美(1) 5:39.79 石田　　陽子(1) 5:53.69
遠軽 北見北斗 北見柏陽 網走南ケ丘 北見柏陽 網走桂陽 遠軽 常呂
平井　　声和(2) 11:16.32 植山　　紗凪(1) 11:39.87 齋藤　　菜摘(1) 11:50.09 金子　圭弥乃(2) 12:47.00 前川　　りん(2) 15:59.22
北見北斗 遠軽 網走南ケ丘 遠軽 網走南ケ丘
北野　　眞帆(2) 16.18 永本　　文香(1) 17.09 池田　　　葵(1) 17.31 佐藤　陽茉莉(1) 17.53 橋本　　実澪(2) 17.53 港　　　琴羽(1) 22.15
北見柏陽 網走南ケ丘 北見緑陵 北見北斗 網走南ケ丘 遠軽
中村　あいり(1) 1:11.50 橋本　　実澪(2) 1:15.32 石田　　陽子(1) 1:23.78 片岡　由貴奈(2) 1:27.82 港　　　琴羽(1) 1:34.07
北見柏陽 網走南ケ丘 常呂 常呂 遠軽
金子　圭弥乃(2) 25:51.55 花本　　紗依(2) 31:27.02
遠軽 遠軽
北見柏陽 51.68 網走南ケ丘 52.51 北見商業 54.13 北見緑陵 54.58 遠軽 1:01.38
髙木　　千陽(1) 杉本　　玲奈(1) 西田　陽菜多(2) 髙木　　杏華(2) 市川　　　花(1)
川尻　ちひろ(2) 改元　　　希(1) 長野　　萌果(1) 森居　　和希(2) 花本　　紗依(2)
井上　　美希(2) 橋本　　実澪(2) 橋本　みなみ(2) 池田　　　葵(1) 港　　　琴羽(1)
北野　　眞帆(2) 佐藤　　愛夕(2) 伊原　みづき(1) 佐伯　　亜子(1) 津田　　美咲(2)
北見柏陽 4:26.19 遠軽 4:45.88 北見北斗 4:52.79
中村　あいり(1) 花本　　紗依(2) 笠原　　優来(1)
松井　のえる(1) 植山　　紗凪(1) 平井　　声和(2)
中空　　　響(2) 篠原　菜々美(1) 加藤　　詩花(2)
井上　　美希(2) 金子　圭弥乃(2) 宮下　　美侑(1)
杉本　　玲奈(1) 1m49 佐伯　　亜子(1) 1m47 井尾　　愛美(1) 1m35
網走南ケ丘 北見緑陵 網走南ケ丘
髙木　　杏華(2) 2m30 永本　　文香(1) 2m20 杉本　　玲奈(1) 2m10
北見緑陵 網走南ケ丘 網走南ケ丘
長野　　萌果(1) 5m34(+1.3) 改元　　　希(1) 5m06(+2.7) 宮下　　美侑(1) 4m98(+2.1) 遠藤　りあら(2) 4m64(+0.6) 髙木　　杏華(2) 4m61(+1.9) 佐伯　　涼子(1) 4m53(+1.0) 笠原　　優来(1) 4m52(+1.5) 髙橋　　愛花(1) 4m15(+1.8)
北見商業 網走南ケ丘 公認4m98(+0.8) 北見北斗 公認4m95(+0.4) 網走南ケ丘 北見緑陵 北見柏陽 北見北斗 北見柏陽
佐藤　　愛夕(2) 11m34(+1.1) 高野　　夕奈(2) 10m68(+0.9) 長野　　萌果(1) 10m60(+2.2)
網走南ケ丘 GR 網走南ケ丘 北見商業 公認10m49(+1.1)

唐川　　捺稀(2) 7m35 陶　　　愛梨(2) 6m51 及川　なつみ(1) 5m75 西多　　里奈(1) 4m10
北見柏陽 興部 興部 網走南ケ丘
陶　　　愛梨(2) 23m28 唐川　　捺稀(2) 21m98 津田　　美咲(2) 21m47 片川　　芽生(2) 16m73 畑田　　遥南(2) 13m80
興部 北見柏陽 遠軽 雄武 湧別
片川　　芽生(2) 25m15 片平　はるの(1) 23m85 太田　　奈々(1) 18m64 五十嵐　小雪(2) 17m40
雄武 遠軽 遠軽 網走南ケ丘
白石　　　光(2) 38m73 相澤　菜々美(2) 32m15 相澤　菜々子(2) 28m57 片平　はるの(1) 23m80 津田　　美咲(2) 18m29 鈴木　　真白(1) 14m37
北見藤 興部 興部 遠軽 遠軽 紋別

凡例  GR:大会記録

第63回高体連ｵﾎｰﾂｸ支部新人陸上競技選手権大会兼第37回北海道高等学校新人陸上競技大会ｵﾎｰﾂｸ支部予選会 【21014004】
網走市運動公園陸上競技場 【13170】
2021/08/20 ～ 2021/08/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月21日
高校女子100m

風：+1.2

8月20日
高校女子200m

風：+3.0

8月21日 高校女子400m

8月20日 高校女子800m

8月21日 高校女子1500m

8月20日 高校女子3000m

8月21日
高校女子100mH(0.838m)

風：+1.8

8月20日 高校女子400mH(0.762m)

8月21日 高校女子5000mW

8月20日 高校女子4X100mR

8月21日 高校女子4X400mR

8月20日 高校女子走高跳

8月20日 高校女子棒高跳

8月20日 高校女子走幅跳

8月21日 高校女子三段跳

8月20日 高校女子やり投(600g)

8月20日 高校女子砲丸投(4.000kg)

8月21日 高校女子円盤投(1.000kg)

8月21日
高校女子ハンマー投

(4.000kg)


