
第57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２７年８月２８日～８月２９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

        
11''19 11''32 11''40 11''58 11''66 11''82 11''89 11''90

22''42 23''16 23''58 23''69 23''77 24''14 24''32 24''79

51''81 52''29 53''21 55''01 55''74 56''07 57''53 58''17

2'00''77 2'01''49 2'03''65 2'03''70 2'03''70 2'03''79 2'12''98 DNS

4'12''54 4'14''71 4'20''81 4'21''46 4'26''32 4'37''65 4'40''27 4'44''74
大会新 大会新

15'15''46 15'17''64 16'18''38 16'49''32 17'03''18 17'56''80 18'09''27 18'49''05

16''45 17''10 17''19 17''46 18''57 19''50 20''13 DNF

58''51 59''78 1'00''31 1'01''01 1'02''51 1'05''21 1'09''01 1'11''18
大会新

9'46''74 10'02''88 10'23''15 10'33''66 10'43''49 10'45''26 11'00''15 11'16''71

22'54''58 25'38''20 27'36''90 28'18''18 32'09''89 ''' ''' '''

細野　陸 大石　千馬 井上　絢太 斉藤　誠也 西村　　凌駆 福田　峻平 管原　和也 藤本　虎弥太

髙橋　祐守 山口　龍 下田　将弘 佐藤　文吉 宗形　　　連 小川　連太郎 高橋　宏哉 清野　駿

原　友耶 油屋　圭吾 松本　輝 中村　優太 會田　　圭輔 大友　泰世 影山　鷹澄 大崎　晃輔

小笠原　郷 桂田　悠紀 野下　将汰 深尾　亮太 佐藤　　瑛典 澤向　翔貴 山中　翔太 辻　涼太

桂田　悠紀 髙橋　祐守 野下　将汰 宗形　　　連 結城　北斗 影山　正倫 横山　　諒太 中村　優太

後藤　生至 出口　雄大 髙橋　優哉 岩本　　元汰 浅野　頌人 松村　要 菅野　大聖 佐藤　文吉

前田　遼太郎 細野　陸 佐々木　治馬 西村　　凌駆 大友　泰世 石橋　一真 南出　　栞汰 西村　友宏

山口　龍 小笠原　郷 松本　輝 佐藤　　瑛典 重倉　悠佑 畠山　陸 脇本　諒 深尾　亮太

1m75 1m68 1m65 1m60 1m60(4位） 1m50 1m45 0

4m10 3m90 3m80 3m70 2m20 0 0 0

6m33(+1.6) 6m10(+1.8) 5m87(+1.5) 5m85(+2.6) 5m80(+2.1) 5m75(+3.0) 5m64(+1.6) 5m63(+1.9)

12m30(+1.6) 12m19(+1.7) 11m92(+3.0) 11m72(+2.1) 11m72(+1.3) 11m68(+1.2) 11m65(+0.7) 11m28(+0.4)

11m94 10m59 10m53 10m52 9m89 9m26 8m81 8m72

30m69 26m56 24m38 23m42 21m78 11m51 0 0

32m58 21m11 17m57 15m77 0 0 0 0

45m34 44m80 44m64 44m23 42m16 41m43 37m57 34m67

120 94 80 72.5 70 57

102 59 57 50 48 24

50.5 48.5 35 32 26 21

第1日 第２日

１３時現在 晴れ 晴れ 主催者名 記録主任

風　　向 南南西 西

風　　速 1.4 2.4 北海道高等学校体育連盟　　北　　見　支部 総　　　務

　　オホーツク　　　　陸　上　競　技　協　会 審　判　長

湿　　度 56% 49% 　

46''48 46''74

網走桂陽高2古崎　竜也北見柏陽高2大井　　貴史28やり投

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

22 北見北斗高1大石　千馬網走南ヶ丘高2新村　一虎 雄武高1片川　志遠

磯野　拓実 網走南ヶ丘高2 木村　大亮

北見柏陽高2川本　　光郁

#N/A

川口　優真遠軽高2新出　拓海 北見商業高2

網走桂陽高2 鈴木　雅詞

29円盤投

#N/A遠軽高1 #N/A #N/A #N/A遠軽高2

23

23 ﾊﾝﾏｰ投 29

田原　友貴湧別高2山下　海都

山地　朝陽

久保　　俊介雄武高1八重樫　岬雄武高1

22

#N/A#N/A#N/A#N/A遠軽高1木村　大亮北見柏陽高2川本　　光郁北見柏陽高2

山地　朝陽 斉藤　誠也雄武高1田原　友貴網走南ヶ丘高228砲丸投 磯野　拓実北見緑陵高2横山　僚哉網走桂陽高2 鈴木　雅詞北見柏陽高1恩田　　昂平紋別高2

遠軽高1

雄武高1八重樫　岬遠軽高2

北見柏陽高2 多田　泰樹 美幌高2 落合　瞬也網走南ヶ丘高1 福田　峻平 網走南ヶ丘高1 菊地　　勇貴網走桂陽高2 原　友耶 斜里高2 若原　明日翔髙橋　直弥 遠軽高1 脇本　諒

22

23 三段跳 29

脇本　諒28走幅跳 原　友耶網走桂陽高2 久保　　俊介湧別高2藤本　虎弥太遠軽高1 油屋　圭吾北見柏陽高2

#N/A #N/A

髙橋　直弥斜里高2

網走南ヶ丘高1 石井　　拓郎 網走桂陽高1 椛山　蒼生 #N/A

美幌高2多田　泰樹雄武高1

遠軽高1 #N/A #N/A #N/A

片川　志遠北見北斗高1

#N/A

22 棒高跳 28 油屋　圭吾 北見北斗高1 大室　祐也 常呂高2 福田　峻平

北見商業高2 #N/A遠軽高1 濱名　真司 網走桂陽高2 菊地　　勇貴 北見柏陽高2 貞廣　暢孝山下　海都 湧別高2 菅野　大聖

23

23 走高跳 29

23 4×400MR 29

22 4×100MR 28

森山　大295000MW

44''45

3'29''95

新出　拓海北見緑陵高2小池　智貴北見北斗高2 齊藤　孝太朗北見柏陽高2石原　　優斗遠軽高2 #N/A#N/A#N/A北見北斗高1

雄武高1

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

網走南ヶ丘高2 山本　渓秋 北見緑陵高2 大水　誠也斜里高2 武田　太輔 北見緑陵高2 松澤　翔来北見北斗高2 野呂田　礼行 網走南ヶ丘高1 外川　珠童山内　流星 北見北斗高2 片山　肇

22

23 3000MSC 29

佐藤　　駆28400MH 小笠原　郷網走南ヶ丘高2大友　泰世常呂高1 結城　北斗北見柏陽高1宗形　　　連斜里高2 内宮　千歳遠軽高1千葉　敦史網走南ヶ丘高1 網走桂陽高2遠藤　悠雄武高1

濱名　真司 網走桂陽高2 大友　泰世西本　　　凌 北見柏陽高2佐藤　　駆 常呂高1 若原　明日翔 網走南ヶ丘高1北見柏陽高1 小笠原　郷

285000M

千葉　敦史 遠軽高1

網走南ヶ丘高2重倉　悠佑

斜里高2

22

23 110MH 29

佐藤　昂成北見北斗高2長澤　圭馬

+1.8 宗形　　　連

斜里高2外川　珠童北見緑陵高2山本　渓秋 増田　直也

北見商業高1

北見商業高1

森本　悠太 網走南ヶ丘高1

網走南ヶ丘高1小宮山　大地

北見北斗高1 春名　景介 清里高2 増田　直也北見緑陵高2 遠藤　涼太 北見北斗高2 森山　光太北見柏陽高2 重倉　悠佑 網走南ヶ丘高2 萬城　亮太

後藤　生至

23 1500M 29 岩本　　元汰

28800M 北見商業高1松本　輝網走南ヶ丘高2浅野　頌人 北見工業高1山下　郁弥北見工業高1木村　有寿

北見北斗高1山口　龍 桂田　悠紀

22

29400M23

岩本　　元汰北見北斗高2

雄武高1相馬　颯人 網走桂陽高1横山　　諒太湧別高2辻　涼太

細野　陸 斜里高2 小川　連太郎 網走南ヶ丘高1髙橋　祐守 斜里高2 松村　要 北見緑陵高1 深尾　亮太 紋別高222 200M 28 +2.5

斜里高223 紋別高2深尾　亮太北見緑陵高2畠山　陸北見緑陵高2岩浪　晃久北見北斗高1山口　龍100M 29 +0.6 髙橋　祐守

北　　見　　支　　部

種　　目
1 2 5 643

北見商業高2 高橋　宏哉 北見工業高2

北見柏陽高2

北見北斗高2

北見緑陵高2

遠軽高2神谷　貫太 網走南ヶ丘高2浅野　頌人

7

西村　　凌駆斜里高2細野　陸

北見工業高斜里高 45''90

中村　優太

遠軽高2神谷　貫太

湧別高

北見商業高1池田　貴信

網走南ヶ丘高2

北見北斗高2

畠山　陸

北見北斗高2前田　遼太郎

野下　将汰

紋別高2

48''5746''26 北見商業高 46''37 紋別高

8

北見柏陽高2佐藤　　瑛典北見柏陽高1

FS1北見柏陽高 網走南ヶ丘高

北見北斗高 3'35''84 北見緑陵高 3'51''13斜里高 3'37''98 北見商業高 3'38''58 北見柏陽高

北見北斗 網走南ヶ丘

北見北斗高

3'39''07 網走南ヶ丘高 3'40''69

網走桂陽高2 白田　莉都 遠軽高1 落合　瞬也

網走南ヶ丘 北見柏陽

網走桂陽高 3'55''20 紋別高

得　　　　点

総　　　　合 網走南ヶ丘北見北斗

ト　ラ　ッ　ク

斜里 北見緑陵

北見柏陽斜里 北見緑陵

参加校数校17校

フ ィ ー ル ド 網走桂陽 遠軽

北見商業

20 21

北見柏陽 遠軽

雄武 湧別

参加人員名160名

温　　度


