
トラック審 判 長 執行　勝
跳 躍 審 判 長 執行　勝
投 て き審 判 長 執行　勝
競 歩 審 判 長 執行　勝
記 録 主 任 丸　すみ子

日付 種目

藤原　大和(2) 11.42 加藤　凌棋(1) 11.58 渋梨子　雄也(2) 11.77 渡辺　星斗(2) 11.95 川村　康平(2) 12.36 石川　敬士(2) 12.52 齊藤　拓哉(1) 12.61 木村　嘉成(1) 12.64

士別翔雲 士別翔雲 名寄 名寄 礼文 名寄産業 遠別農業 枝幸

藤原　大和(2) 23.38(+2.1) 加藤　凌棋(1) 23.85(+2.1) 渋梨子　雄也(2) 23.92(+2.1) 照井　康介(2) 24.53(+2.1) 吉田　晃太(1) 25.67(+2.1) 石川　敬士(2) 26.09(+2.1) 三上　恭生(1) 26.67(+2.1) 杉本　琉矢(1) 29.51(+2.1)

士別翔雲 士別翔雲 名寄 名寄 稚内 名寄産業 名寄産業 豊富

柴野　美則(2) 53.42 本平　和也(2) 54.71 鳥浜　飛友我(2) 54.81 中村　　悟(1) 55.26 吉田　晃太(1) 56.78 是川　英介(1) 1:03.61 面谷　海斗(1) 1:07.66

名寄 名寄 枝幸 士別翔雲 稚内 枝幸 遠別農業

市田　祐大(2) 2:12.36 宍戸　泰智(1) 2:14.66 冬川　　健(1) 2:18.21 鳥浜　飛友我(2) 2:18.33 細川　海(1) 2:21.15 斉藤　大明(1) 2:24.33 渡邉　健太(2) 2:31.96 河野　剣多(1) 2:32.21

名寄 士別翔雲 名寄 枝幸 美深 稚内 名寄産業 下川商業

大光寺　稜(2) 4:31.62 尾形　悠斗(2) 4:33.47 市田　祐大(2) 4:34.29 谷口　史弥(2) 4:35.10 原田　空土(2) 4:38.19 宍戸　泰智(1) 4:41.85 宮崎　唯人(1) 4:51.08 細川　海(1) 4:53.39

名寄 稚内 名寄 名寄産業 下川商業 士別翔雲 礼文 美深

坂本　涼(2) 17:17.63 堀合　幸希(2) 17:18.85 尾形　悠斗(2) 17:28.06 谷口　史弥(2) 17:44.87 宮崎　唯人(1) 18:14.50 中村　　将(2) 18:26.92 北出　章人(1) 18:53.08 和泉　虎之介(1) 18:53.38

稚内 名寄 稚内 名寄産業 礼文 士別翔雲 下川商業 名寄

溝口　凱斗(2) 18.48 佐々木郊弥(1) 19.49 笠井　勇佑(2) 20.71 橋本　竜希(2) 24.18

名寄 士別翔雲 名寄 士別翔雲

庄司　大志(1) 1:07.29 西野　赳司(1) 1:09.51 佐々木郊弥(1) 1:11.49 中村　　悟(1) 1:14.51

名寄 名寄 士別翔雲 士別翔雲

堀合　幸希(2) 10:51.39 大光寺　稜(2) 11:07.01 坂本　涼(2) 11:11.96 原田　空土(2) 11:12.53 中村　　将(2) 11:38.27 北出　章人(1) 11:52.08

名寄 名寄 稚内 下川商業 士別翔雲 下川商業

奥村　偲音(2) 28:12.92 和泉　虎之介(1) 37:56.54

下川商業 名寄

士別翔雲 45.34 名寄 47.16 下川商業 48.50 稚内 48.63 名寄産業 50.65 豊富 51.86

加藤　凌棋(1) 本平　和也(2) 北出　章人(1) 稲上　翔(2) 川原　淳睦(2) 杉本　琉矢(1)

橋本　竜希(2) 渡辺　星斗(2) 石黒　隼平(2) 坂本　涼(2) 三上　恭生(1) 大藤　恭介(1)

中村　　悟(1) 向田　弦矢(2) 佐々木　裕人(2) 尾形　悠斗(2) 渡邉　健太(2) 池下　直哉(1)

藤原　大和(2) 渋梨子　雄也(2) 木村　勇気(2) 吉田　晃太(1) 石川　敬士(2) 平間　夕馬(1)

第29回高体連名寄支部新人陸上競技大会　兼　第３０回北海道高等学校新人陸上競技大会名寄支部予選会　決勝一覧（男子）

8月22日 男子3000mSC

8月23日 男子5000mW

8月22日 男子4X100mR

8月23日 男子5000m

8月23日
男子110mH(1.067m)�

風：-0.1

8月23日
男子

400mH(0.914m)

8月22日 男子400m

8月23日 男子800m

8月22日 男子1500m

8月23日 男子200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月22日
男子100m�
風：+1.5
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藤原　大和(2) 渋梨子　雄也(2) 木村　勇気(2) 吉田　晃太(1) 石川　敬士(2) 平間　夕馬(1)

名寄 3:38.84 士別翔雲 3:43.84 稚内 3:54.68 下川商業 4:02.33 名寄産業 4:19.28

柴野　美則(2) 中村　　悟(1) 吉田　晃太(1) 木村　勇気(2) 川原　淳睦(2)

向田　弦矢(2) 宍戸　泰智(1) 坂本　涼(2) 原田　空土(2) 谷口　史弥(2)

照井　康介(2) 加藤　凌棋(1) 斉藤　大明(1) 石黒　隼平(2) 三上　恭生(1)

本平　和也(2) 藤原　大和(2) 尾形　悠斗(2) 佐々木　裕人(2) 石川　敬士(2)

稲上　翔(2) 1m65 溝口　凱斗(2) 1m60 向田　弦矢(2) 1m60 穴井　瀬夏(2) 1m55

稚内 名寄 名寄 士別翔雲

三木　裕司(2) 3m10 川端　俊輝(1) 2m20

士別翔雲 士別翔雲

松下　　翔(2) 5m79(-1.6) 向田　弦矢(2) 5m75(-1.3) 松下　凌太(2) 5m55(-0.3) 稲上　翔(2) 5m41(-0.9) 木村　勇気(2) 5m33(-0.3) 齊藤　拓哉(1) 5m18(+0.5) 穴井　瀬夏(2) 5m14(-0.2) 川村　康平(2) 5m01(-1.1)

士別翔雲 名寄 名寄 稚内 下川商業 遠別農業 士別翔雲 礼文

松下　　翔(2) 13m32(-0.7) 笹月　峻平(2) 11m99(-0.5) 佐藤　孝郁(1) 10m51(0.0) 橋本　竜希(2) 10m19(+0.3) 佐々木　浩人(1) 9m63(0.0)

士別翔雲 名寄 名寄 士別翔雲 枝幸

石黒　隼平(2) 10m30 山野　智輝(2) 10m19 福内　翔太(2) 9m36 安谷内　康弘(2) 8m08 川原　淳睦(2) 7m62 木村　嘉成(1) 6m98

下川商業 名寄 下川商業 名寄 名寄産業 枝幸

佐々木　裕人(2) 32m69 福内　翔太(2) 29m79 大光寺　魁(1) 21m93 石脇　拓哉(2) 21m23 川原　淳睦(2) 20m95 立花　悠馬(1) 20m88 安谷内　康弘(2) 20m51

下川商業 下川商業 名寄 遠別農業 名寄産業 士別翔雲 名寄

倉澤　　優(2) 33m00 佐々木　裕人(2) 26m27 立花　悠馬(1) 24m22 山野　智輝(2) 19m69

名寄 下川商業 士別翔雲 名寄

石黒　隼平(2) 47m42 木村　勇気(2) 43m17 川端　俊輝(1) 38m41 倉澤　　優(2) 38m24 大光寺　魁(1) 37m48 石脇　拓哉(2) 30m03 平間　夕馬(1) 29m86 三木　裕司(2) 29m32

下川商業 下川商業 士別翔雲 名寄 名寄 遠別農業 豊富 士別翔雲

男子トラック 名寄 98点 士別翔雲 60点 稚内 31点 下川商業 19点 名寄産業 12点 枝幸 8点 礼文 4点 美深 2点

男子フィールド 名寄 53点 下川商業 39点 士別翔雲 38点 稚内 9点 遠別農業 5点 名寄産業 4点 枝幸 3点

男子総合 名寄 151点 士別翔雲 98点 下川商業 58点 稚内 40点 名寄産業 16点 枝幸 11点 遠別農業 5点 礼文 4点

対抗得点

8月22日
男子円盤投
(1.750kg)

8月22日
男子ハンマー投
(6.000kg)

8月23日 男子やり投(800g)

8月23日 男子走幅跳

8月22日 男子三段跳

8月23日
男子砲丸投
(6.000kg)

8月23日 男子4X400mR

8月22日 男子走高跳

8月23日 男子棒高跳
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