
【大会名】 第54回北海道高等学校体育連盟札幌支部新人陸上競技大会
・期日： 8月20日(土)/21日(日)
・場所： 札幌市・札幌厚別公園競技場
・成績：

部・局対外活動実績報告書（各種大会）

【男子】
・100m予選
飯坂颯斗 12.09(-1.2)
堀江勇飛 13.60(-2.8)
・100m準決勝
飯坂颯斗 11.99(-2.3)
・200m予選
飯坂颯斗 24.17(+1.3)
・200m準決勝
飯坂颯斗 DNS
・800m予選
磯部優大 2:04.65
渡邊宝 2:04.77
・800mA決勝
磯部優大 2:03.56 第3位
渡邊宝 2:06.39 第5位
・5000m決勝タイムレース
川﨑拓海 17:46.16 第16位
・110mH予選
小林蒼太朗 18.71(-2.8)
・110mH B決勝
小林蒼太朗 18.62(-3.4)
・400mH予選
小林蒼太朗 1:03.62
・3000mSC決勝タイムレース
磯部優大 10:09.68 第2位
川畑空大 DNF
・4×100mR 予選
西柳-飯坂-小長根-小林　46.77
・4×400mR 決勝タイムレース
飯坂-渡邊-磯部-小林 3:37.86 第10位
・走高跳予選
大島南斗 DNS
小長根暖 NM
・棒高跳予選
安藤慈人 NM
・走幅跳予選
西柳元輝 w5m63(+3.7)
藤澤興毅 w6m25(+3.3)
・走幅跳 決勝
藤澤興毅 w6m10(+3.2) 第9位
・三段跳予選
西柳元輝 11m51(+0.8)
藤澤興毅 DNS
・砲丸投予選
湊大征 6m75
・円盤投予選
湊大征 27m54
・円盤投 決勝
湊大征 28m32 第6位
・やり投げ予選
大島南斗 DNS
【女子】
・100m予選
関佳純 DNS
・200m予選
長船真生 29.59(-2.2)
・200m準決勝
長船真生 30.12(-3.3)
・400m予選
田野花恋 1:06.76
佐藤琴乃 DNS
・800m予選
森咲夏 2:33.81
國澤詩 DNS
・800m B決勝
森咲夏 2:38.42
・1500m決勝タイムレース
森咲夏 5:23.95 第7位
國澤詩 DNS
・100mH予選
野村梨乃 20.97(-2.5)
・400mH予選
佐藤琴乃 DQ(T6)
・4×100mR予選
野村-林-関-田野 53.57
・4×100mR A決勝
野村-林-関-田野 53.83 第7位
・4×400mR決勝タイムレース
佐藤-國澤-森-田野 4:29.88 第6位
・走高跳決勝
林葵衣 1m50 第4位
・棒高跳決勝
林葵衣 2m00 第6位
・走幅跳予選
田野花恋 DNS
関佳純 w4m37(+2.1)
・砲丸投決勝
栁澤羽那 8m14 第8位
・円盤投決勝
髙橋徠紗 18m34 第11位
栁澤羽那 26m69 第4位

<部・局名> 陸上部 <顧問名> 小林 奨悟 ・ 溝江 敦樹
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