
高校男子100m
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                 11.10     鈴木悠介(士別)                        平成13年

北海道高校記録(HHR)          10.38     小池裕貴(札幌・立命館慶祥)            平成25年 8月21日 10:20 予　選

日本高校記録(HR)             10.01     桐生祥秀(京都・洛南)                  平成25年 8月21日 11:40 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:-0.9) 2組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾞﾐ ｲｯﾍﾟｲ ｻｻｷ ﾘｭｳﾄ

1 6 621 田上　一平(2) 下川商業 12.33 Q 1 5 705 佐々木　琉翔(2) 士別翔雲 11.80 Q

ﾀｶｺﾞｳ ﾄｳｼﾞ ｼﾞﾝﾎﾞ ｾｲﾀ

2 4 824 鷹合　斗志(1) 剣淵 12.58 Q 2 4 46 神保　清太(1) 稚内 12.32 Q

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ

3 5 501 安藤　将大(2) 名寄産業 12.65 Q 3 6 983 安部　翔鷹(1) 美深高等養護 13.09 Q

ｱﾗｲ ﾀｸﾐ ﾊｶﾞ ﾀｲﾖｳ

4 3 42 荒井　拓弥(1) 稚内 12.97 q 4 3 823 芳賀　大陽(1) 剣淵 13.44 q

ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾑ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾐ

7 708 川原　直夢(1) 士別翔雲 DNS 5 7 624 小野寺　匠(2) 下川商業 13.47

決　勝　

(風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾘｭｳﾄ

1 4 705 佐々木　琉翔(2) 士別翔雲 11.62

ﾀｶﾞﾐ ｲｯﾍﾟｲ

2 5 621 田上　一平(2) 下川商業 12.31

ｼﾞﾝﾎﾞ ｾｲﾀ

3 6 46 神保　清太(1) 稚内 12.42

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ

4 8 501 安藤　将大(2) 名寄産業 12.45

ﾀｶｺﾞｳ ﾄｳｼﾞ

5 3 824 鷹合　斗志(1) 剣淵 12.60

ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ

6 7 983 安部　翔鷹(1) 美深高等養護 13.05

ｱﾗｲ ﾀｸﾐ

7 1 42 荒井　拓弥(1) 稚内 13.13

ﾊｶﾞ ﾀｲﾖｳ

8 2 823 芳賀　大陽(1) 剣淵 13.37



高校男子200m
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                 22.90     浦山大介(名寄)                        平成29年
北海道高校記録(HHR)          20.89     小池裕貴(札幌・立命館慶祥)            平成25年
日本高校記録(HR)             20.34     サニブラウン・Ａ・ハキーム(東京・城西)平成27年 8月22日 10:50 決　勝

決　勝　

(風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻｷ ﾘｭｳﾄ

1 4 705 佐々木　琉翔(2) 士別翔雲 24.40
ﾀｶﾞﾐ ｲｯﾍﾟｲ

2 7 621 田上　一平(2) 下川商業 24.70
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ

3 2 42 荒井　拓弥(1) 稚内 25.89
ﾀｶｺﾞｳ ﾄｳｼﾞ

4 6 824 鷹合　斗志(1) 剣淵 26.23
ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾔ

5 8 709 田島　大椰(1) 士別翔雲 26.37
ｱﾏﾉ ﾊﾔﾄ

6 5 44 天野　駿翔(1) 稚内 26.91
ﾊｶﾞ ﾀｲﾖｳ

7 3 823 芳賀　大陽(1) 剣淵 27.70

高校男子400m
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                 51.60     西海康徳(稚内)                        平成19年
北海道高校記録(HHR)          46.81     高平慎二(旭川・旭川大学)              平成14年
日本高校記録(HR)             45.47     金丸祐三(大阪・大阪)                  平成17年 8月21日 11:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｷ

1 5 707 川上　純季(1) 士別翔雲 52.76
ｼﾌﾞﾅｼ ﾋﾛﾔ

2 4 464 渋梨子　大也(2) 名寄 55.77
ｼﾞﾝﾎﾞ ｾｲﾀ

3 6 46 神保　清太(1) 稚内 57.09
ｱﾏﾉ ﾊﾔﾄ

4 3 44 天野　駿翔(1) 稚内 1:01.54
ｻｲﾄｳ ﾕｳ

5 7 942 齋藤　優(1) 礼文 1:04.48



高校男子800m
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)               1:59.80     遠藤敦志(士別)                        平成4年
北海道高校記録(HHR)        1:50.85     岡　昇平(札幌・国際情報)              平成20年
日本高校記録(HR)           1:46.59     クレイ・アーロン竜波(神奈川・相洋)    令和元年 8月22日 11:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁﾊｼ ｿｳﾀ

1 3 704 市橋　宗大(2) 士別翔雲 2:22.73
ﾏﾂｼﾀ ｹﾝｼﾝ

4 304 松下　賢真(2) 枝幸 DNS

高校男子1500m
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)               4:07.12     林　貴志(名寄)                        平成８年
北海道高校記録(HHR)        3:48.13     小池　旭(札幌・恵庭南)                平成６年
日本高校記録(HR)           3:37.18     佐藤圭汰(京都・洛南)                  令和3年 8月21日 10:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

1 6 43 佐藤　準之助(1) 稚内 4:48.78
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾄ

2 1 622 遠藤　瑠斗(2) 下川商業 4:56.03
ｲﾁﾊｼ ｿｳﾀ

3 3 704 市橋　宗大(2) 士別翔雲 4:56.51
ﾐｶﾐ ﾙｲ

4 4 502 三上　琉以(1) 名寄産業 4:58.94
ﾏﾂｼﾀ ｹﾝｼﾝ

2 304 松下　賢真(2) 枝幸 DNS
ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

5 302 中川　大空(2) 枝幸 DNS



高校男子5000m
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)               15:06.4     室　政敬(名寄)                        平成5年
北海道高校記録(HHR)       14:02.41     島田拓(札幌・札幌山の手)              令和2年
日本高校記録(HR)          13:34.74     石田洸介(群馬・東農大二)              令和2年 8月22日 10:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ

1 1 623 岡田　結稀(2) 下川商業 18:29.75
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

2 2 43 佐藤　準之助(1) 稚内 19:02.15
ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

3 302 中川　大空(2) 枝幸 DNS
ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳｺﾞ

4 710 稲垣　匠冴(1) 士別翔雲 DNS

高校男子110mH(1.067m)
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                 16.67     片岡　涼(名寄)                        令和元年
北海道高校記録(HHR)          13.99     岩船陽一(札幌・東海大四)              平成15年
日本高校記録(HR)             13.69     西徹朗(愛知・名古屋)                  令和3年 8月21日 10:00 決　勝

決　勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾘ ｺｳｷ

1 7 706 渡利　幸生(2) 士別翔雲 17.86



高校男子400mH(0.914m)
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                 58.66     皆川　遼(士別)                        平成19年
北海道高校記録(HHR)          50.97     安原晃司(札幌・東海大四)              平成16年
日本高校記録(HR)             49.09     為末　大(広島・広島皆実)              平成8年 8月22日 09:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾌﾞﾅｼ ﾋﾛﾔ

1 7 464 渋梨子　大也(2) 名寄 1:02.69
ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｷ

6 707 川上　純季(1) 士別翔雲 DQ,T6

高校男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                9:23.7     室　政敬(名寄)                        平成5年
北海道高校記録(HHR)        8:57.09     大場靖之(旭川・旭川大学)              平成3年
日本高校記録(HR)           8:39.37     三浦龍司(京都・洛南)                  平成元年 8月21日 12:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳｺﾞ

1 1 710 稲垣　匠冴(1) 士別翔雲 13:02.73



高校男子4X100mR
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                 44.59     大内・小島・高橋・野口(士別翔雲)      平成22年
北海道高校記録(HHR)          40.43     高松・寺島・工藤・室谷(室蘭・北海道栄)平成27年
日本高校記録(HR)             39.57     和田・宮本・井本・平賀(京都・洛南)    平成29年 8月21日 12:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 士別翔雲 709 田島　大椰(1) ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾔ 46.19

707 川上　純季(1) ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｷ

706 渡利　幸生(2) ﾜﾀﾘ ｺｳｷ

705 佐々木　琉翔(2) ｻｻｷ ﾘｭｳﾄ

2 6 稚内 45 和田　健斗(1) ﾜﾀﾞ ﾀｹﾄ 49.80

42 荒井　拓弥(1) ｱﾗｲ ﾀｸﾐ

44 天野　駿翔(1) ｱﾏﾉ ﾊﾔﾄ

46 神保　清太(1) ｼﾞﾝﾎﾞ ｾｲﾀ

高校男子4X400mR
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)               3:30.25     半田・谷口・古瀧・岡(士別翔雲)        平成20年
北海道高校記録(HHR)        3:11.28     諸岡・増川・本所･森(室蘭・北海道栄)   平成29年
日本高校記録(HR)           3:08.32     笛木・山本・菅井・鈴木(千葉・成田)    平成15年 8月22日 12:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 士別翔雲 709 田島　大椰(1) ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾔ 3:50.09

706 渡利　幸生(2) ﾜﾀﾘ ｺｳｷ
704 市橋　宗大(2) ｲﾁﾊｼ ｿｳﾀ
707 川上　純季(1) ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｷ

2 5 稚内 44 天野　駿翔(1) ｱﾏﾉ ﾊﾔﾄ 3:58.30

42 荒井　拓弥(1) ｱﾗｲ ﾀｸﾐ
43 佐藤　準之助(1) ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
46 神保　清太(1) ｼﾞﾝﾎﾞ ｾｲﾀ



高校男子走幅跳
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                  6m84     佐藤篤史(天塩)                        平成元年
北海道高校記録(HHR)           7m87     品田直宏(札幌・国際情報)              平成15年
日本高校記録(HR)              8m12     藤原孝輝(京都・洛南)                  令和元年 8月22日 09:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾄ 5m52 × × × 5m48 × 5m52
1 2 622 遠藤　瑠斗(2) 下川商業 +0.6 -1.5 +0.6

ﾐｶﾐ ﾙｲ 5m34 5m20 5m25 × 5m14 × 5m34
2 5 502 三上　琉以(1) 名寄産業 +0.6 -0.6 -0.6 -2.6 +0.6

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 4m72 4m88 5m15 5m09 4m58 5m04 5m15
3 3 501 安藤　将大(2) 名寄産業 +0.1 +0.3 -0.2 -0.4 -1.5 -0.2 -0.2

ﾜﾀﾞ ﾀｹﾄ × 4m69 4m76 4m27 3m21 × 4m76
4 4 45 和田　健斗(1) 稚内 -0.4 +0.2 -1.7 +0.3 +0.2

ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾑ

1 708 川原　直夢(1) 士別翔雲 DNS

高校男子走高跳
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                  1m89     毛馬内大輔(名寄)                      平成6年
北海道高校記録(HHR)           2m22     境田裕之(旭川・旭川北都商)            平成元年
日本高校記録(HR)              2m23     戸邊直人(千葉・専大松戸)              平成21年 8月21日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｾｲ ○ × ○ × × ×

1 1 711 横山　優聖(1) 士別翔雲 1m50

1m50 1m55
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m45



高校男子三段跳
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                 14m22     佐藤篤史(天塩)                        平成元年
北海道高校記録(HHR)          15m75     水谷　司(十勝・帯広農業)              平成27年
日本高校記録(HR)             16m10     山本凌雅(長崎・諫早農)                平成25年 8月21日 11:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾞ ﾀｹﾄ × × × × × ×
1 45 和田　健斗(1) 稚内 NM

高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                 11m38     山下真司(下川商業)                    平成20年
北海道高校記録(HHR)          15m77     本間勝人(十勝・帯広農)                平成18年
日本高校記録(HR)             19m28     アツオビン・ジェイソン(大阪・大阪桐蔭)令和2年 8月22日 09:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｲｽﾞﾐ ｸｵﾝ

1 1 941 和泉　玖音(2) 礼文 6m37 6m79 6m84 6m84 6m84 6m32 6m81 6m84
ﾃﾗｻﾜ ﾘｸ

2 2 41 寺澤　吏珀(1) 稚内 5m67 5m37 5m34 5m67 5m26 5m42 5m55 5m67
ﾀﾍﾞﾔ ﾖｼｶｽﾞ

3 311 田辺谷　嘉起(1) 枝幸 DNS



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                 35m94     佐藤晴紀(士別翔雲)                    平成21年
北海道高校記録(HHR)          52m84     堤　雄司(札幌・札幌拓北)              平成20年
日本高校記録(HR)             58m38     山下航生(岐阜・市岐阜商)              平成30年 8月21日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾌﾞﾁ ﾊﾙｷ

1 4 741 井渕　波瑠輝(2) 遠別農業 21m06 18m71 × 21m06 × 18m27 20m04 21m06
ﾃﾗｻﾜ ﾘｸ

2 2 41 寺澤　吏珀(1) 稚内 16m02 14m80 × 16m02 × × 16m15 16m15
ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾔ

3 1 709 田島　大椰(1) 士別翔雲 × 13m76 × 13m76 13m11 13m22 × 13m76
ﾀｹﾀﾞ ｺｳｾｲ

3 47 竹田　昊誠(1) 稚内 DNS

高校男子やり投(800g)
審 判 長：熊谷　守

記録主任：丸　すみこ

大会記録(GR)                 52m22     前川俊之(名寄)                        平成元年
北海道高校記録(HHR)          70m42     小南拓人(札幌・札幌第一)              平成25年
日本高校記録(HR)             76m54     村上幸史(愛媛・今治明徳)              平成9年 8月22日 10:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾘ ｺｳｷ

1 6 706 渡利　幸生(2) 士別翔雲 41m04 × 39m56 41m04 41m56 37m45 － 41m56
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｾｲ

2 2 711 横山　優聖(1) 士別翔雲 21m04 20m52 16m76 21m04 22m64 20m60 24m56 24m56
ｲﾌﾞﾁ ﾊﾙｷ

3 1 741 井渕　波瑠輝(2) 遠別農業 13m45 16m10 × 16m10 × × 23m18 23m18
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ

4 3 623 岡田　結稀(2) 下川商業 － － × × × 21m74 21m74
ﾀﾍﾞﾔ ﾖｼｶｽﾞ

4 311 田辺谷　嘉起(1) 枝幸 DNS
ﾀｹﾀﾞ ｺｳｾｲ

5 47 竹田　昊誠(1) 稚内 DNS


