
第65回高体連北見支部陸上競技選手権大会成績一覧表（男子） （様式　　３）

支部名 平成２４年５月２４日～５月２６日　　北見市東陵公園陸上競技場

月 参加 風力

日
人員 ＋－

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 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名

          

10''97 11''27 11''30 11''39 11''49 11''58 11''70 11''71

大会新・支部新

22''11 23''08 23''15 23''39 23''42 23''55 24''14 24''21

51''69 52''70 52''94 53''33 53''64 54''09 54''93 55''44

2'01''89 2'02''68 2'02''71 2'04''54 2'04''78 2'06''31 2'11''34 2'11''40

4'13''57 4'14''37 4'15''77 4'16''07 4'16''70 4'17''38 4'21''06 4'24''90

15'45''98 16'27''50 16'38''88 16'39''99 16'41''03 16'44''38 17'13''14 17'20''22

15''65 16''04 16''14 16''22 16''22 16''32 16''42 17''74

55''98 57''95 58''33 '59''17 1'01''85 1'03''29 1'04''23 1'06''83

10'02''52 10'03''62 10'25''06 10'30''68 10'31''51 10'33''82 10'35''03 10'38''97

23'39''95 27'47''46 27'56''95 28'34''44 30'22''46 32'18''19 DQ '''

柴野　　孝太 浅井　　一稀 外川　　天寿 荒木　　　徹 佃　　伸之輔 及川　　智嵩 柳田　　恭駄 松谷　　拓深

藤田　　裕哉 秋山　　　匠 横山　　雄哉 工藤　　幸樹 水上　　和人 杉田　　優輝 最乗　　　裕 瓶子　　達也

山地　　健尊 早坂　　隆吾 小林　　将也 林　　　邑樹 本間　　佑涼 藤田　　雄大 久世　　達也 菊地　　冬威

横野　　祥貴 小田嶋　勇輝 富永　　正太 平野　　雄大 釜澤　　拓也 植村　　修次 最乗　　　英 岩越　　優人

内藤　　　海 及川　　智嵩 小田嶋　勇輝 小林　　将也 吉本　　哲大 釜澤　　拓也 竹俣　　竜登 前畑　　泰成

荒木　　　徹 藤田　　雄大 浅井　　一稀 富永　　正太 山本　　拓朗 水上　　和人 佐竹　　純弥 吉田　　　涼

河村　　朋広 植村　　修次 早坂　　隆吾 外川　　天寿 本松　　優太 中村　　翔汰 平田　　光陽 菊地　羽矢人

林　　　邑樹 杉田　　優輝 秋山　　　匠 横山　　雄哉 河邊　　清孝 前岡　　完治 長沢　　　瞭 柴野　　孝太

大会新

1m92 1m80 1m74 1m74 1m71 1m71 1m68 1m65

4m00 3m60 3m60 3m50 2m60 2m20 2m10 DNS

6m70(+1.8) 6m62(+1.8) 6m37(+1.0) 6m20(+1.5) 6m08(+1.8) 6m03(+1.6) 5m99(+2.0) 5m94(+3.4)

12m91(+1.6) 12m37(+0.5) 11m90(+2.5) 11m90(+1.1) 11m48(+1.3) 11m48(+1.7) 11m39(+1.6) 11m39(+1.8)

13m04 12m54 11m70 11m08 10m52 10m47 10m46 10m11

38m74 38m25 32m27 28m92 27m19 27m06 26m52 23m85

大会新

47m31 28m42 23m01 21m28 19m74 0 0 0

49m83 47m83 47m00 46m97 44m87 44m26 42m99 42m19
８ 種 競 技 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3903 3854 3780 3114 2955 2711 2644 1888

153 92 88 72 66 57

97 66 45 42 36 31

80 48 38 27 21 20

第１日 第２日 第３日

１３時現在 曇り 晴れ 雨 主催者名
風　　向 東北東 東北東 北

風　　速 2.5 2.1 1.9 北海道高等学校体育連盟　　北　　見　支部

　　オホーツク　　　　陸　上　競　技　協　会

湿　　度 58% 49% 86% 　

北　　見　　支　　部

種　　目
1 2 3 4 5 6 7 8

25 100M 41 -0.2 秋山　　　匠 北見緑陵高2 釜澤　　拓也 北見柏陽高3 横野　　祥貴 網走桂陽高3 早坂　　隆吾 北見緑陵高3 山地　　健尊 網走桂陽高3 藤田　　裕哉 網走桂陽高2 外川　　天寿 斜里高1 瓶子　　達也 雄武高3

26 200M 39 +0.5 秋山　　　匠 北見緑陵高2 釜澤　　拓也 北見柏陽高3 横野　　祥貴 網走桂陽高3 横山　　雄哉 斜里高3 早坂　　隆吾 北見緑陵高3 植村　　修次 北見商業高3 沖崎　　悠汰 美幌高2 瓶子　　達也 雄武高3

24 400M 35 林　　　邑樹 北見北斗高2 杉田　　優輝 北見商業高3 横山　　雄哉 斜里高3 及川　　智嵩 北見商業高2 小林　　将也 斜里高3 荒木　　　徹 北見北斗高2 河村　　朋広 北見北斗高3 藤田　　雄大 北見商業高2

25 800M 34 河邊　　清孝 網走南ヶ丘高3 新岡　　秀斗 雄武高3 佐竹　　純弥 北見工業高3 　原　　清流 美幌高2 澁谷　　太海 遠軽高3 小林　　将也 斜里高3 及川　　智嵩 北見商業高2 二瓶　　拓也 北見緑陵高3

24 1500M 33 鈴木　　達也 北見北斗高3 佐竹　　純弥 北見工業高3 本松　　優太 網走南ヶ丘高3 菅野　　大樹 北見緑陵高2 源　　　唱太 紋別高3 今枝　　光　 美幌高2 松本　　伸治 美幌高2 河邊　　清孝 網走南ヶ丘高3

25 5000M 22 鈴木　　達也 北見北斗高3 今枝　　光　 美幌高2 松本　　伸治 美幌高2 菅野　　大樹 北見緑陵高2 苧毛　　大輝 北見北斗高2 本松　　優太 網走南ヶ丘高3 森　　　壮汰 網走南ヶ丘高2 加賀　　晶太 紋別高1

26 110MH 16 +2.5 澤瀧　　　誠 北見北斗高3 長沢　　　瞭 北見工業高3 猪子　　将司 北見北斗高2 阿部　　真弥 常呂高2 藤森　　大地 北見緑陵高3 工藤　　幸樹 北見北斗高3 浅井　　一稀 北見緑陵高3 林　　　建汰 網走桂陽高2

25 400MH 18 林　　　邑樹 北見北斗高2 浅井　　一稀 北見緑陵高3 内藤　　　海 北見北斗高2 阿部　　真弥 常呂高2 吉本　　哲大 網走南ヶ丘高2 濱野　　航汰 遠軽高3 児玉　　翔太 網走桂陽高2 浅倉　　竜司 網走南ヶ丘高3

26 3000MSC 21 鈴木　　達也 北見北斗高3 源　　　唱太 紋別高3 今枝　　光　 美幌高2 横山　　翔太 美幌高2 本松　　優太 網走南ヶ丘高3 伊藤　　翔悟 北見緑陵高2 藤本　　　將 遠軽高2 谷口　　弘樹 北見緑陵高3

26 5000MW 7 小山田　竜士 北見北斗高3 後藤　　純哉 網走南ヶ丘高3 東海　　翔也 美幌高2 土肥　　洋介 網走桂陽高2 岩本　　祐亮 北見北斗高2 野宮　　渉　 美幌高2 森田　　崇寛 北見北斗高1 #N/A #N/A

25 4×100MR 76 43''74 網走桂陽高 43''76 北見緑陵高 44''31 斜里高 44''39 北見北斗高 44''58 北見柏陽高 45''20 北見商業高 45''53 網走南ヶ丘高 46''01 雄武高

26 4×400MR 82 3'29''94 北見北斗高 3'31''57 北見商業高 3'32''06 北見緑陵高 3'34''64 斜里高 3'36''20 網走南ヶ丘高 3'36''62 北見柏陽高 3'37''56 北見工業高 3'54''29 網走桂陽高

25 走高跳 13 鈴木　　健太 湧別高3 櫻井　　大斗 遠軽高3 白木　　信之 北見北斗高3 喜多　遼太朗 紋別高1 中川　　洋輔 北見北斗高1 田中　　俊介 網走桂陽高2 日根　　大樹 網走桂陽高1 長谷川　京介 遠軽高1

24 棒高跳 8 山崎　　皓凛 常呂高3 日根　　大樹 網走桂陽高1 前畑　　泰成 網走桂陽高3 林　　　徹真 常呂高3 櫻井　　大斗 遠軽高3 西岡　　大貴 遠軽高1 平井　　　瞭 遠軽高1 松田　　佳樹 北見北斗高1

24 走幅跳 32 外川　　天寿 斜里高1 平野　　雄大 北見北斗高2 鈴木　　健太 湧別高3 山本　　拓朗 網走南ヶ丘高2 岩越　　優人 雄武高2 菊地　羽矢人 網走桂陽高3 本間　　佑涼 北見柏陽高3 藤原　　凌我 北見北斗高1

26 三段跳 11 山崎　　皓凛 常呂高3 菊地　羽矢人 網走桂陽高3 三嶋　　　涼 北見柏陽高2 岡﨑　　俊樹 北見北斗高3 藤原　　凌我 北見北斗高1 小野　　立貴 遠軽高2 村田　　舜弥 雄武高2 櫻井　　大斗 遠軽高3

25 砲丸投 22 伊豆田　良樹 遠軽高3 番場　　勇輝 網走桂陽高2 高橋　　涼介 美幌高2 村上　　闘夢 網走南ヶ丘高3 猪子　　修平 北見北斗高3 大星　　康裕 美幌高2 安瀬　　聖也 遠軽高3 木村　　圭介 遠軽高3

26 円盤投 18 伊豆田　良樹 遠軽高3 大星　　康裕 美幌高2 木村　　圭介 遠軽高3 板垣　　優人 網走桂陽高3 齋藤　　輝流 雄武高1 安瀬　　聖也 遠軽高3 大石　　翔伍 網走桂陽高2 高橋　　涼介 美幌高2

24 ﾊﾝﾏｰ投 5 木村　　圭介 遠軽高3 高橋　　涼介 美幌高2 安瀬　　聖也 遠軽高3 白藤　　遼哉 遠軽高1 野村　　亮太 湧別高1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

25 やり投 25 佐々木　淳也 遠軽高3 古澤　　大輝 北見北斗高3 番場　　勇輝 網走桂陽高2 伊藤　　大貴 北見柏陽高2 伊豆田　良樹 遠軽高3 大星　　康裕 美幌高2 原田　　隆広 湧別高3 橋本　　大輝 雄武高1

25:26 ８種競技 9 工藤　　幸樹 北見北斗高3 猪子　　将司 北見北斗高2 林　　　徹真 常呂高3 山本　　拓朗 網走南ヶ丘高2 田中　　俊介 網走桂陽高2 松田　　佳樹 北見北斗高1 濱野　　航汰 遠軽高3 石上　真那斗 遠軽高1

得　　　　点

総　　　　合 北見北斗 遠軽

ト　ラ　ッ　ク 北見北斗 北見緑陵

フ ィ ー ル ド 遠軽 網走桂陽

網走桂陽 美幌 北見緑陵 網走南ヶ丘

美幌 網走南ヶ丘 網走桂陽 斜里

北見北斗 美幌 常呂 湧別

参加校数校17校

参加人員名233名

温　　度 15 21 8



第65回高体連北見支部陸上競技選手権大会予選会成績一覧表（女子） （様式　　３）

支部名 平成２４年５月２４日～５月２６日　　北見市東陵公園陸上競技場

月 参加 風力

日
人員 ＋－

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 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名

大会新             

12''54 12''82 12''97 13''25 13''43 13''69 13''75 13''93

26''12 26''23 27''11 27''17 28''49 28''77 28''81 28''95

大会新

'59''32 1'00''56 1'02''40 1'03''43 1'04''34 1'04''67 1'05''59 106''13

2'23''57 2'28''63 2'30''45 2'31''44 2'31''72 2'31''85 2'32''98 2'39''25

5'06''72 5'10''18 5'11''88 5'15''59 5'15''79 5'15''94 5'16''03 5'32''09

10'46''07 11'03''86 11'21''44 11'34''52 11'36''20 11'36''76 11'37''83 11'37''95

14''87 16''88 16''92 18''39 18''89 19''20 19''42 19''97

大会新 大会新

1'06''26 1'06''75 1'13''17 1'13''85 1'16''68 1'20''96 1'24''66 DNS

24'58''79 25'39''49 27'54''05 28'03''15 31'13''24 DNF DNS '''

山川　ひな子 水上　　夏巳 北村　　陽菜 長岡　　茉弥 田中　　琴音 松永　恵理子 DNS #N/A

津田　真里奈 関　　真緒菜 新宮　　祐香 齊藤　　萌夏 黒木　ひかる 島田　　久美 #N/A #N/A

近藤　　　凪 有岡　　明里 佐々木　花恵 成田　　早織 湯浅　奈都美 金子　　実栗 #N/A #N/A

平田　　千絢 文屋　かなみ 本間　　　葵 後藤　　あい 今野　　舞耶 油井　貴理子 #N/A #N/A

津田　真里奈 小林　　愛子 平間 　美早 後藤　　あい 佐々木　花恵 松永　恵理子 湯浅　奈都美 #N/A

苧毛　　鈴奈 関　　真緒菜 惣田　 早紀 一村　　美里 北村　　陽菜 島田　　久美 桜井　　桃香 #N/A

山川　ひな子 西岡　　知夏 竹内　　綾野 原口　わかな 秋山　　瑞貴 金子　　実栗 今野　　舞耶 #N/A

平田　　千絢 水上　　夏巳 郡山　　　空 加藤　　千尋 本間　　　葵 油井　貴理子 黒木　ひかる #N/A

1m50 1m40 1m35 1m35 1m30 NM DNS DNS

4m79(+1.4) 4m71(+2.3) 4m40(+1.6) 4m39(+2.9) 4m38(+2.0) 4m26(+4.8) 4m21(+2.9) 4m16(+1.2)

9m75 9m59 9m21 8m70 8m59 7m71 7m67 6m66

28m67 23m18 m23m02 22m32 21m85 18m86 18m06 17m64

34m13 33m90 33m62 30m60 25m93 23m98 22m52 20m49

大会新

3705 2857 0 0 0 0 0 0

125 118 75 73 43 42

125 118 33 30 24 23

フ ィ ー ル ド 44 36 18 16 14 11

第1日 第２日 第３日

１３時現在 曇り 晴れ 雨 主催者名

風　　向 東北東 東北東 北

風　　速 2.5 2.1 1.9 北海道高等学校体育連盟　　北　　見　支部

　　オホーツク　　　　陸　上　競　技　協　会

湿　　度 58% 49% 86% 　

北　　見　　支　　部

種　　目
1 2 3 4 5 6 7 8

25 100M 25 -0.2 関　　真緒菜 北見緑陵高3 新宮　　祐香 網走南ヶ丘高2 津田　真里奈 北見北斗高3 文屋　かなみ 北見緑陵高2 水上　　夏巳 北見緑陵高3 南　　今日子 雄武高2 近藤　　　凪 北見北斗高2 本間　　　葵 網走南ヶ丘高1

26 200M 22 +1.6 奥山　　　梓 常呂高2 関　　真緒菜 北見緑陵高3 有岡　　明里 北見緑陵高3 津田　真里奈 北見北斗高3 本間　　　葵 網走南ヶ丘高1 山川　ひな子 北見北斗高2 近藤　　　凪 北見北斗高2 石津　　綾香 北見緑陵高3

24 400M 23 奥山　　　梓 常呂高2 平田　　千絢 北見北斗高2 小林　　愛子 北見緑陵高2 苧毛　　鈴奈 北見北斗高1 西岡　　知夏 北見緑陵高2 越智　可奈子 北見緑陵高1 後藤　　あい 北見柏陽高3 佐々木　花恵 網走南ヶ丘高1

25 800M 21 小林　　愛子 北見緑陵高2 苧毛　　鈴奈 北見北斗高1 竹内　　綾野 遠軽高1 平間 　美早 遠軽高3 坂　　　彩菜 北見緑陵高3 原口　わかな 北見柏陽高3 鈴木　あかり 北見北斗高2 溝井　　麻衣 北見商業高2

24 1500M 19 小林　　愛子 北見緑陵高2 井村　　咲貴 北見北斗高3 山田　　夏実 北見北斗高3 坂　　　彩菜 北見緑陵高3 鈴木　あかり 北見北斗高2 奥村　ありさ 北見緑陵高1 原口　わかな 北見柏陽高3 松本　　　楓 北見柏陽高2

26 3000M 18 山田　　夏実 北見北斗高3 井村　　咲貴 北見北斗高3 坂　　　彩菜 北見緑陵高3 松本　　　楓 北見柏陽高2 佐藤　　弥生 北見緑陵高1 久保　　雪奈 北見北斗高2 古村　　綾菜 北見緑陵高3 高井　　優佳 遠軽高2

24 100MH 13 +2.7 郡山　　　空 遠軽高2 金子　　実栗 紋別高3 永澤　　智美 北見緑陵高3 前畑　可奈枝 斜里高1 野口　　舞花 紋別高1 黒木　ひかる 網走桂陽高3 藤元　　　遥 北見柏陽高3 柏葉　　咲耶 北見緑陵高1

25 400MH 9 奥山　　　梓 常呂高2 平田　　千絢 北見北斗高2 一村　　美里 北見柏陽高3 永澤　　智美 北見緑陵高3 西岡　　知夏 北見緑陵高2 越智　可奈子 北見緑陵高1 阿部　　杏子 北見柏陽高3 織田　　　葵 北見柏陽高3

24 5000MW 7 山田　　夏実 北見北斗高3 四栗　ちゆき 北見北斗高3 井村　　咲貴 北見北斗高3 古村　　綾菜 北見緑陵高3 高井　　優佳 遠軽高2 竹内　　綾野 遠軽高1 惣田　 早紀 遠軽高3 #N/A #N/A

25 4×100MR 42 51''25 北見北斗高 51''73 北見緑陵高 52''79 網走南ヶ丘高 54''10 北見柏陽高 54''81 網走桂陽高 58''45 紋別高 DNS 遠軽高 '' #N/A

26 4×400MR 42 4'10''56 北見北斗高 4'13''11 北見緑陵高 4'27''83 遠軽高 4'28''38 北見柏陽高 4'35''79 網走南ヶ丘高 4'38''96 紋別高 4'39''31 網走桂陽高 ''' #N/A

26 走高跳 8 新宮　　祐香 網走南ヶ丘高2 黒木　ひかる 網走桂陽高3 綿谷　　咲良 遠軽高1 前畑　可奈枝 斜里高1 後藤　　あい 北見柏陽高3 織田　　　葵 北見柏陽高3 佐久間　　舞 北見柏陽高1 奥泉  　彩 留辺蘂高1

24 走幅跳 16 郡山　　　空 遠軽高2 本間　　　葵 網走南ヶ丘高1 松永　恵理子 紋別高2 中村　　　結 雄武高2 島田　　久美 紋別高3 古川　　加菜 北見緑陵高1 髙橋　亜也芽 網走桂陽高2 東海林　祐美 北見藤高3

24 砲丸投 10 長尾　　美穂 網走南ヶ丘高3 山崎　　公子 網走南ヶ丘高1 牧　　　杏奈 斜里高1 綿谷　　咲良 遠軽高1 小畑　　桃絵 遠軽高1 大枝　さやか 常呂高1 馬木　はるか 常呂高3 林　　　未来 常呂高1

26 円盤投 15 西島　　菜摘 美幌高3 小畑　　桃絵 遠軽高1 綿谷　　咲良 遠軽高1 牧　　　杏奈 斜里高1 照井　　彩織 雄武高2 大枝　さやか 常呂高1 大野　　祐奈 北見柏陽高2 松田　由美子 留辺蘂高3

25 やり投 12 山崎　　公子 網走南ヶ丘高1 馬木　はるか 常呂高3 長尾　　美穂 網走南ヶ丘高3 桜井　　胡桃 網走桂陽高2 川村　　　晶 北見柏陽高1 西島　　菜摘 美幌高3 林　　　未来 常呂高1 佐藤　なつ美 紋別高2

25:26 7種競技 2 新宮　　祐香 網走南ヶ丘高2 郡山　　　空 遠軽高2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

得　　　　点

総　　　　合 北見緑陵 北見北斗

ト　ラ　ッ　ク 北見緑陵 北見北斗

網走南ヶ丘 遠軽

網走南ヶ丘 遠軽 北見柏陽 常呂

北見柏陽 遠軽 常呂 網走南ヶ丘

常呂 斜里 網走桂陽 紋別・美幌

参加校数19校

参加人数119名

温　　度 15 21 8
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	女子

