
平成２４年度　第27回高体連名寄支部新人陸上競技大会（男子）
支部名 平成24年8月24日（金）～8月25日（土）士別市陸上競技場

8/24 100m 10 -0.1

8/25 200m 10 +1.9

8/24 400m 8

8/25 800m 8

8/24 1500m 9

8/25 5000m 5

8/25 110mH 4 +0.5

8/25 400mH 8

8/24 3000mSC 4

8/25 5000mW 4

8/24 走高跳 4

8/25 棒高跳 2

8/25 砲丸投 5

8/24 円盤投 6

8/24 ハンマー投 4

8/25 やり投 4

八種競技

参加校数 校 主催者名 丸　すみ子
参加人員 名

玉井　康夫

執行　勝審 判 長

記 録 主
任58 風　　　速 0.6ｍ 1.6m 天 候 曇 晴

温　　　度 24.0 32.5 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｼｮﾝ 良 良 道 北 陸 上 競 技 協 会 総 務
湿　　　度 79.0% 61.0%

１３時現在 第１日 第２日 第３日 第４日 １３時現在 第１日 第２日 第３日 第４日

9 風　　　向 南南西 南 気 圧

15 豊富 12 名寄産業 6 美深高等養護 4 稚内 3 下川商業

フィールド 63 士別翔雲 56 名寄 15 遠別農業 5 下川商業 2 稚内 1 名寄産業 0 豊富 #N/A #N/A

得点

総合 161 士別翔雲 139 名寄

トラック 98 士別翔雲 83

15 遠別農業 15 枝幸 15 豊富 13 名寄産業 8 下川商業 6 稚内

名寄 15 枝幸

48 m 06 遠藤　雅基 名　　寄2 38 m 46 小神　尋揮 名　　寄2 34 m 67 鎌田　聖也 士別翔雲1 31 m 89 山下　天盛 士別翔雲1

29 m 46 遠藤　雅基 名　　寄2 25 m 30 鎌田　聖也 士別翔雲1 18 m 06 鯖戸　尚希 名　　寄2 12 m 08 澤田　　匠 士別翔雲1

24 m 13 岡本　尚樹 遠別農業1 23 m 17 小神　尋揮 名　　寄2 22 m 74 鈴木　友也 士別翔雲2 16 m 22 鯖戸　尚希 名　　寄2 15 m 14 沖野　里緒 稚　　内1 11 m 67 渡邊　裕介 士別翔雲1

士別翔雲1
12 m 06 11 m 90 11 m 37 11 m 17

10 m 31 岡本　尚樹 遠別農業1 8 m 05 石川綜一朗 士別翔雲1 7 m 57 山下　航平 名　　寄1 7 m 31 鈴木　友也 士別翔雲2 5 m 97 小古間　隆 名　　寄1

名　　寄1
6 m 04 5 m 19 4 m 95 4 m 91 4 m 72 4 m 37

8/24 三段跳 4
-0.4

樫谷　祐希 名　　寄2
-0.8

森　　雄斗 士別翔雲2
-0.6

山下　航平 名　　寄1
-0.4

吉田　竜貴

8/25 走幅跳 7
-0.2

森　　雄斗 士別翔雲2
-0.5

白鳥　翔一 下 川 商1
-2.9

吉田　竜貴 士別翔雲1
-0.7

齋藤　勇馬 遠別農業2
-0.1

宮崎　　渉 名　　寄2
-1.1

玉川　拓哉 名寄産業1
-0.4

豊岡　佑基
3 m 98

3 m 60 吉田　祐輔 士別翔雲2 3 m 00 澤田　　匠 士別翔雲1

白石　智也1

豊　　富
川上　拓野2

白石　凌也2

西村　和也2 森　　雄斗2 山根　正晃2 沖台　賢矢1
8/25

4×
400mR

21 3’35”70

川橋　　駿2

名　　寄 3’40”96

宍戸　遼真1

士別翔雲 4’06”19

田畑　賢人1

名寄産業 4’15”85

玉井　悠太1 土本　隼人1

岡田　友哉2 佐藤　亮太2

山田　奨真2

宮本　翔平1

吉田　祐輔2 西村　和也2 佐藤　亮太2 川上　拓野2

玉井　悠太1 山田　奨真2 田畑　賢人1 沖台　賢矢1
豊　　富

山根　正晃2 白石　智也1

8/24
4×

100mR
21 46”31

宍戸　遼真1

士別翔雲 46”53

柳沢　　力1

名　　寄 50”07

森　　雄斗2 川橋　　駿2

玉川　拓哉1

名寄産業 52”17

白石　凌也2

30’44”75 菊地　康介 士別翔雲1 30’50”28 水島　圭介 名　　寄1 37’42”94 渡邊　裕介 士別翔雲1 39’12”59 沖台　賢矢 豊　　富1

11’03”46 本間　悠平 士別翔雲1 11’50”03 阿部　圭太 士別翔雲1 12’04”47 水島　圭介 名　　寄1 13’35”17 武田　将吾 名　　寄1

士別翔雲1 21”44 武田　将吾 名　　寄1 21”66 柴田　知宏 名　　寄1 21”77 上野　大樹 士別翔雲1

1’00”22 宍戸　遼真 士別翔雲1 1’05”39 岡田　友哉 士別翔雲2 1’07”11 戸田　哲暢 枝　　幸2 1’08”76 佐藤　淳樹 名　　寄1 1’11”41 鈴木　史也 枝　　幸1 1’11”59 土本　隼人 名寄産業1 1’11”96 柴田　知宏 名　　寄1

20”00 山下　天盛

美深高等養2 5’06”89 保坂　崇之 稚　　内1 5’15”43 土本　隼人 名寄産業1

17’45”64 三上　翔平 士別翔雲1 18’01”33 菊地　康介 士別翔雲1 18’15”99 大峰　佑太 枝　　幸2 18’29”30 清水　貫太 名　　寄1 21’30”62 保坂　崇之 稚　　内1

4’20”64 山田　奨真 名　　寄2 4’24”92 本間　悠平 士別翔雲1 4’27”01 三上　翔平 士別翔雲1 4’38”86 大峰　佑太 枝　　幸2 4’48”66 清水　貫太 名　　寄1 4’51”14 今野　峻輝

稚　　内1名　　寄2 52”96 宍戸　遼真 士別翔雲1 55”01 西村　和也 名　　寄2 56”84 岡田　友哉 士別翔雲2 59”58 鈴木　史也 枝　　幸1 1’00”85 水本　一哉 1’06”46 田畑　賢人 名寄産業1

2’04”04 山田　奨真 名　　寄2 2’13”31 石川綜一朗 士別翔雲1 2’15”66 今野　峻輝 美深高等養2 2’15”97 阿部　圭太 士別翔雲1 2’19”34 宮本　翔平 名　　寄1 2’27”88 沖野　里緒 稚　　内1 2’40”65 東館　和也 遠別農業1

51”75 川橋　　駿

美深高等養2 13”15 熊谷　雄太 士別翔雲1

23”22 川橋　　駿 名　　寄2 24”42 玉井　悠太 士別翔雲1 25”24 白石　凌也 豊　　富2 25”50 柳沢　　力 名　　寄1 25”76 山根　正晃 名寄産業2 26”02 北村　宗也 美深高等養2 26”23 水本　一哉 稚　　内1 26”34 熊谷　雄太 士別翔雲1

記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名

12”01 西村　和也 名　　寄2 12”11 玉井　悠太 士別翔雲1 12”14 小古間　隆 名　　寄1 12”43 白鳥　翔一 下 川 商1 12”46 白石　凌也 豊　　富2 12”65 山根　正晃 名寄産業2 12”71 北村　宗也

名 寄

月
日

種目 参加
人数

風
力

1 2 3 4 5 6 7 8
記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名

1 m 74 吉田　祐輔 士別翔雲2 1 m 71 樫谷　祐希 名　　寄2 1 m 60 根深　敦也 名　　寄1



平成２４年度　第27回高体連名寄支部新人陸上競技大会（女子）
支部名 平成24年8月24日（金）～8月25日（土） 士別市陸上競技場

8/24 100m 6 +1.0

8/25 200m 5 +1.3

8/24 400m 7

8/25 800m 7

8/24 1500m 7

8/25 3000M 4

8/25 100mH 5 +0.4

8/25 400mH 5

8/25 5000mW 2

8/24 走高跳 5

8/25 砲丸投 3

8/24 円盤投 2

8/25 やり投 8

参加校数 校 主催者名 丸　すみ子
参加人員 名

玉井　康夫

執行　勝審 判 長

記 録 主
任45 風　　　速 0.6ｍ 1.6m 天 候 曇 晴

温　　　度 24.0 32.5 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｼｮﾝ 良 良 道 北 陸 上 競 技 協 会 総 務
湿　　　度 79.0% 61.0%

１3時現在 第１日 第２日 第３日 第４日 １3時現在 第１日 第２日 第３日 第４日

8 風　　　向 南南西 南 気 圧

21 豊富 16 名寄産業 11 下川商業 8 礼文 3 枝幸

フィールド 24 士別翔雲 15 礼文 11 下川商業 7 名寄 5 稚内 5 豊富 4 枝幸 0 名寄産業

枝　　幸1

得点

総合 75 士別翔雲 66 名寄 43 稚内 26 豊富 23 礼文 22 下川商業 16 名寄産業 7 枝幸

トラック 59 名寄 51 士別翔雲 38 稚内

36m98
大会新

佐々木　悠 士別翔雲2
36m07
大会新

白川ひかり 豊　　富2 31 m 47 古川　　桜 下 川 商1 24 m 53 武石　紫乃 名　　寄2 23 m 74 山田野乃花 下 川 商1 17 m 28 秋田　紗弥

23 m 98 佐々木　悠 士別翔雲2 14 m 58 大友　彩歌 礼　　文1

7 m 36 川村　織穂 礼　　文1 6 m 81 古川　　桜 下 川 商1 6 m 22 大友　彩歌 礼　　文1

4 m 02 3 m 82 3 m 64 2 m 76
8/25 走幅跳 8

-0.5
伊藤さやか 士別翔雲2

-1.4
佐々木麻由 稚　　内1

-0.8
武石　紫乃 名　　寄2

-2.0
田中　　茜 枝　　幸1

1 m 30 田村　和泉 士別翔雲1

千葉　遥加1 三上あゆみ1 千葉　彩加1 長尾　京華1

佐々木　悠2 渡辺　弘美1 駒田　美結1 白川ひかり2

豊　　富

内山　友希2 大友　歩惟1 武石　紫乃2 大藤　千春1

8/25
4×

400mR
26 4’35”45

伊藤さやか2

士別翔雲 4’48”37

佐々木麻由1

稚　　内 4’49”10

五嶋　華子1

名　　寄 5’23”08

小林　優菜1

内山　友希2 武石　紫乃2 白川ひかり2 三上あゆみ1

田村　和泉1 五嶋　華子1 小林　優菜1 大友　歩惟1

士別翔雲8/24
4×

100mR
26 55”82

伊藤さやか2

57”85

千葉　彩加1

名　　寄 59”76

長尾　京華1

豊　　富 1’02”65

佐々木麻由1

稚　　内
佐々木　悠2 仙頭　桃菜2 大藤　千春1 渡辺　弘美1

34’52”46 仙頭　桃菜 名　　寄2 39’18”79 大山　美紀 名　　寄2

1’10”54 内山　友希 士別翔雲2 1’19”89 千葉　彩加 名　　寄1 1’22”35 田村　和泉 士別翔雲1 1’26”41 長尾　京華 豊　　富1 1’39”49 井上　未久 名　　寄1

18”86 大友　歩惟 稚　　内1 20”36 千葉　彩加 名　　寄1 20”54 白川ひかり 豊　　富2 22”13 渡辺　弘美 稚　　内1 23”01 駒田　美結 名　　寄1

12’59”90 三上あゆみ 稚　　内1 13’21”63 仙頭　桃菜 名　　寄2 13’44”58 田村小百合 名　　寄2 16’36”91 三上　　明 枝　　幸1

豊　　富1名　　寄1 2’44”41 千葉　遥加 士別翔雲1 2’47”11 城守　綺那 士別翔雲1 2’47”40 佐藤　　光 礼　　文1 2’55”78 星　　知南 名寄産業1 3’06”78 長尾　京華 3’14”66 冬川　　薫 名　　寄1

5’41”36 城守　綺那 士別翔雲1 5’42”11 佐藤　　光 礼　　文1 5’48”09 三上あゆみ 稚　　内1 5’56”05 山田野乃花 下 川 商1 6’03”10 大山　美紀 名　　寄2 6’05”20 田村小百合 名　　寄2 7’15”48 三上　　明 枝　　幸1

2’37”03 五嶋　華子

1’05”86 内山　友希 士別翔雲2 1’06”24 大友　歩惟 稚　　内1 1’07”92 五嶋　華子 名　　寄1 1’11”04 千葉　遥加 士別翔雲1 1’14”60 星　　知南 名寄産業1 1’15”08 佐々木麻由 稚　　内1

27”25 田中　彩椰 名寄産業2 31”71 渡辺　弘美 稚　　内1 32”76 佐藤　一葉 下 川 商2 33”49 冬川　　薫 名　　寄1

記録 氏名 校名 記録 氏名 校名

13”24 田中　彩椰 名寄産業2 14”45 伊藤さやか 士別翔雲2 14”85 大藤　千春 豊　　富1 15”35 佐藤　一葉 下 川 商2 15”82 小林　優菜 豊　　富1 15”85 河野　恵吏 下 川 商1

名 寄

月
日

種目 参加
人数

風
力

1 2 3 4 5 6 7 8
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


