
第７０回男子 北海道高等学校駅伝競走大会 メンバー表
チーム数 36 区間数  7

 Ｎｏ  Ｎｏｶｰﾄﾞ  チーム名  1区  2区  3区  4区  5区  6区  7区

1 1 札幌山の手高校              金橋　佳佑  石田　光輝  ローレンス　グレ  宮内　明人  松尾　陸  清水上　諒  多田　奏太

2 2 北海道栄高校               藤木　宏太  川原　樹  藤本　竜  工藤　吏晟  田仲　海翔  大沼　和樹  高橋　勇大

3 3 滝川西高校                中島　駿佑  古川　太一  千菅　諒  滋野　和輝  山本　新汰  小西　紬生  河邊　龍介

4 4 札幌日大高校               齋藤　晃太  白戸　真大  杉本　龍陽  吉田　和真  仲山　芳古  上田　颯介  土谷　睦月

5 5 東海大札幌高校              長田　駿佑  石山　誠己  藤村　燦太  平沼　拳  佐々木　速斗  石田　拓真  高田　祐樹

6 6 北見北斗高校               森山　光太  有倉　潤  篠根　司  信本　尚音  武藤　海斗  倉冨　渉平  冨田　悠介

7 7 函館工業高校               半澤　悠葵  長谷川　冬磨  成田　晃広  村中　優  中西　真那斗  兼松　凛  竹内　大夢

8 8 北見緑陵高校               小島　光佑  中野　慎利  村上　太一  笠原　五貴  小林　潤貴  高濱　嶺  千棒　隼

9 9 網走南ヶ丘高校              野呂田　礼行  小野　巧明  三上　竜由  猪股　亮太  森　大地  鈴木　陵太  渡井　拓朗

10 10 釧路湖陵高校               澤辺　北斗  渡邊　慎吾  本郷　宏樹  本田　蓮  河野　稜太  吉川　颯真  鈴木　達也

11 11 北星学園大附属高校・札幌静修高校     榎本　流成  大野　尊  高田　佑人  高橋　耕太郎  數馬　佑哉  村井　梓真  戸田　敦也

12 12 札幌第一高校               佐藤　陸諮  山本　大地  大島　康大朗  佐々木　滉青  菅原　武央  早貸　昂志郎  太田　裕佑

13 13 帯広農業高校               松﨑　稜弥  藤田　樹  前田　詩温  東　将輝  森本　奏大  河井　虎之介  榎波　俊輔

14 14 白樺学園高校               西村　樹  上谷　優太朗  髙倉　龍一  佐藤　晋太郎  笠原　祥真  川浦　極  北村　優知

15 15 函館中部高校               坂見　一将  宇野　礼唯  仲野　竜也  巖　翔真  西山　和希  佐藤　秀一  髙橋　瑞貴

16 16 札幌南高校                金川　亮太  平井　玲央  熊田　龍乃介  山村　航輝  須田　崚斗  佐々木　圭吾  安藤　匠汰

17 17 富良野高校                藤岡　廉  木村　一斗  中島　悠祐  小野　光輝  古川　雅人  武島　大己  羽生　公樹

18 18 岩見沢農業高校・岩見沢東高校       平山　広大  高橋　柚紀  関　瞬ノ介  原　旬平  木戸　陸翔  橋本　賢治  清水　数生

19 19 常呂高校・北見工業高校・女満別高校・斜里高校  髙橋　歩夢  山下　郁弥  佐藤　颯  大山　祥治  本田　孝福  中村　栄元  久保　楓

20 20 芦別高校・深川西高校           田屋　啓  伊藤　柚貴  松本　博  橋浦　紘汰  氣田　好晟  伊藤　拓夢  大杉　快斗

21 21 釧路工業高校               石橋　優人  長野谷　陸  齊藤　りく  嶋田　乃翔  磯田　海人  猪股　賢也  岩井　哲平

22 22 滝川高校                 源　夏輝  田中　朝陽  志田　玲児  畑地　弥  上口　悠太  平澤　寛之  井塚　陽喜

23 23 札幌新陽高校               垣野　健  吉田　拓海  勝田　将梧  荒木　和也  玉田　明統  鈴木　陸斗  藤川　和浩

24 24 北嶺高校                 木村　郁登  佐藤　琢郎  篠原　涼介  瀬谷　光  瀨川　元  金子　靖典  九嶋　理仁

25 25 旭川東高校                大熊　健斗  實廣　勇人  橋本　将  千葉　万希雄  岩田　稜央  浅利　秀生  田邊　孝太郎

26 26 帯広柏葉高校               藤田　寛大  大沼　樹生  濱田　晃旗  堂地　和寿  西垣　翔  菅原　伸一朗  長岡　芽晟

27 27 釧路江南高校               伊藤　一晟  丸田　大輔  成田　心  梶田　大喬  鈴木　雄大  緒方　陽也  佐々木　優太

28 28 遠軽高校                 荒川　雄太  市川　祐摩  泉　和宏  関　優志  大崎　寛太  伊藤　歩  笠間　柊哉

29 29 根室高校                 齋藤　恋  小田　洋人  藤谷　龍門  濵屋　悠斗  浜田　恭  柿本　健登  富岡　亜友翔

30 30 清水高校                 上田　楓馬  吉田　凌  神山　暉敦  吉田　渉  佐藤　颯起  竹内　裕都  本間　大夢

31 31 湧別高校                 藤本　隼  柿崎　輝太  山根　涼  金内　海致  松野　亜冴晃  岸　亘明  鈴木　海晴

32 32 札幌東高校                岩澤　龍輝  中島　涼  五十嵐　貴哉  岩宮　隆介  渡邊　凜  山口　航生  髙桑　稜世

33 33 恵庭北高校                山本　凌馬  上川　智也  大高　颯  谷口　柊輔  吉本　圭吾  浮津　嶺  遠藤　岳

34 34 北海高校                 安達　悠人  藤村　恒平  平　祐一郎  井戸　優希  古庄　将也  今前田　龍  鈴木　颯大

35 35 留萌高校                 里深　一心  原口　青也  谷口　歩  三上　紘輝  吉田　海斗  眞田　涼介  黒田　駆夢

36 36 標茶高校                 大熊　優太郎  髙橋　吏玖  本間　浩幸  加賀　翔也  菊地　康介  笛木　悟  佐々木　健人


