
第56回高体連北見支部新人陸上競技選手権大会成績一覧表（男子） （様式　　３）

支部名 平成２６年８月２２日～８月２３日　　網走市運動公園陸上競技場

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

    着差あり 着差あり     
11''60 11''68 11''76 11''87 11''88 11''88 11''93 12''03

着差あり 着差あり

23''34 23''39 23''48 23''67 23''88 23''88 24''12 24''41

50''60 50''64 52''70 53''69 54''37 54''45 55''44 58''87

2'02''01 2'04''85 2'06''20 2'07''73 2'07''97 2'09''60 2'15''29 '''

4'17''64 4'19''66 4'21''84 4'22''54 4'25''39 4'30''24 4'36''31 4'37''00

16'03''51 16'04''13 16'05''96 16'15''18 16'15''82 16'17''22 16'21''75 17'03''69

17''74 17''94 18''51 18''71 18''96 19''04 20''37 20''51
大会新

54''06 100''54 1'01''05 1'01''46 1'04''74 1'06''80 1'09''09 DSQ

10'00''01 10'07''36 10'12''22 10'15''78 10'24''84 10'50''01 11'18''47 11'19''60

23'39''93 25'15''70 25'44''47 28'09''57 30'24''17 34'21''72 DNS '''

幸田　翼 齊藤　健一郎 荒木　滉太 浅田　大輝 畠山　　陸 木村　貴浩 眞壁　良輔 小西　　郁也

佐々木　稜佳 髙橋　祐守 福岡　寛章 喜多　陽之介 富永　琢斗 漆原　玲司 石橋　一貴 斎藤　　希沙

梅村　知良 片平　竣也 五十嵐　広大 高橋　宏哉 柴田　悠真 小崎　太陽 金子　竜大 木暮　　広大

榊　寛二 細野　陸 桂田　悠紀 瀬戸　佳生 腰本　裕紀 相内　規利 深尾　亮太 大場　　公介

大会新 梅村　知良 福岡　寛章 千原　優斗 髙橋　祐守 見延　龍司 湯川　　真吾 金子　竜大 佐藤　新之介

榊　寛二 五十嵐　広大 鈴木　黎 片平　竣也 富永　琢斗 岩本　　元汰 眞壁　良輔 野下　　将汰

羽田野　拓也 桂田　悠紀 森　博隆 細野　陸 大野　侑弥 木暮　　広大 深尾　亮太 佐々木　治馬

佐々木　稜佳 荒木　滉太 神谷　貫太 井口　拓也 柴田　悠真 大場　　公介 石橋　一貴 松田　昌裕

1m68 1m68 1m65 1m65 1m65 1m60 1m55 1m55

4m10 4m00 3m90 2m80 2m60 1m80 NM 0

6m35(+1.3) 6m00(+3.4) 6m00(+2.3) 5m84(+2.2) 5m77(+3.5) 5m60(+3.0) 5m57(+1.7) 5m45(+3.2)

12m46(+2.2) 12m30(-0.1) 11m89(-0.2) 11m86(+1.1) 11m81(-0.3) 10m92(-0.3) 10m79(-0.3) 10m72(-0.3)
大会新

13m37 10m83 10m75 10m73 10m41 10m05 9m78 9m55
大会新

38m80 34m97 32m04 30m82 30m69 28m21 26m48 23m08

37m81 28m24 22m47 15m64 0 0 0 0

50m07 47m79 43m83 41m83 38m68 37m50 33m72 32m29

118 116 78 78 54 50

78 78 55 48 39 34

63 39 39 38 25 20

第1日 第２日

１３時現在 曇り 晴れ 主催者名 記録主任 印

風　　向 南南西 南南西

風　　速 2.5 1.8 北海道高等学校体育連盟　　北　　見　支部 総　　　務 印

　　オホーツク　　　　陸　上　競　技　協　会 審　判　長 印

湿　　度 61% 76% 　

豊原　隆之

中田　光哉

進　　基

美幌 北見北斗

湧別 北見緑陵

参加人員名181名

温　　度 25 26

北見緑陵 網走桂陽

美幌遠軽 斜里

参加校数校20校

フ ィ ー ル ド 遠軽 美幌

北見緑陵

網走桂陽 網走南ヶ丘

紋別高 3'43''03 北見商業高

得　　　　点

総　　　　合 網走南ヶ丘遠軽

ト　ラ　ッ　ク 北見北斗 網走南ヶ丘

斜里高

3'37''66 北見緑陵高 3'38''05

網走南ヶ丘高2 佐藤　隼斗 北見工業高2 山下　海都

3'41''65北見北斗高 3'35''74 遠軽高 3'36''38 斜里高

北見緑陵高 美幌高

網走南ヶ丘高 3'29''74 北見柏陽高
3'27''90

45''8844''48 北見北斗高 44''69 北見工業高

8

北見工業高2浅田　大輝北見緑陵高1

46''47 北見柏陽高

美幌高2平野　聖悟

網走桂陽高1

網走南ヶ丘高2

岡　勇気

北見北斗高1後藤　生至

浅田　大輝

紋別高2

7

畠山　　陸斜里高2片平　竣也

紋別高網走南ヶ丘高 44''40

石橋　一貴

網走南ヶ丘高1浅野　頌人

北見工業高2 石橋　一貴 紋別高2

遠軽高2

網走南ヶ丘高1

網走桂陽高2

美幌高2漆原　玲司 斜里高2井口　拓也

北　　見　　支　　部

種　　目
1 2 5 643

北見北斗高2福岡　寛章100M 27 -0.9 齊藤　健一郎 網走桂陽高2岡　勇気北見柏陽高2斎藤　　希沙訓子府高2　山本　剣太

22 200M 25

斜里高223

喜多　陽之介 北見工業高2 幸田　翼 網走南ヶ丘高2髙橋　祐守 斜里高1 　山本　剣太 訓子府高2 梅村　知良 網走南ヶ丘高2

紋別高2金子　竜大 斜里高1出口　雄大北見北斗高1桂田　悠紀北見北斗高2五十嵐　広大 佐々木　稜佳

22

22400M23

鈴木　黎美幌高2 遠軽高1神谷　貫太網走南ヶ丘高2山本　広大 #N/A#N/A北見緑陵高2大野　侑弥漆原　玲司

23 1500M 26 平野　竜聖

21800M

鈴木　黎 遠軽高2 浅野　頌人美幌高2 佐々木　翔 美幌高2 蝦名　慧一 春名　景介 清里高1

北見柏陽高1岩本　　元汰

網走南ヶ丘高1 前田　遼太郎 北見北斗高1 小笠原　駿北見商業高2

北見緑陵高2濱野　　遼遠軽高2森　博隆 蝦名　慧一

斜里高2

北見商業高222

23 110MH 10

重倉　悠佑北見北斗高1長澤　圭馬

-1.3 吉田　朋貴 遠軽高2 阿部　拓海

185000M

佐藤　隼斗 北見工業高2

網走南ヶ丘高2此島　大育

常呂高2 鈴木　真生 留辺蘂高2 濱名　真司岳上　拓実 湧別高2佐藤　功坪 北見北斗高2 大友　泰世 網走南ヶ丘高1

山口　智毅常呂高2阿部　拓海北見北斗高2 北見北斗高2荒木　滉太遠軽高2千原　優斗斜里高2井口　拓也網走南ヶ丘高2 佐藤　功坪網走南ヶ丘高2羽田野　拓也遠軽高222

23 3000MSC 11

佐々木　稜佳9400MH

遠軽高2 小林　誠弥 美幌高2 此島　大育濱野　　遼 北見緑陵高2 森　博隆 北見北斗高1 外川　珠童網走南ヶ丘高2 山内　流星 北見北斗高1 塚田　一哉

石原　　優斗遠軽高1藤本　迅遠軽高1

斜里高1

#N/A#N/A北見柏陽高1

斜里高2 遠藤　涼太

小林　諒一北見北斗高1森山　大北見北斗高2 新出　拓海北見緑陵高1小池　智貴北見緑陵高2

66

22 4×100MR 72

川村　純一朗75000MW

43''96

馬場　亮汰 北見緑陵高2 山﨑　光我

23

23 走高跳 16

23 4×400MR

網走桂陽高1 瀨尾　拓人湧別高1 岳上　拓実 湧別高2 濱名　真司 網走桂陽高1 菅野　大聖 網走南ヶ丘高2

22 棒高跳 7 榊　寛二 網走南ヶ丘高2 山﨑　光我 網走南ヶ丘高2 大室　祐也 #N/A

紋別高2村上　拓真北見柏陽高1

遠軽高2 仲　崇太郎 遠軽高2 池田　柊人

久保　　俊介遠軽高2松下　功志郎北見緑陵高2

網走桂陽高1 #N/A

脇本　諒雄武高2

常呂高1 廣瀨　慈祐 網走桂陽高2 佐藤　玲

大水　雅也北見柏陽高2 増田　真諭網走南ヶ丘高2梅村　知良網走桂陽高122

23 三段跳 9

大場　　公介17走幅跳

北見緑陵高2 瀨尾　拓人 網走南ヶ丘高2 大水　雅也吉田　朋貴 遠軽高2 増田　真諭 網走桂陽高1 菅生　将希雄武高2 松下　功志郎 遠軽高2 藤本　虎弥太

木村　貴浩湧別高2石山　祐樹網走南ヶ丘高1

興部高1

北見緑陵高1横山　僚哉美幌高2

湧別高1 古崎　竜也

12砲丸投 山地　朝陽美幌高2村上　綺来馬網走桂陽高2

小黒　祐太網走桂陽高2池田　海人湧別高1

池田　海人 磯野　拓実遠軽高2髙橋　翼網走桂陽高1

山下　海都遠軽高2尾形　凌遠軽高2

22

女満別高2鈴木　太地美幌高2横石　慎網走桂陽高223

23 ﾊﾝﾏｰ投 4

脇坂　強暉美幌高2村上　綺来馬

尾形　凌 遠軽高2 横石　慎

12円盤投

#N/A湧別高2 #N/A #N/A #N/A美幌高2 奥山　玲於 遠軽高1 松井　暁生

女満別高2鈴木　太地

#N/A

奥山　玲於興部高1菅生　将希 遠軽高1

#N/A #N/A #N/A

22 美幌高2小崎　太陽遠軽高2脇坂　強暉 北見柏陽高2星屋　　和輝美幌高2木村　貴浩13やり投

45''09 45''85

北見柏陽高1川本　　光郁


