
5/22 100ｍ
31

+1.0 

5/23 200ｍ
24

+0.5 

5/21 400ｍ
20

5/22・23 800ｍ
19

5/21 1500ｍ
18

5/22 5000ｍ
9

5/23 110mH
13

+0.9 

5/22 400mH
19

5/23 3000mSC
14

5/21 5000mW
7

5/22 走高跳 19

5/23 棒高跳 6

5/23 砲丸投 24

5/22 円盤投 23

5/21 ハンマー投 18

5/21 やり投 24

5/21・22 八種競技 10

点 点 点 点 点 点 点 点

点 点 点 点 点 点 点 点

点 点 点 点 点 点 点 点

点 点 点

主催者名

参加校数 校

参加人員 名 記録主任

総　  務

審 判 長

岩見沢市東山公園陸上競技場

月日 種目
参加
人数

風
力

1 2

第72回全道高等学校陸上競技選手権大会支部予選会成績一覧表（男子）
支部名 空　知

令和元年5月21日～23日

記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名
3 4 5 6 7 8

記録 氏名校名 記録 氏名 校名 記録 氏名

砂川･2 11”50 川井　駿弥 砂川･211”10 伊藤　拓夢 芦別･3 11”18 七尾　大夢 滝川西・3 11”31 杉吉　泰知 岩見沢緑陵・3

校名 記録 氏名 校名校名 記録 氏名 校名

岩見沢緑陵・3 23”02 阿部　翔龍 滝川西・2 23”57 大杉　快斗22”81 七尾　大夢 滝川西・3 22”83 伊藤　拓夢 芦別・3 22”97 杉吉　泰知

11”60 中川　拓 滝川西・311”50 那須　奏杜

橋浦　紘汰 芦別・351”58 杉吉　泰知 岩見沢緑陵・3 51”95 大杉　快斗 芦別・3 52”00 伊藤　拓夢 芦別・3

滝川西・3 24”17 大渡　智哉 砂川・2芦別・3 23”60 川井　駿弥 砂川･2 23”96 中川　拓

滝川・3 2'07”98 高橋　柚紀 岩見沢東・32'04”49 橋浦　紘汰 芦別・3 2'05”37 山内　一摩 岩見沢緑陵・1

54”62 井塚　陽喜 滝川・3 55”13 渕田　涼平 滝川・353”47 阿部　翔龍 滝川西・2 53”89

4'17”28 黒田　太洋 滝川西・1 4'18”88 清水　数生 岩見沢東・3 4'21”01 前田　直輝 滝川西・3

2'15”33 下津　太一 深川西・22'11”35 五十嵐　友基 岩見沢東・2 2'13”10 菅　優汰 滝川西・12'06”21 井塚　陽喜

4'43”99 福島　直純 岩見沢農業・3 4'44”04 沼達　悠　 岩見沢緑陵・24'30”57 小西　紬生 滝川西・3 4'43”39 高橋　柚紀 岩見沢東・3

滝川西・1 17'25”23 伊藤　柚貴 深川西・3

4'44”77 伊藤　柚貴 深川西・3

20'04”85 湯浅　稜大 岩見沢東・117'26”19 菅　優汰 滝川西・1 18'55”19 下津　太一 深川西・216'52”27 黒田　太洋

長沼・3 17”54 山川　知真 岩見沢東・3 18”81 松本　悠綺
15'67

大会新
田口　凌羽 岩見沢西・3 16”36 茂治　快飛 岩見沢緑陵・2 17”37 中村　亮太

山元　陸司 岩見沢農業・３58”29 茂治　快飛 岩見沢緑陵・2 59”53 笹木　颯太 砂川･2 1'01”46 阿部　翔龍 滝川西･2

岩見沢緑陵・1 27”77 阿部　伸太郎 岩見沢東・1砂川･3 19”08 平間　達也 岩見沢東・3 20”27 長谷川　悠星

小西　紬生 滝川西・3 10'50”81 沼達　悠　9'46”84 清水　数生 岩見沢東・3 9'55”01 山本　新汰 滝川西･3 10'08”59 前田　直輝

1'07”14 佐伯　昌矢 滝川西･11'04”45 黒沼　八束 砂川･3 1'05”34

30'40”54 長谷川　幸輝 岩見沢緑陵・3 40'46”27 加賀谷　拡毅 滝川西･2 43'24”45 浦滝　信吾 滝川西･2

深川西・3 11'30”57 福島　直純 岩見沢農業・3岩見沢緑陵・2 11'12”57 大塚　悠生 岩見沢農業・2 11'14”19 伊藤　柚貴滝川西･3 10'31”92

越智　達也

岩見沢緑陵 45”21

小渡　翔喜

岩見沢東 45”415/21 4×100mR 57 44”88

市原　秀太

滝川西 45”08

髙松　大樹

深川西
阿部　翔龍 茂治　快飛 五十嵐　友基 川井　駿弥 田中　朝陽

伊藤　拓夢

芦別 47”08

山元　陸司

岩見沢農業 47”59
橋浦　紘汰 早坂　　蓮

那須　奏杜

砂川 45”45

井塚　陽喜

滝川 46”06
富岡　翔

中川　拓 杉吉　泰知 丸谷　頼那 大渡　智哉 上口　悠太 大杉　快斗 丹野　俊介 下津　太一

5/23 4×400mR 57 3'31”86

伊藤　拓夢

橋浦　紘汰

伊藤　恭平

七尾　大夢 長谷川　悠星 山川　知真 笹木　颯太 渕田　涼平 伊藤　恭平 松本　剛尚 奥谷　涼

芦別 3'34”60

大村　友樹

岩見沢緑陵 3'36”49

渕田　涼平

山内　一摩 上口　悠太

杉吉　泰知 田中　朝陽

3'47”16

山元　陸司

黒沼　八束 丹野　俊介

山本　琉偉 松本　剛尚

滝川 3'37”39

佐伯　昌矢

滝川西 3'40”57

小渡　翔喜

阿部　翔龍 小玉　幹太

七尾　大夢 丸谷　頼那

大杉　快斗 茂治　快飛 井塚　陽喜 黒田　太洋 五十嵐　友基 笹木　颯太 早坂　　蓮 下津　太一
岩見沢農業 3'50”45

髙松　大樹

深川西
伊藤　柚貴

奥谷　涼

岩見沢東 3'43”35

大渡　智哉

砂川

滝川・1 1m74 松本　剛尚 岩見沢農業・21m74 小玉　幹太 岩見沢東・2 1m74 松本　泰征 岩見沢東・1

3m80 田中　朝陽 滝川・3 3m80 江上　宏太 岩見沢緑陵・2 3m70

1m60 渡邊　宗樹 長沼・3 1m60 内田　卓人 岩見沢西・31m65 藤岡　勇成 岩見沢緑陵・3 1m65 厚谷　龍馬 岩見沢西・21m74 渡邊　吏玖

髙橋　寛磨 岩見沢緑陵・3 3m40 越智　達也 岩見沢緑陵・2

深川西・2
+2.1 

藤岡　勇成 岩見沢緑陵・3
+0.0

上口　悠太5/21 走幅跳 24
+0.8 

河原　楓 七尾　大夢 滝川西・3
+4.8 

越智　達也滝川・3
+1.4 

奥谷　涼 深川西・3
+6.9 

桑原　琳太朗

5/23 三段跳 15
+0.0

奥谷　涼

6m34 6m26 6m05 5m96 5m89 5m88 5m69 5m64
岩見沢緑陵･2

+3.1 
小渡　翔喜 岩見沢東･1砂川・2

+1.3 

13m18 12m30 12m19 11m55 11m41
美唄尚栄・2

+1.7 
越智　達也 岩見沢緑陵･2

+4.0 
秋山　拓夢

11m41 10m97
砂川・2

+2.1 
上口　悠太 滝川・3

+1.0 
小倉　紋人深川西・3

+0.1 
藤岡　勇成

11m35 高橋　宙 岩見沢緑陵・3 11m18 富岡　翔 深川西・3 10m85 吉田　圭太 深川東・2

岩見沢緑陵･1岩見沢緑陵・3
+4.4 

桑原　琳太朗

9m19 榊原　蒼士 長沼･3 8m57 平間　達也 岩見沢東・3

34m99 富岡　翔 深川西・3 32m70 豊田　倫人 月形・3

8m33 成田　詠紀 岩見沢緑陵・39m59 市原　秀太 滝川西・2 9m49 金谷　柊迆 岩見沢農業・3

33m33 榊原　蒼士 長沼・3 27m71 富岡　翔 深川西・3 25m50

25m00 榊原　蒼士 長沼・3 24m42 渡邊　宗樹 長沼･328m02 吉田　圭太 深川東･2 25m15 金谷　柊迆 岩見沢農業・329m14 金澤　郁弥 長沼・3

長沼･3 15m91金澤　郁弥 長沼・3 23m68 玉手　翔 滝川西･1 23m57

28m09 高橋　宙 岩見沢緑陵･3

金谷　柊迆 岩見沢農業・３ 39m43 高松　大樹46m40 山本　敬之 岩見沢緑陵・3 45m72 厚谷　龍馬 岩見沢西･2 44m39 安田　和希

高橋　宙 岩見沢緑陵･3 15m79 古賀　　心 岩見沢農業･2吉本　流空 砂川･2 16m08 嵯峨野　虎南

3452点 平間　達也 岩見沢東・3 3432点 堀川　将太 岩見沢緑陵・2 2557点 中川　隆成 滝川西・2

岩見沢緑陵・2 33m70 渡邊　宗樹 長沼･3深川西･2 38m84 土谷　祐大 岩見沢農業･3 36m50 堀川　将太岩見沢農業・２ 39m83

得　点

学校名

総合 96 岩見沢緑陵 91 滝川西

1739点 中山　悠太 岩見沢緑陵・1 1554点 阿部　洸 滝川西・12267点 村上　岬 滝川西・2 2229点 秋山　拓夢 岩見沢緑陵・1

トラック 77 滝川西 48 岩見沢緑陵 37 芦別 30

28 滝川 28 砂川 20 長沼47 岩見沢東 41 深川西 37 芦別

フィールド 40 岩見沢緑陵 33 深川西

岩見沢東 20 砂川 11

16 長沼 14 岩見沢農

深川西 6 岩見沢西滝川 8

北海道高等学校体育連盟空知支部

八種競技 8 岩見沢緑陵 7 滝川西 6 岩見沢東

11 岩見沢東 8 砂川 7 滝川西17 滝川

西 村 昇 一

14 空 知 陸 上 競 技 協 会

117 松 田 直 也

玉 井 康 夫

風　　向 風　　速 温　　度 湿　　度 天　　候 ｺﾝﾃﾞｼｮﾝ

第１日 12:00 西南西 3.3m 15.3℃ 90% 雨 良

第２日 12:00 南東 2.6m 22.0℃ 43% 晴れ 良好

第３日 12:00 南東 3.2m 25.0℃ 44% 晴れ 良好


