
平成２７年８月２２日（土）～２３日（日）

総 務 玉井 康夫
審 判 長 佐藤 好男
記 録 主 任 佐山 友美

日付 種目

加藤 凌棋(2) 11.48 西野 赳司(2) 11.75 高口 翔(1) 12.01 川上 竜輝(1) 12.05 池下 直哉(2) 12.32 丸谷 友喜(1) 12.34 中野 結生(1) 12.45

道北・士別翔雲 道北・名寄 道北・枝幸 道北・士別翔雲 道北・豊富 道北・下川商業 道北・稚内

今村 諒介(1) 12.01

道北・名寄

加藤 凌棋(2) 23.89 西野 赳司(2) 24.33 高口 翔(1) 25.13 桑原 隆朗(2) 26.02 池下 直哉(2) 26.12 中野 結生(1) 26.31 田中 利樹(1) 26.36

道北・士別翔雲 道北・名寄 道北・枝幸 道北・名寄 道北・豊富 道北・稚内 道北・美深

吉田 晃太(2) 26.36

道北・稚内

中村 悟(2) 54.15 吉田 晃太(2) 57.06 庄司 大志(2) 57.57 後藤 詢(1) 57.93 桑原 隆朗(2) 58.99 北出 章人(2) 1:00.46 杉本 琢昇(1) 1:02.71 石田 一輝(2) 1:05.64

道北・士別翔雲 道北・稚内 道北・名寄 道北・士別翔雲 道北・名寄 道北・下川商業 道北・下川商業 道北・美深高等養護

宍戸 泰智(2) 2:10.66 冬川 健(2) 2:11.07 後藤 詢(1) 2:11.52 佐藤 駿(1) 2:19.74 北出 章人(2) 2:23.29 面谷 海斗(2) 2:29.99 河野 剣多(2) 2:32.46 相原 冬偉(1) 2:34.50

道北・士別翔雲 道北・名寄 道北・士別翔雲 道北・名寄 道北・下川商業 道北・遠別農業 道北・下川商業 道北・礼文

宍戸 泰智(2) 4:40.71 冬川 健(2) 4:42.29 宮崎 唯斗(2) 4:43.67 和泉 虎之介(2) 4:47.58 三宮 立人(2) 5:15.78 河野 剣多(2) 5:16.34 元氏 英明(1) 5:20.35 今江 慈(1) 5:20.40

道北・士別翔雲 道北・名寄 道北・礼文 道北・名寄 道北・豊富 道北・下川商業 道北・名寄産業 道北・稚内

佐々木永都(1) 17:45.75 斉藤 大明(2) 17:47.03 宮崎 唯斗(2) 17:54.64 柴野 天心(1) 19:16.84 佐々木俊祐(1) 19:35.68 大藤 恭介(2) 19:57.75 和泉 虎之介(2) 19:58.73

道北・士別翔雲 道北・稚内 道北・礼文 道北・名寄 道北・士別翔雲 道北・豊富 道北・名寄

佐藤 孝郁(2) 18.49 川端 俊輝(2) 19.44 齊藤 諒太(1) 19.85

道北・名寄 道北・士別翔雲 道北・名寄

中村 悟(2) 1:01.74 庄司 大志(2) 1:03.31 齊藤 諒太(1) 1:08.17

道北・士別翔雲 道北・名寄 道北・名寄

佐々木永都(1) 11:03.49 斉藤 大明(2) 11:08.70 佐藤 駿(1) 12:21.83 柴野 天心(1) 12:41.12 佐々木俊祐(1) 12:57.60

道北・士別翔雲 道北・稚内 道北・名寄 道北・名寄 道北・士別翔雲

士別翔雲・道北 45.93 名寄・道北 46.78 枝幸・道北 48.73 下川商業・道北 50.15 稚内・道北 50.25 豊富・道北 51.39 名寄産業・道北 52.19

加藤 凌棋(2) 庄司 大志(2) 木村 嘉成(2) 北出 章人(2) 中野 結生(1) 小林 卓(2) 田中 隆奨(1)

真鍋 友輔(1) 佐藤 孝郁(2) 佐藤 駿平(1) 河野 剣多(2) 斉藤 大明(2) 三宮 立人(2) 三上 恭生(2)

中村 悟(2) 西野 赳司(2) 是川 英介(2) 杉本 琢昇(1) 鹿内 一輝(1) 大藤 恭介(2) 芳賀 大介(1)

鈴木 大介(1) 今村 諒介(1) 高口 翔(1) 丸谷 友喜(1) 吉田 晃太(2) 池下 直哉(2) 元氏 英明(1)

名寄・道北 3:42.63 士別翔雲・道北 3:44.28 稚内・道北 3:54.90 豊富・道北 4:04.26 枝幸・道北 4:09.09

今村 諒介(1) 後藤 詢(1) 中野 結生(1) 小林 卓(2) 木村 嘉成(2)

庄司 大志(2) 宍戸 泰智(2) 吉田 晃太(2) 池下 直哉(2) 佐藤 駿平(1)

冬川 健(2) 加藤 凌棋(2) 今江 慈(1) 三宮 立人(2) 佐々木 浩人(2)

西野 赳司(2) 中村 悟(2) 斉藤 大明(2) 平間 夕馬(2) 是川 英介(2)

今村 諒介(1) 1m55

道北・名寄

鈴木 大介(1) 6m09(+0.5) 細川 海(2) 5m29(0.0) 打田 列哉(1) 5m05(-0.9) 佐々木 浩人(2) 4m97(+0.6) 佐藤 駿平(1) 4m35(-2.2) 三上 恭生(2) 4m34(+2.5)

道北・士別翔雲 道北・美深 道北・名寄 道北・枝幸 道北・枝幸 道北・名寄産業 公認4m08(-0.1)

鈴木 大介(1) 12m74(0.0) 佐藤 孝郁(2) 12m00(-0.2) 打田 列哉(1) 11m60(+1.5) 細川 海(2) 11m30(+0.9) 真鍋 友輔(1) 10m74(+0.5)

道北・士別翔雲 道北・名寄 道北・名寄 道北・美深 道北・士別翔雲

藤原 翔吾(1) 9m07 立花 悠馬(2) 8m78 安西 和樹(1) 8m74 木村 嘉成(2) 7m61 大輪 颯(1) 7m21 鹿内 一輝(1) 6m98

道北・士別翔雲 道北・士別翔雲 道北・名寄 道北・枝幸 道北・稚内 道北・稚内

大光寺 魁(2) 30m46 鹿内 一輝(1) 25m39 芳賀 大介(1) 23m84 久光 智也(1) 17m84 川上 竜輝(1) 15m86

道北・名寄 道北・稚内 道北・名寄産業 道北・名寄 道北・士別翔雲

立花 悠馬(2) 43m29 芳賀 大介(1) 19m82 久光 智也(1) 18m97 安西 和樹(1) 17m67

道北・士別翔雲 GR 道北・名寄産業 道北・名寄 道北・名寄

大光寺 魁(2) 43m97 川端 俊輝(2) 40m70 平間 夕馬(2) 38m29 杉本 琢昇(1) 36m07 藤原 翔吾(1) 33m48

道北・名寄 道北・士別翔雲 道北・豊富 道北・下川商業 道北・士別翔雲

男子学校対抗 名寄 123.5点 士別翔雲 117点 稚内 30点 枝幸 21.5点 豊富 14点 名寄産業 10点 下川商業 10点 美深 8点

男子トラック 名寄 78.5点 士別翔雲 77点 稚内 22点 枝幸 13.5点 豊富 10点 礼文 8点 下川商業 7点 遠別農業 1点

男子フィールド 名寄 45点 士別翔雲 40点 名寄産業 10点 美深 8点 稚内 8点 枝幸 8点 豊富 4点 下川商業 3点

凡例 GR:大会記録

参加校数 １１校 １３時現在 第１日 第２日

参加人員 ６０名 風 向 北西 北西

風 速 １．０ ０．５

温 度 ２４．０ ２０．０

湿 度 ５９．０％ ７０．０％

天 候 晴 曇

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｼｮﾝ 良好 良好

5位 6位

8月23日
高校男子200m

風：-0.8

8月22日 高校男子400m

7位 8位

8月22日
高校男子100m

風：+2.5

1位 2位 3位 4位

8月23日 高校男子800m

8月22日 高校男子1500m

8月23日 高校男子5000m

8月23日
高校男子

110mH(1.067m)
風：-4.0

8月23日
高校男子

400mH(0.914m)

8月22日
高校男子

3000mSC(0.914m)

8月22日 高校男子4X100mR

8月23日 高校男子4X400mR

8月22日 高校男子走高跳

高校男子やり投
(800g)

8月23日 高校男子走幅跳

8月22日 高校男子三段跳

8月23日
高校男子砲丸投

(6.000kg)

平成２７年度 第３０回高体連名寄支部新人陸上競技大会 兼 第３１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）

主催者名 道北陸上競技協会

対抗得点

士 別 市 陸 上 競 技 場

8月22日
高校男子円盤投

(1.750kg)

8月22日
高校男子ハンマー

投(6.000kg)

8月23日


