
第72回北海道高等学校陸上競技選手権大会 招集所審判長 成瀬　穎男
ｽﾀｰﾄ審判長 安田吉晴・大町和敏
ﾄﾗｯｸ審判長 万年　和紀

【開催日】 2019/6/18～6/21 投てき審判長 玉井　康夫

【主催団体】 北海道高等学校体育連盟、北海道陸上競技協会 決勝記録一覧表 跳躍審判長 高橋　巧
男  子 【競技場】帯広の森陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 6/19 男子  -1.3 鷹    祥永(2) 10.70 高橋  直也(3) 10.82 坂本  紘士(3) 10.89 服部冴汰郎(2) 10.93 中尾  洋翔(2) 10.96 長野    超(3) 10.98 小野寺啓太(3) 11.05 天城  朝陽(3) 11.55
１００ｍ 北海道･立命館慶祥高 北海道･北海道栄高 北海道･北広島西高 北海道･市立函館高 北海道･旭川大学高 北海道･立命館慶祥高 北海道･旭川大学高 北海道･北海道栄高

 6/21  -0.1 井澤    真(2) 21.34 鷹    祥永(2) 21.48 大坂マクマニス将平(2)21.55 服部冴汰郎(2) 21.68 長野    超(3) 21.84 澤田  健斗(2) 21.96 逢坂  凛太(3) 22.17 松本  虎流(2) 22.22
２００ｍ 北海道･立命館慶祥高 北海道･立命館慶祥高 北海道･大樹高 北海道･市立函館高 北海道･立命館慶祥高 北海道･北海高 北海道･帯広農業高 北海道･旭川龍谷高

 6/18 水口    海(3) 48.21 井澤    真(2) 48.35 矢口  直利(2) 49.15 井戸  優希(3) 49.30 佐藤    匠(3) 49.52 志田原康太(2) 49.58 須川  陽斗(3) 49.71 城    北斗(2) 49.76
４００ｍ 北海道･立命館慶祥高 北海道･立命館慶祥高 北海道･北見北斗高 北海道･北海高 北海道･北海道栄高 北海道･北海道栄高 北海道･北広島高 北海道･北海高

 6/20 井戸  優希(3) 1:56.35 井上  怜信(2) 1:57.19 髙濱    嶺(3) 1:57.85 齊藤  匠馬(2) 1:58.34 山﨑  皓平(2) 1:58.40 射水  健人(2) 1:58.68 瀬尾  龍司(3) 1:58.88 平井  玲央(3) 1:59.03
８００ｍ 北海道･北海高 北海道･北海道大谷室蘭高 北海道･北見緑陵高 北海道･市立札幌旭丘高 北海道･札幌南高 北海道･札幌手稲高 北海道･大麻高 北海道･札幌南高

 6/18 小林  蒼弥(2) 3:59.42 宮川  悠希(2) 4:00.05 永島  悠平(2) 4:00.10 島田    拓(2) 4:00.25 坂井  大和(2) 4:00.38 高田  佑人(3) 4:00.38 村上  太一(3) 4:00.46 桝田    樹(2) 4:07.27
１５００ｍ 北海道･札幌日本大学高 北海道･東海大付属札幌高 北海道･札幌山の手高 北海道･札幌山の手高 北海道･札幌日本大学高 北海道･札幌静修高 北海道･北見緑陵高 北海道･札幌日本大学高

 6/20 キンヤンジュイ・パトリック(1)14:35.31 村上  太一(3) 15:03.06 中西  人士(2) 15:24.79 工藤  吏晟(3) 15:25.36 谷川  純也(3) 15:26.11 堀野  愛斗(2) 15:26.70 多田  奏太(3) 15:32.41 宮川  悠希(2) 15:32.83
５０００ｍ 北海道･札幌山の手高 北海道･北見緑陵高 北海道･白樺学園高 北海道･北海道栄高 北海道･札幌山の手高 北海道･札幌日本大学高 北海道･札幌山の手高 北海道･東海大付属札幌高

 6/21  +0.5 ボンドレオ将(3) 14.90 髙松  航平(1) 15.06 北川  広大(1) 15.34 穴澤    瑛(3) 15.39 中島    要(3) 15.40 遠藤  真人(3) 15.43 星野    慧(3) 15.46

１１０ｍＨ 北海道･立命館慶祥高 北海道･東海大付属札幌高 北海道･立命館慶祥高 北海道･札幌国際情報高 北海道･札幌北陵高 北海道･武修館高 北海道･札幌北高
 6/20 水口    海(3) 53.08 西元寺遼介(2) 54.54 須藤  龍誠(3) 55.01 馬塀  優介(2) 55.17 城    北斗(2) 55.57 谷内  太陽(2) 55.80 松井    聰(1) 56.30 佐々木龍之介(3) 56.63

４００ｍＨ 北海道･立命館慶祥高 北海道･札幌南高 北海道･北海道栄高 北海道･北海道栄高 北海道･北海高 北海道･釧路湖陵高 北海道･立命館慶祥高 北海道･北海高
 6/21 中西  人士(2) 9:13.94 ワング・イブラヒム(2)9:19.41 清水  数生(3) 9:19.56 森    春樹(1) 9:20.15 髙橋  歩夢(3) 9:23.00 森田  大介(2) 9:26.92 上田  歩輝(3) 9:42.43 山本  新汰(3) 9:44.05

３０００ｍＳＣ 北海道･白樺学園高 北海道･札幌山の手高 北海道･岩見沢東高 北海道･北海道栄高 北海道･斜里高 北海道･札幌山の手高 北海道･札幌西高 北海道･滝川西高
 6/21 小野  光輝(3) 22:52.03 沖田龍之介(3) 23:13.10 渡邊  慎吾(3) 23:41.47 山田龍之介(2) 25:02.58 三浦  和馬(2) 25:07.38 笠間  柊哉(3) 25:08.04 伊藤    歩(3) 25:10.71 石橋  歩大(2) 25:36.52

５０００ｍ競歩 北海道･富良野高 北海道･札幌北陵高 北海道･釧路湖陵高 北海道･室蘭工業高 北海道･釧路湖陵高 北海道･遠軽高 北海道･遠軽高 北海道･帯広柏葉高
 6/20 臼井丞太朗(3) 2.03 蛯澤  快斗(3) 2.00 大沼  樹生(3) 1.97 和田  佳祐(3) 1.97 伊藤    凜(3) 1.94 藤丸  洸雅(3) 北海道･留萌高 1.94 小田原悠太(2) 1.88

走高跳 北海道･恵庭南高 北海道･立命館慶祥高 北海道･帯広柏葉高 北海道･東海大付属札幌高 北海道･旭川大学高 山﨑  太陽(2) 北海道･札幌北陵高 北海道･札幌山の手高
川島  太陽(2)
北海道･函館工業高専

 6/19 近藤  崇仁(3) 4.50 玉置  大介(3) 4.40 廣瀨  慧来(3) 4.40 吉井  海人(2) 4.30 阿部  智也(2) 4.20 田中  朝陽(3) 4.20 江上  宏太(2) 4.10 坂元  恭介(1) 4.10
棒高跳 北海道･大麻高 北海道･札幌南高 北海道･網走南ケ丘高 北海道･札幌東商業高 北海道･札幌山の手高 北海道･滝川高 北海道･岩見沢緑陵高 北海道･網走南ケ丘高

 6/18 佐藤  三太(2) 7.45(-0.5) 田畑  皓平(3) 6.87(-0.1) 伊藤    駿(3) 6.81(+0.4) 猿山柊一朗(3) 6.80(-0.1) 平田  陽太(3) 6.76(-1.2) 山田  翔大(3) 6.72(+0.3) 橋本  悠利(3) 6.69(-0.4) 千葉  太我(3) 6.63(-0.8)
走幅跳 北海道･函館工業高 北海道･浦河高 北海道･恵庭南高 北海道･札幌静修高 北海道･旭川大学高 北海道･函館大付属有斗高 北海道･雄武高 北海道･立命館慶祥高

 6/21 山本凛太郎(3) 13.99(+0.8) 一丸  竜希(3) 13.92(+1.5) 小野  郁真(3) 13.76(+0.3) 工藤  央翔(2) 13.76(+1.6) 臼井  貴将(2) 13.60(+1.5) 安本  崇隼(2) 13.59(+0.2) 山崎  凱士(3) 13.54(+0.5) 伊藤  拓磨(2) 13.26(+1.4)
三段跳 北海道･網走南ケ丘高 北海道･恵庭南高 北海道･富良野高 北海道･恵庭南高 北海道･網走南ケ丘高 北海道･札幌北高 北海道･札幌第一高 北海道･網走南ケ丘高

 6/21 工藤  颯斗(3) 14.72 佐藤  滉徳(3) 14.29 桑折  龍真(2) 13.61 石田  大洋(3) 13.61 尾形  憂星(3) 13.42 斎藤  優成(2) 13.34 玉置真冴斗(3) 13.30 清水  涼雅(3) 12.89
砲丸投 北海道･網走南ケ丘高 北海道･札幌啓成高 北海道･富良野緑峰高 北海道･遠軽高 北海道･恵庭南高 北海道･函館西・稜北高 北海道･帯広農業高 北海道･羽幌高

 6/19 佐藤  滉徳(3) 43.11 畠山  博紀(3) 41.30 工藤  颯斗(3) 39.31 佐々木涼輔(3) 39.11 齊藤    俊(3) 37.44 木戸  響己(3) 36.88 土藏    翼(3) 36.11 富岡    翔(3) 35.08
円盤投 北海道･札幌啓成高 北海道･帯広農業高 北海道･網走南ケ丘高 北海道･市立札幌藻岩高 北海道･北海道大谷室蘭高 北海道･恵庭南高 北海道･大麻高 北海道･深川西高

 6/18 松井  克鷹(3) 51.93 森井    亨(2) 49.96 玉田  明統(3) 48.99 増田  大輝(3) 44.38 増冨  大智(3) 43.01 皆川  航也(3) 40.50 佐川  翔琉(2) 39.87 岩田  泰雅(3) 39.21
ハンマー投 北海道･釧路江南高 北海道･鹿追高 北海道･札幌新陽高 北海道･帯広農業高 北海道･北広島高 北海道･池田高 北海道･遠軽高 北海道･恵庭北高

 6/20 渡邊  龍翔(3) 59.05 斎藤  優成(2) 54.72 坂本  心太(2) 53.90 野田  歩夢(3) 53.89 清水  涼雅(3) 53.55 宇野  陽貴(3) 53.23 奥田  琉偉(3) 52.04 山本  敬之(3) 50.76
やり投 北海道･標津高 北海道･函館西・稜北高 北海道･七飯高 北海道･七飯高 北海道･羽幌高 北海道･小樽水産高 北海道･札幌第一高 北海道･岩見沢緑陵高

 6/19 北海道･立命館慶祥高      40.86 北海道･北海道栄高      41.55 北海道･旭川大学高      41.78 北海道･北海高       41.98 北海道･帯広農業高      42.31 北海道･札幌第一高      42.32 北海道･釧路湖陵高      42.40 北海道･大樹高       42.44
４×１００ｍ 千葉  太我(3) 町井  大城(1) 殿山  凌平(1) 松田  瑛斗(2) 斎藤  瑠希(3) 水屋  颯茉(2) 萩野  颯太(2) 野澤  竜星(2)

鷹    祥永(2) 天城  朝陽(3) 小野寺啓太(3) 坂本  裕介(3) 逢坂  凛太(3) 神    拓実(3) 高橋  真耶(3) 西川  斗真(3)
井澤    真(2) 志田原康太(2) 武島  圭汰(2) 菊地  恭大(2) 山田  啓介(2) 原口  和大(3) 塚野  紘己(3) 平間  壮悟(2)
長野    超(3) 高橋  直也(3) 中尾  洋翔(2) 澤田  健斗(2) 中島  健杜(3) 山崎  凱士(3) 河野  稜太(3) 大坂マクマニス将平(2)

 6/21 北海道･立命館慶祥高    3:14.38 北海道･北海道栄高    3:14.63 北海道･北海高     3:17.28 北海道･旭川大学高    3:19.65 北海道･白樺学園高    3:20.86 北海道･恵庭南高    3:20.87 北海道･札幌南高    3:20.94 北海道･函館工業高    3:23.64
４×４００ｍ 長野    超(3) 種市  和真(2) 土山  悠斗(3) 大道  瑛斗(2) 橋本  凌弥(1) 弓削  龍志(3) 平井  玲央(3) 関谷  拓馬(3)

桑島  和輝(3) 田久保和輝(2) 澤田  健斗(2) 小柳    竣(3) 永井  雅樹(1) 増田  梨輝(2) 西元寺遼介(2) 久保田聖斗(3)
水口    海(3) 志田原康太(2) 城    北斗(2) 殿山  凌平(1) 關口  一太(2) 山下  竜司(2) 山村  航輝(3) 村下  龍芽(2)
井澤    真(2) 佐藤    匠(3) 井戸  優希(3) 小野寺啓太(3) 神谷    彪(3) 吉田    隼(2) 山﨑  皓平(2) 佐藤  三太(2)

 6/19 三浦  徹大(3) 5286 松浦  択射(3) 5120 小野  拓也(3) 4643 野澤  竜星(2) 4625 川岡  士真(2) 4563 佐藤  昌希(3) 4532 平吹  鷹也(3) 4358 片岡    涼(2) 4233
八種競技 北海道･北海道栄高 北海道･札幌国際情報高 北海道･網走桂陽高 北海道･大樹高 北海道･北海高 北海道･札幌工業高 北海道･北見柏陽高 北海道･名寄高


