
日付 種目

大町　蓮  w10.53 (+4.4) 芥川　翔太  w10.58 (+4.4) 鈴木　歩  w10.59 (+4.4) 織江　勇汰  w10.61 (+4.4) 堤　亘平  w10.64 (+4.4) 釜沢　拓也  w10.70 (+4.4) 佐々木　悠亮  w10.76 (+4.4) 千葉　耕輝  w10.78 (+4.4)

学連・東海大北海道 学連・札幌大 学連・北教大岩見沢 学連・札幌大 学連・北海道大 学連・北翔大 学連・東海大北海道 学連・北翔大

芥川　翔太  w21.30 (+3.4) 織江　勇汰  w21.40 (+3.4) 稲垣　新太  w21.69 (+3.4) 佐々木　悠亮  w21.70 (+3.4) 小堀　凌  w21.71 (+3.4) 釜沢　拓也  w22.01 (+3.4) 会津　聖哉  w22.06 (+3.4) 進藤　和基  w22.42 (+3.4)

学連・札幌大 学連・札幌大 学連・北翔大 学連・東海大北海道 学連・札幌大 学連・北翔大 学連・北翔大 学連・東海大北海道

小堀　凌  49.33 山田　夕貴  49.81 稲垣　新太  50.11 菅　英登  50.64 福田　直人  50.71 姫松　裕志  50.78 小野　竜大  51.36 星　汰一  51.73

学連・札幌大 学連・東海大北海道 学連・北翔大 学連・札幌大 学連・東海大北海道 学連・北海道大 北教大旭川 学連・北翔大

姫松　裕志  1:55.15 齊藤　涼太  1:57.86 酒井　健吾  1:59.75 高橋　大道  2:01.09 髙橋　昂平  2:01.70 小野　竜大  2:01.88 金子　有輝也  2:02.52 原　裕馬  2:03.92

学連・北海道大 学連・札幌学院大 学連・北翔大 学連・北海道大 小樽商科大 北教大旭川 学連・札幌学院大 学連・北教大岩見沢

齊藤　涼太  4:05.80 大友　翼  4:06.80 舛澤　凌  4:07.64 齋藤　正輝  4:10.65 佐賀　悠希  4:11.81 工藤　拳大  4:12.04 酒井　健吾  4:12.17 金内　健治  4:12.20

学連・札幌学院大 北教大旭川 学連・札幌学院大 学連・釧路公立大 学連・札幌学院大 学連・北教大岩見沢 学連・北翔大 学連・北翔大

岸　伸考  15:07.16 進藤　龍太  15:07.86 斉藤　秀斗  15:14.15 舛澤　凌  15:23.91 工藤　拳大  15:34.72 鈴木　達也  15:35.49 土橋　晋也  15:39.33 國米　裕介  15:40.74

学連・札幌学院大 学連・札幌学院大 学連・北教大札幌 学連・札幌学院大 学連・北教大岩見沢 学連・北教大岩見沢 学連・北海道大 学連・北海道大

岸　伸考  31:32.25 進藤　龍太  31:34.74 土橋　晋也  32:03.11 斉藤　秀斗  32:12.16 谷口　創大  32:36.85 國米　裕介  33:27.24 出井　俊太郎  33:47.41 岩井　宏晃  33:50.54

学連・札幌学院大 学連・札幌学院大 学連・北海道大 学連・北教大札幌 学連・札幌学院大 学連・北海道大 学連・北海道大 学連・札幌国際大学

西田　尚将  15.16 (-2.0) 川道　裕次  15.34 (-2.0) 武田　優作  15.56 (-2.0) 鈴木　久崇  15.82 (-2.0) 大佐賀　祥  15.83 (-2.0) 中野　憲吾  16.10 (-2.0) 西田　寛太朗  16.16 (-2.0) 菊地　貴弥  16.20 (-2.0)

学連・東海大北海道 学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北海道大 学連・北教大岩見沢 学連・札幌大 学連・北海道大 学連・東海大北海道

小松　亮太  52.42 林　邑樹  54.06 黒畑　蓉  54.64 長谷川　隼人  55.19 高田　駿太郎  55.31 江端　郁弥  55.82 鈴木　大輔  56.21 石坂　優人  57.15

学連・北翔大 NGR 学連・北教大岩見沢 学連・札幌大 学連・札幌大 学連・東海大北海道 学連・札幌大 学連・北教大釧路 学連・北海道大

神内　優史  9:27.19 橘井　由輝  9:33.20 齋藤　正輝  9:35.19 中島　僚太  9:40.88 藤沢　郡  9:41.16 鈴木　達也  9:47.22 堀崎　裕史  9:58.74 手塚　勇作  10:03.09

学連・釧路公立大 学連・札幌学院大 学連・釧路公立大 学連・札幌学院大 学連・北教大岩見沢 学連・北教大岩見沢 学連・北海道大 学連・北翔大

和田　翔太  43:34.92 風間　公佑  44:41.18 中川　岳士  45:55.10 菊池　雄紀  46:21.65 満保　敬太  47:12.23 冨塚　賢弥  48:28.91 板津　寛則  53:05.13 大澤　征矢  53:37.71

学連・北教大札幌 学連・北翔大 学連・北海道大 学連・北翔大 小樽商科大 学連・北海道大 学連・北海道大 学連・北教大釧路

学連・東海大北海道  41.63 学連・札幌大  41.76 学連・北翔大  41.94 学連・北教大岩見沢  42.47 学連・北海道大  42.71 学連・北海学園大  43.23 函館・北海道教育大函館  46.06 学連・札幌学院大  47.52

佐々木　悠亮 須田　将大 千葉　耕輝 長谷川　航大 渡辺　典仁 斎藤　惠太 伊藤　恵太 原田　秀和

大町　蓮 小堀　凌 釜沢　拓也 鈴木　歩 堤　亘平 鈴木　政徳 仁平　宜秀 野呂　篤志

進藤　和基 織江　勇汰 稲垣　新太 北館　和真 本村　新 米内山　聖矢 小山田　俊 長原　圭吾

川本　怜平 芥川　翔太 会津　聖哉 伊藤　瑞樹 永井　慧 小池　諒 六川　浩之 竹内　隼哉

学連・札幌大  3:18.43 学連・北翔大  3:19.03 学連・東海大北海道  3:19.14 学連・北海道大  3:23.24 学連・北教大岩見沢  3:26.73 学連・札幌学院大  3:30.35 北教大旭川  3:31.18 学連・北星学園大  3:33.23

菅　英登 小松　亮太 福田　直人 本村　新 西川　真之亮 中根　隼 柳　悠仁 小熊　朗

芥川　翔太 星　汰一 佐々木　悠亮 姫松　裕志 林　邑樹 齊藤　涼太 大友　翼 高田　知輝

越前谷　貴彦 会津　聖哉 三上　拓哉 大津山　建 寺澤　友平 中村　集 中島　勝昭 吉見　悠里

小堀　凌 稲垣　新太 山田　夕貴 石坂　優人 伊藤　瑞樹 野呂　篤志 小野　竜大 宍戸　遼真

久我　洸士朗  2.07 川道　裕次  2.07 山下　竜平  2.01 下田　和樹  1.95 菅井　徹人  1.95 木村　克也  1.90 加藤　瞭昌  1.80

学連・東海大北海道 学連・北翔大 学連・東海大北海道 学連・北海道大 学連・北海道大 学連・北海道大 北教大旭川

大塚　隆弘  1.90

学連・北教大札幌

近藤　城主  4.60 杉山　翔馬  4.50 西田　翔  4.30 北園　和也  3.90 中川　崇義  3.80 林　捷真  3.50 石井　陽太  3.30

学連・北翔大 学連・北海道大 学連・北教大岩見沢 学連・北海道大 学連・北教大岩見沢 学連・北海道科学大学 学連・北翔大

城山　正太郎  w7.71 (+5.0) 河瀬　遥紀  w7.51 (+5.5) 上山　竜平  w7.33 (+3.6) 藤原　弘樹  w7.17 (+5.9) 鈴木　諒太  w7.07 (+4.6) 佐藤　陽希  w7.04 (+4.6) 谷村　文也  w6.83 (+4.3) 鈴木　久崇  w6.81 (+4.8)

学連・東海大北海道 学連・東海大北海道 学連・東海大北海道 学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北教大岩見沢 学連・北海道大

石橋　尚晃  w15.24 (+6.4) 今野　勇太  w14.55 (+3.5) 樋口　翔太  w14.22 (+4.3) 下田　和樹  w14.08 (+4.2) 川原　恵汰  w13.97 (+6.2) 杉野　貴之  w13.72 (+2.9) 北園　和也  w13.62 (+4.3) 小堀　裕輝  w13.54 (+3.0)

学連・東海大北海道 学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北海道大 学連・東海大北海道 学連・北海学園大 学連・北海道大 学連・北海道大

大石　泰平  12.49 木田　将平  11.93 赤坂　健太朗  11.53 高橋　隆聖  11.28 大友　昂陽  11.21 須摩　朋洋  10.92 岡田　繁樹  10.83 井上　敦士  10.63

学連・北教大岩見沢 学連・東海大北海道 学連・北海道大 学連・北教大釧路 学連・北星学園大 学連・北教大札幌 帯広畜産大 学連・北教大岩見沢

渋谷　匠  38.59 齊藤　将  38.25 山田　雄偉  35.50 木田　将平  35.30 大石　泰平  35.16 赤坂　健太朗  34.04 大友　昂陽  33.41 下山　秀登  31.14

旭川医科大 学連・札幌大 北教大旭川 学連・東海大北海道 学連・北教大岩見沢 学連・北海道大 学連・北星学園大 学連・北翔大

中村　知愛  44.41 蜂谷　奎人  42.93 石井　敦也  39.23 木田　将平  38.17 稲村　勇雅  35.70 阿部　和哉  34.71 黒壁　大貴  34.25 白藤　遼哉  30.30

学連・札幌大 学連・札幌大 学連・札幌大 学連・東海大北海道 学連・北海道大 学連・釧路公立大 学連・北海道大 学連・釧路公立大

吉住　啓史  62.48 大石　泰平  58.15 木村　省  58.02 石井　敦也  57.68 北園　和也  57.36 益井　康臣  56.30 森本　悠歩  54.01 逢坂　澪希  52.93

学連・北翔大 学連・北教大岩見沢 学連・北教大岩見沢 学連・札幌大 学連・北海道大 学連・北翔大 学連・北教大釧路 学連・北翔大

北園　和也  w6375 中川　崇義  w6356 望月　龍之介  w5599 若原　拓也  w5524 吉田　遼  w5477 伊藤　諒  w5375 遠島　欣暉  w5209 冨塚　龍  w5026

学連・北海道大 学連・北教大岩見沢 学連・東海大北海道 学連・北海道大 学連・北海道大 学連・東海大北海道 学連・北翔大 学連・東海大北海道

5月16日 100m

5月16日 走幅跳

5月16日 砲丸投

5月16日 走高跳

5月16日 400m

5月17日 110mH

5月17日 円盤投

5月17日 棒高跳

5月17日 やり投

5月17日 1500m

w (wind assist) : 追風参考

 37.93  29.45

 4:48.98  4:55.58  4:41.85  5:07.04  5:07.81  5:22.01  5:29.76  4:45.46

 55.71  45.68  43.07  44.06  41.45  43.36

 20.52  23.02

 4.00  4.00  3.10  4.20  3.70  2.80  3.70  2.50

 30.38  27.19  22.59  24.96  31.10  25.24

 54.49  54.84

w 16.03 (+4.8) w 15.37 (+4.6) w 17.09 (+4.8) w 17.37 (+4.6) w 17.67 (+4.6) w 16.28 (+4.6) w 16.92 (+4.8) w 15.78 (+4.8)

 52.16  51.70  51.82  57.03  54.94  52.92

 9.11  7.39

 1.70  1.98  1.60  1.70  1.65  1.80  1.55  1.60

 10.02  8.34  8.28  8.63  9.71  7.59

w 11.28 (+2.1) w 11.79 (+2.1)

w 6.45 (+3.4) w 6.68 (+4.6) w 6.74 (+3.3) w 6.49 (+2.7) w 6.07 (+2.2)  6.09 (+1.7)  6.38 (+2.0) w 6.37 (+3.5)

w 11.17 (+2.1) w 11.43 (+2.3) w 11.31 (+2.3) w 11.68 (+2.3) w 11.53 (+2.1) w 11.27 (+2.3)

5月16日 やり投

5/16～5/17 十種競技

5月17日 円盤投

5月15日 ﾊﾝﾏｰ投

5月15日 三段跳

5月15日 砲丸投

5月15日 棒高跳

5月17日 走幅跳

5月17日 4x400mR

5月17日 走高跳

5月17日 10000mW

5月16日 4x100mR

5月17日 400mH

5月16日 3000mSC

5月15日 10000m

5月15日 110mH

5月15日 1500m

5月17日 5000m

5月15日 400m

5月17日 800m

7位 8位

男子 5月16日 100m

5月17日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 北海道学生陸上競技連盟 陸協名 札幌陸上競技協会

競技会名 第67回北海道学生陸上競技対校選手権大会兼第28回ユニバーシアード競技大会(2015/光州
期日・時刻 2015/5/17 審判長

競技場名 札幌市厚別公園陸上競技場 記録主任



日付 種目

西本　亜海  12.13 (+1.6) 万年　由里子  12.25 (+1.6) 竹中　弥里  12.27 (+1.6) 天野　小春  12.42 (+1.6) 斉藤　優菜  12.59 (+1.6) 戸井　文子  12.79 (+1.6) 勝木　玲美花  12.83 (+1.6) 遠山　ちひろ  13.11 (+1.6)

学連・北翔大 学連・北教大岩見沢 学連・東海大北海道 学連・北翔大 学連・東海大北海道 学連・北海道大 学連・北教大岩見沢 学連・北星学園大

万年　由里子  w24.85 (+5.5) 天野　小春  w24.94 (+5.5) 竹中　弥里  w25.31 (+5.5) 斉藤　優菜  w26.10 (+5.5) 三谷　栞  w26.28 (+5.5) 相馬　愛美  w27.47 (+5.5) 籠谷　ゆずき  w27.76 (+5.5) 内田　志歩  w27.92 (+5.5)

学連・北教大岩見沢 学連・北翔大 学連・東海大北海道 学連・東海大北海道 学連・北教大岩見沢 学連・北海学園大 学連・東海大北海道 学連・北海道大

一瀬　輪子  59.41 岡部　唯香  59.68 三谷　栞  59.97 竹田　美里  1:01.12 戸井　文子  1:03.08 杉本　舞  1:03.17 米田　くらら  1:04.83 豊澤　みどり  1:05.32

学連・北海道大 学連・北翔大 学連・北教大岩見沢 学連・北翔大 学連・北海道大 学連・北翔大 学連・東海大北海道 学連・北海道大

山崎　恵美加  2:21.03 岡部　唯香  2:21.46 小林　愛子  2:24.85 苧毛　鈴奈  2:26.59 上田　江里子  2:28.11 古村　初音  2:31.67 堀井　ちなみ  2:33.56 豊澤　みどり  2:40.56

学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北教大岩見沢 学連・北教大岩見沢 学連・北海道大 学連・北海道大 学連・北翔大 学連・北海道大

山崎　恵美加  4:48.65 山下　裕未  4:50.49 小林　愛子  4:53.35 明　紗弓  4:55.51 上田　江里子  4:56.94 安ヶ平　萌子  5:03.30 竹平　佳菜子  5:05.45 城内　望歩  5:11.14

学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北教大岩見沢 学連・北翔大 学連・北海道大 学連・北教大岩見沢 学連・北海道大 学連・北教大岩見沢

岡田　千裕  17:41.58 八重樫　春香  17:48.10 山下　裕未  18:03.09 吉田　麻美  18:50.94 竹平　佳菜子  19:07.30 城内　望歩  19:14.07 齋藤　萌恵  22:56.90

学連・北海道大 学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北海道大 学連・北教大岩見沢 学連・北星学園大

八重樫　春香  36:50.67 岡田　千裕  37:07.26 星野　里奈  38:32.04 吉田　麻美  38:37.03 竹平　佳菜子  39:59.33

学連・北翔大 学連・北海道大 学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北海道大

仲澤　由依  15.17 (-4.9) 内海　悠季  15.71 (-4.9) 高橋　美由紀  16.23 (-4.9) 塚越　千弘  17.06 (-4.9) 日置　いくみ  17.12 (-4.9) 小松　奈未  18.35 (-4.9) 谷口　茉由  21.55 (-4.9)

学連・北翔大 学連・北翔大 学連・東海大北海道 学連・北海道大 学連・東海大北海道 学連・札幌大 学連・北翔大

高橋　美由紀  1:03.29 一瀬　輪子  1:04.24 三谷　栞  1:04.46 日置　いくみ  1:07.20 杉本　舞  1:07.86 鳥潟　菜々美  1:08.71

学連・東海大北海道 学連・北海道大 学連・北教大岩見沢 学連・東海大北海道 学連・北翔大 学連・北翔大

山下　裕未  10:57.48 明　紗弓  11:45.89 堀井　ちなみ  12:07.46 福澤　麗子  13:45.18

学連・北翔大 HUR-NGR 学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北海道大

山中　茜  54:28.86 重堂　多恵  1:12:03.11

学連・北教大岩見沢 旭川医科大

学連・北翔大  48.07 学連・北教大岩見沢  48.72 学連・東海大北海道  49.01 学連・北海道大  52.02

阿部　有里佳 勝木　玲美花 斉藤　優菜 一瀬　輪子

西本　亜海 鈴木　美悠 竹中　弥里 戸井　文子

天野　小春 三谷　栞 阪村　静 内田　志歩

仲澤　由依 万年　由里子 高橋　美由紀 豊澤　みどり

学連・北翔大  4:02.97 学連・北教大岩見沢  4:09.65 学連・北海道大  4:09.85 学連・東海大北海道  4:10.99

杉本　舞 万年　由里子 一瀬　輪子 竹中　弥里

岡部　唯香 苧毛　鈴奈 上田　江里子 高橋　美由紀

竹田　美里 三谷　栞 戸井　文子 日置　いくみ

天野　小春 小林　愛子 内田　志歩 米田　くらら

丸山　優花  1.55 仲澤　由依  1.50

学連・北翔大 学連・北翔大

佐藤　文音  3.10

北教大旭川

西本　亜海  w5.84 (+4.8) 仲澤　由依  w5.71 (+4.8) 鈴木　美悠  w5.36 (+4.1) 阪村　静  w5.31 (+2.9) 阿部　有里佳  w5.21 (+5.5) 川端　麗美  w5.10 (+5.0) 三沢　綾女  w4.68 (+2.9) 藤澤　言羽  w4.66 (+2.8)

学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北教大岩見沢 学連・東海大北海道 学連・北翔大 北教大旭川 学連・北教大釧路 学連・北星学園大

丸山　優花  w11.77 (+3.8) 吉田　亜紗美  w10.58 (+2.5) 片山　幸雪  w10.15 (+3.4) 藤澤　言羽  10.07 (+0.9)

学連・北翔大 学連・北翔大 学連・東海大北海道 学連・北星学園大

立花　あゆみ  12.53 山崎　公子  11.41 佐々木　奏未  10.24 牧　杏奈  9.96 中野　恋  9.42 綿谷　咲良  9.22 佐々木　悠  8.83 小堀　満代  8.24

学連・北教大岩見沢 学連・北教大岩見沢 学連・北翔大 学連・北翔大 学連・札幌大 学連・北海道大 学連・北翔大 学連・北海道大

今　あかり  45.72 長谷川　楓  37.99 佐々木　悠  34.66 館脇　朝斐  32.07 寺井　彩乃  32.03 小島　未那  30.25 高橋　美優  25.25 小堀　満代  24.08

学連・北翔大 HUR-NGR 学連・札幌大 学連・北翔大 学連・北教大岩見沢 北教大旭川 学連・東海大北海道 学連・北教大岩見沢 学連・北海道大

小島　未那  42.59 綿谷　咲良  32.89 佐々木　奏未  25.91 長谷川　楓  22.38 西　万葉  21.72 山本　妃那  20.88 山崎　公子  16.10

学連・東海大北海道 学連・北海道大 学連・北翔大 学連・札幌大 学連・北教大岩見沢 学連・北教大岩見沢 学連・北教大岩見沢

西　万葉  46.18 佐々木　悠  44.12 高橋　真央  40.20 山崎　紗知子  39.32 山本　妃那  39.01 佐々木　奏未  36.99 中野　恋  36.93 林　未来  35.44

学連・北教大岩見沢 学連・北翔大 学連・北翔大 北教大旭川 学連・北教大岩見沢 学連・北翔大 学連・札幌大 学連・札幌大

佐藤　みと  w4276 山田　桃子  3361 中西　汐梨  w3130

学連・北翔大 学連・北翔大 学連・北翔大

5月16日 100mH

5月16日 走高跳

5月16日 砲丸投

5月16日 200m

5月17日 走幅跳

5月17日 やり投

5月17日 800m

w (wind assist) : 追風参考

HUR : 北海道学生記録

 2:46.98  2:46.93  2:53.57

 32.14  20.74  29.14

w 5.23 (+3.9)  5.17 (-0.3) w 4.36 (+2.3)

w 27.44 (+3.9) w 26.83 (+3.9) w 30.11 (+3.9)

 9.66  8.36  6.42

 1.54  1.40  1.40

w 15.38 (+2.4) w 20.09 (+2.4) w 17.27 (+2.4)

5月16日 やり投

5/16～5/17 七種競技

5月16日 円盤投

5月15日 ﾊﾝﾏｰ投

5月16日 三段跳

5月15日 砲丸投

5月16日 棒高跳

5月17日 走幅跳

5月17日 4x400mR

5月15日 走高跳

5月17日 10000mW

5月16日 4x100mR

5月17日 400mH

5月16日 3000mSC

5月15日 10000m

5月15日 100mH

5月15日 1500m

5月17日 5000m

5月15日 400m

5月17日 800m

7位 8位

女子 5月16日 100m

5月17日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 北海道学生陸上競技連盟 陸協名 札幌陸上競技協会

競技会名 第67回北海道学生陸上競技対校選手権大会兼第28回ユニバーシアード競技大会(2015/光州
期日・時刻 2015/5/17 審判長

競技場名 札幌市厚別公園陸上競技場 記録主任


