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成年男子 110mハードル 3位 髙橋　佑輔 北海道ハイテクアスリートクラブ

やり投 1位 北口　榛花
日本航空（株）

（北海道旭川東高等学校）

砲丸投 3位 久保田　亜由
九州共立大学

（北海道帯広農業高等学校）

女子 4×100mリレー 1位 北海道選抜

300m 1位 エケ　ジュニア瑠音 北海道栄高等学校

300ｍハードル 7位 武藤　優飛 北海高等学校

少年男子B 円盤投 3位 兼本　洸埜 北海道厚真高等学校

少年女子A 300m 2位 鮫澤　聖香 北海道恵庭北高等学校

少年女子B 円盤投 2位 川村　羽海 北海道幕別清陵高等学校

400ｍ自由形 7位 蝦名　愛梨
日本体育大学

（帯広大谷高等学校）

200ｍ個人メドレー 7位 木村　ユイ
北翔大学

（北海道科学大学高等学校）

少年男子A 200m背泳ぎ 5位 諏訪　遥希 札幌大谷高等学校

50m自由形 2位 黒田　一瑳 札幌市立白石中学校

100ｍ自由形 1位 黒田　一瑳 札幌市立白石中学校

100ｍバタフライ 1位 河野　通虎 北海道札幌東高等学校

4×100ｍフリーリレー 6位 北海道選抜

少年女子B 100ｍバタフライ 6位 福井　小遥 札幌大谷高等学校

3 サッカー 少年男子 4位 北海道選抜

4 ホッケー 少年男子 5位 北海道選抜

ライト級 3位 川上　海音
駒澤大学

（旭川龍谷高等学校）

ライトヘビー級 3位 大野　毅人
日本体育大学

（北海道恵庭南高等学校）

ミドル級 2位 黒部　竜聖
東洋大学

（北海道札幌工業高等学校）

ライト級 3位 川上　真生 札幌創成高等学校

バンタム級 5位 神田　輝大 札幌創成高等学校

ライトウェルター級 5位 桐越　瞬 北海道札幌工業高等学校

ミドル級 1位 川村　陸 北海道札幌工業高等学校

6 体操 成年女子 団体総合 8位 北海道選抜

7 バスケットボール 成年女子 5位 北海道選抜

成年男子 グレコローマンスタイル67kg級 3位 清水　賢亮
陸上自衛隊

（帯広北高等学校）

グレコローマンスタイル60kg級 5位 岡部　利毅 帯広北高等学校

グレコローマンスタイル92kg級 5位 菊地　和 帯広北高等学校

松苗　幸希 北海道セーリング連盟

齊藤　由莉 北海道セーリング連盟

71kg級スナッチ 2位 瀨川　瑠奈
東京国際大学

（北海道士別翔雲高等学校）

71kg級クリーン＆ジャーク 1位 瀨川　瑠奈
東京国際大学

（北海道士別翔雲高等学校）

81kg級スナッチ 4位 大崎　柊哉 北海道士別翔雲高等学校

81kg級クリーン＆ジャーク 1位 大崎　柊哉 北海道士別翔雲高等学校

89kg級スナッチ 7位 上田　輝良 北海道札幌琴似高等学校
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10 ウエイトリフティング

女子

少年男子

8 レスリング

少年男子

9 セーリング 成年女子 セーリングスピリッツ級 7位

5 ボクシング

成年男子

少年男子

2 水泳

成年女子

少年男子B

1 陸上

成年女子

少年男子A
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ケイリン 3位 小堀　敢太
京都産業大学

（市立札幌旭丘高等学校）

個人ロードレース 6位 西尾　憲人
那須ブラーゼン

（北海道札幌拓北高等学校）

1kmタイムトライアル 1位 中石　湊 函館大谷高等学校

スプリント 3位 杉浦　颯太 北海道千歳高等学校

個人ロードレース 8位 渡邊　一気 北海道科学大学高等学校

男子 男子チームスプリント 1位 北海道選抜

12 ソフトテニス 成年男子 3位 北海道選抜

馬場馬術 1位 林　伸伍
アイリッシュアラン乗馬学校

（東海大学付属札幌高等学校）

自由演技馬場馬術 6位 林　伸伍
アイリッシュアラン乗馬学校

（東海大学付属札幌高等学校）

国体総合馬術 2位 横山　瞬 ノーザンファーム

六段障害飛越 5位 楠木　貴成 ノーザンファーム

国体大障害飛越 6位 楠木　貴成 ノーザンファーム

トップスコア 5位 宮永　美寿津 宮永商事（株）

二段階障害飛越 8位 村上　陽子 （一社）札幌乗馬倶楽部

二段階障害飛越 7位 本間　駿名 北海道静内高等学校

標準障害飛越 3位 津田　みや 北海道苫小牧東高等学校

団体障害飛越 1位 北海道選抜

14 フェンシング 成年男子 サーブル 6位 北海道選抜

15 柔道 少年男子 4位 北海道選抜

16 ソフトボール 少年女子 5位 北海道選抜

17 ライフル射撃 成年女子 50mライフル伏射 8位 柳　あさこ
医）栄宏会28CliniC

（北海道札幌南高等学校）

18 剣道 少年男子 5位 北海道選抜

19 ラグビーフットボール 成年男子 7位 北海道選抜

20 クライミング 少年女子 リード 8位 吉田・上原子

ｽﾗﾛｰﾑ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（25ｹﾞｰﾄ） 7位 久保　雄一 ゆーから動物クリニック

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 4位 山岡　洋貴 北海道小樽潮陵高等学校（教）

ｽﾗﾛｰﾑ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（25ｹﾞｰﾄ） 5位 深田　真衣 北海道大学大学院

ｽﾗﾛｰﾑ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（15ｹﾞｰﾄ） 4位 深田　真衣 北海道大学大学院

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 6位 佐藤　笑 帯広畜産大学

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(1500m) 8位 佐藤　笑 帯広畜産大学

成年男子 団体戦 7位 北海道選抜

成年女子 団体戦 8位 北海道選抜

団体戦 2位 岡部・番井

個人戦 3位 番井　琴音 札幌龍谷学園高等学校

13 馬術

22 アーチェリー

23 ボウリング 少年女子

21 カヌー

成年男子

成年女子

成年男子

成年女子

少年

11 自転車

成年男子

少年男子


