
令和４年度日本学校農業クラブ北海道連盟　全道技術競技大会　結果速報

令和４年８月９日実施 当番校：北海道岩見沢農業高等学校

●農業鑑定競技会　農業 ●農業鑑定競技会　畜産 ●農業鑑定競技会　森林 ●フラワーアレンジメント競技会

北北海道連盟 学校名 氏名 北北海道連盟 北北海道連盟 北北海道連盟

1 最優秀賞 深川東高等学校 藤　原　琢　斗 最優秀賞 名寄産業高等学校 木　村　　　瑛 最優秀賞 旭川農業高等学校 鈴　木　歩　夢 最優秀賞 旭川農業高等学校 阿　部　未　来

1 優秀賞 旭川農業高等学校 山　内　優　斗 優秀賞 名寄産業高等学校 植　村　颯　太 優秀賞 旭川農業高等学校 松　田　大　和 優秀賞 富良野緑峰高等学校 森　　　夢　香

2 遠別農業高等学校 木　村　　　颯 新十津川農業高等学校 北　口　賢　汰

3 深川東高等学校 塩　尻　果　歩

4 幌加内高等学校 長谷川　翔　大 東北海道連盟 東北海道連盟

5 新十津川農業高等学校 志　田　みつき 最優秀賞 中標津農業高等学校 峰　松　　　晴 最優秀賞 帯広農業高等学校 人　見　紗有里 東北海道連盟

6 幌加内高等学校 佐　藤　瑚　雪 最優秀賞 士幌高等学校 松　田　莉　夢

7 旭川農業高等学校 中　井　明　斗 優秀賞 帯広農業高等学校 多　田　有　里 優秀賞 帯広農業高等学校 丹　羽　里　奈

8 遠別農業高等学校 　　田　友　希 中標津農業高等学校 熊　坂　和　花 優秀賞 帯広農業高等学校 稲　延　渉　夢

9 遠別農業高等学校 成　瀬　双　葉 士幌高等学校 佐　藤　　　圭

10 深川東高等学校 前　田　雷　人 帯広農業高等学校 齊　藤　希　樹 南北海道連盟

中標津農業高等学校 中　浦　史　也 最優秀賞 岩見沢農業高等学校 泉　　　景　太 南北海道連盟

帯広農業高等学校 湯　浅　竪　心 最優秀賞 当別高等学校 田　中　咲　愛

東北海道連盟 別海高等学校 阪　本　愛　斗 優秀賞 岩見沢農業高等学校 小　椋　遼　太

最優秀賞 帯広農業高等学校 中　捨　翔　太 優秀賞 当別高等学校 児　玉　飛　鳥

優秀賞 帯広農業高等学校 森　川　　　玲 南北海道連盟 ●農業鑑定競技会　農業土木

帯広農業高等学校 福　田　康　太 最優秀賞 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 吉　田　千　和 東北海道連盟 ●平板測量競技会

士幌高等学校 駒　井　愛　璃 最優秀賞 帯広農業高等学校 増　澤　菜　摘 北北海道連盟

帯広農業高等学校 橋　爪　義　侍 優秀賞 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 竹　内　結　衣 最優秀賞 旭川農業高等学校Ａチーム 石　田　大　斗

大空高等学校 木　下　七　海 岩見沢農業高等学校 森　　　杏　梨 優秀賞 帯広農業高等学校 村　上　　　力 旭川農業高等学校Ａチーム 矢　内　琴　音

士幌高等学校 木　村　　　萌 旭川農業高等学校Ａチーム 太　田　碧　海

大空高等学校 中　野　莉　緒 旭川農業高等学校Ａチーム 野　﨑　潤　也

●農業鑑定競技会　食品 南北海道連盟

北北海道連盟 最優秀賞 岩見沢農業高等学校 石　澤　　　梓 優秀賞 旭川農業高等学校Ｂチーム 餌　取　　　梅

南北海道連盟 最優秀賞 旭川農業高等学校 柴　田　亜梨沙 旭川農業高等学校Ｂチーム 齊　藤　幸　音

最優秀賞 岩見沢農業高等学校 所　　　雅　人 優秀賞 岩見沢農業高等学校 室　永　祐　希 旭川農業高等学校Ｂチーム 佐々木　宥　紀

優秀賞 遠別農業高等学校 佐　藤　　　元

優秀賞 静内農業高等学校 小清水　陽　人 遠別農業高等学校 吉　田　泰　雅

静内農業高等学校 城　越　美　羽 ●農業鑑定競技会　造園 東北海道連盟

静内農業高等学校 原　田　真　緒 南北海道連盟 最優秀賞 帯広農業高等学校Ａチーム 今　井　ゆ　い

岩見沢農業高等学校 白　土　誠　鷹 東北海道連盟 最優秀賞 岩見沢農業高等学校 髙　坂　歩　睦 帯広農業高等学校Ａチーム 栄前田　穂　華

倶知安農業高等学校 四　宮　琉　晟 最優秀賞 帯広農業高等学校 森　田　風薫樹 帯広農業高等学校Ａチーム 平　井　珠　李

岩見沢農業高等学校 東　出　幸　也 帯広農業高等学校Ａチーム 高　橋　　　咲

静内農業高等学校 小　寺　祐　太 優秀賞 中標津農業高等学校 蜷　川　沙也夏 ●農業鑑定競技会　生活
酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 船　木　南　花 士幌高等学校 佐　藤　寧　音 北北海道連盟 優秀賞 帯広農業高等学校Ｂチーム 太　田　圭　亮

帯広農業高等学校 竹　田　由　美 最優秀賞 旭川農業高等学校 和　久　結　葉 帯広農業高等学校Ｂチーム 中　沢　　　晶

中標津農業高等学校 小　野　春　菜 帯広農業高等学校Ｂチーム 吉　田　奈々海

●農業鑑定競技会　園芸 中標津農業高等学校 冨　田　愛　生 優秀賞 旭川農業高等学校 依　田　ナ　ナ 帯広農業高等学校Ｂチーム 工　藤　晴　矢

北北海道連盟 中標津農業高等学校 富　田　　　亘 旭川農業高等学校 今　野　杏　優

最優秀賞 富良野緑峰高等学校 荒　　　朋　弥 旭川農業高等学校 堤　　　叶　愛

新十津川農業高等学校 大　道　晶　斗 南北海道連盟

優秀賞 富良野緑峰高等学校 佐　藤　瑞　希 南北海道連盟 最優秀賞 岩見沢農業高等学校Ｂチーム 斉　藤　光　希

最優秀賞 静内農業高等学校 大　関　野々華 岩見沢農業高等学校Ｂチーム 石　塚　愛　斗

東北海道連盟 岩見沢農業高等学校Ｂチーム 片　岡　　　陸

東北海道連盟 優秀賞 静内農業高等学校 渡　部　め　い 最優秀賞 更別農業高等学校 早　坂　咲優香 岩見沢農業高等学校Ｂチーム 米　内　裕　太

最優秀賞 中標津農業高等学校 畠　山　　　聖 岩見沢農業高等学校 木　村　瑞　希

大野農業高等学校 齊　藤　大　志 優秀賞 更別農業高等学校 酒　井　歩　美 優秀賞 岩見沢農業高等学校Ａチーム 茂　内　有　蘭

優秀賞 中標津農業高等学校 渡　邉　飛　人 静内農業高等学校 髙　橋　柚珠乃 岩見沢農業高等学校Ａチーム 角　舘　空　弥

岩見沢農業高等学校 菊　地　杏　菜 岩見沢農業高等学校Ａチーム 野　坂　恭　介

静内農業高等学校 有　澤　悠　斗 南北海道連盟 岩見沢農業高等学校Ａチーム 鈴　木　紫　雲

南北海道連盟 最優秀賞 真狩高等学校 葛　西　瑛　斗

最優秀賞 真狩高等学校 植　田　真　光

優秀賞 留寿都高等学校 松　山　遥　平

優秀賞 壮瞥高等学校 小　林　暖　虎 ニセコ高等学校 宮　﨑　凪　生

壮瞥高等学校 内　藤　雄一朗 真狩高等学校 佐　藤　ひなた

大野農業高等学校 宮　川　結　名 真狩高等学校 山　下　みのり

余市紅志高等学校 中　村　翔　太 倶知安農業高等学校 落　合　遥　香

壮瞥高等学校 大　津　未　里 岩見沢農業高等学校 坂　本　花　米

壮瞥高等学校 上　野　創　大

壮瞥高等学校 小　林　まどか

大野農業高等学校 小　荒　陸　斗

留寿都高等学校 山　口　　　和


