
空知高校記録

【男　子】

 種　　目  記　　録  氏　　名　(所　属) 年月日  　競　技　会　名 場　所 

100ｍ 10”74 　赤沼　志龍 (岩見沢緑陵高) '18.08.25  #22 道央選手権 千　歳

200ｍ 21”91 　赤沼　志龍 (岩見沢緑陵高) '18.06.15  #71 全道高校 札幌厚別

300ｍ 35”36 　泉　　遥斗 (滝川西高) '17.10.07  #08 空知記録会 深　川

400ｍ 47”99 　泉　 遥斗 (滝川西高）  '18.08.02  #71 全国高校 三　重

800ｍ 1’51”89 　畠山　政和 (砂川高) '06.08.04  全国高校陸上 大　阪

1500ｍ 3’56”96 　黒田　太洋 (滝川西高) ’21.07.28  全国高校総体 福　井

3000ｍ 8’31”22 　黒田　太洋 (滝川西高) '20.07.12  道央陸上記録会 第2戦 千　歳

5000ｍ 14’28”90 　黒田　太洋 (滝川西高) '21.12.05  日体大長距離記録会 神奈川

10000ｍ 30’55”70 　黒田　太洋 (滝川西高) '20.10.18  北海道学連競技会 第4戦 札幌厚別

110ｍＨ
(1.067m)

15”29 　大佐賀　　祥 (岩見沢西高) '12.08.19  国体北海道予選会 函　館

110ｍH
(0.990m-9.14m)

15” 2 　稲葉　　努 (滝川西高) '77.07.31  #50 北海道選手権 美　唄

300ｍH
(0.914m)

43”93 　細川　優太 (滝川高) '22.08.13  #77 国体 北海道選考会 室蘭

400ｍＨ
(0.914m)

52”99 　西本　夏樹 (月形高) '08.09.06  # 8 北空知支部記録会 深　川

3000ｍSC 9’19”56 　清水　数生 (岩見沢東高) '19.06.21  #72 全道高校陸上 帯　広

4×100ｍＲ 42”54 　瀬戸･平松･泉･瀧 (滝川西高) '17.06.14  #70 全国高校陸上 名古屋

4×400ｍＲ 3’20”14 　平松・瀬戸・居林・泉(滝川西高) '17.06.16  #70 全道高校選手権 旭　川

5000mW 23' 01"86 　馬川　啓祐　(滝川西高) '14.06.20  #67 全道高校陸上 釧　路

10000mW 52’14”44 　横山　尚哉(滝川西高) '10.07.17  #32 北海道選手権 室　蘭

走　高　跳 1ｍ98
　伊藤　正仁 (赤平西高)
　鹿野　真吾 (駒大岩見沢高)
　伊藤 　　允 (砂川南高)

'75.08.02
'95.06.22
'00.08.04

 #28 全国高校陸上
 #48 全道高校陸上
 #53 全国高校陸上

国　立
帯　広
岐　阜

棒　高　跳 4ｍ80 　越後　翔馬 (滝川西高) '08.07.19  # 6 北空知支部記録会 深　川

走　幅　跳  7ｍ46 　内久保　貴人 (砂川高)  '14.05.20  #67 全道高校地区予選 深　川

三　段　跳 15ｍ50 　小林　裕信 (砂川南高) '72.08.03  #25 全国高校陸上 山　形

砲 丸 投
 (6.0kg)

14ｍ68 　加地　優太(岩見沢緑陵高) '17.06.16  #70 北海道高校陸上 旭　川

円盤投
(1.75kg)

44ｍ70 　佐藤　　学 (由仁商高) '09.06.26  #62 北海道高校陸上 北　見

ハンマー投
(6.0kg)

52ｍ05 　松木　廣太 (滝川西高)) '11.05.15  #21 道北春季選手権 旭　川

や　り　投
(800g)

60ｍ76 　渡辺　竜之介 (美唄尚栄高） '13.08.17  #68 国体選考会 網　走

4981点 　坂井　博幸 (深川西高) '98.8.19-20  全国高校混成競技 香　川

　　　　　　　　　　　　　100ｍ = 11”65　　走幅跳 = 6ｍ14　　Ｊ砲丸投 = 11ｍ26　　400ｍ = 53”44
　　　　　　　　　　　　　110ｍＨ = 17”10　　やり投 = 52ｍ22　　走高跳 = 1ｍ75　　1500ｍ = 4’53”70

2022年12月31日現在

八種競技



空知高校最高記録

【男　子】

 種　　目  記　　録  氏　　名　(所　属) 年月日  　競　技　会　名 場　所 

1000ｍ 2’42”30 　中川　雄介 (滝川西高) '12.10.13  #10 北空知記録会 深　川

2000ｍ 5’59”94 　和田　涼太 (滝川西高) '08.10.11  # 9 北空知記録会 深　川

4×200ｍＲ 1'35”27
　浅田・小西・堀米・齋籐　(深川西高)
　山上・伊東・浅田・齋籐　(深川西高)

'08.10.11
'09.10.10

 # 9 北空知記録会
 # 8 北空知記録会

深　川
深　川

100m+200m
+300m+400mR

2'18"24 　山田・森・金子･倉岡（長沼高） '09.10.12  道央記録会 千　歳

室内棒高跳 4ｍ30 　越後　彰悟 (滝川西高) '09.03.08  # 1 室内棒高跳記録会 滝　川

砲丸投
(7.260kg)

14ｍ44 　佐藤　聖士 (砂川北高) '84.05.31  #34 北空知高校陸上 滝　川

砲丸投
(6.351kg)

10ｍ82 　桂木　寛典 (月形高) '97.09.14  #52 国体選手選考 帯　広

円盤投
 (2.0kg)

40ｍ25 　田湯　富康 (滝川高) '67.08.19  #11 美唄陸上選手権 美　唄

円盤投
 (1.5kg)

51ｍ40 　田湯　富康 (滝川高) '67.10.15  学生新人戦 円　山

ハンマー投
(7.260kg)

44ｍ19 　坂本　大一 (長沼高) '07.07.22  #79 北海道選手権 円　山

ハンマー投
(6.351kg)

53ｍ28 　田中　　匠 (長沼高) '04.09.05  #59 国体選手選考会 室　蘭

5421点 　関根　智敏 (長沼高) '89.8.19-20  #62 北海道選手権 旭　川

　　　　　　　　　　　　　100ｍ = 11”4　　走幅跳 = 6ｍ22　　砲丸投 = 8ｍ08　　走高跳 = 1ｍ70　　400ｍ = 52”8
　　　　　　　　　　　　　110ｍＨ = 17”5　　円盤投 = 22m32　　棒高跳 = 3m20　　やり投 = 43ｍ12　　1500ｍ = 4’35”9

2022年12月31日現在

十種競技


