
◎第55回（令和元年度）北海道地区国立工業高等専門学校体育大会　釧路高専成績（令和元年７月１６日現在）

団　体： 男子バレーボール(15)、女子バレーボール(11)、柔道男子団体(3)、バドミントン男子団体(8)、テニス(6)

個　人： 陸上(4)、卓球男子シングルス(2)、柔道男子90㎏級(0)、柔道男子90㎏超級(0)、卓球女子シングルス(1)、卓球女子ダブルス(2)、

バドミントン男子シングルス(0)、バドミントン女子ダブルス(2)、テニス男子ダブルス(0)、ソフトテニス男子ダブルス(2)

計： 全国大会参加予定人数　56名　※( )内は全国大会参加予定人数。個人戦優勝者で団体戦に参加する者は(0)と表記。

競技 実施日 種目 優勝 準優勝 第３位 第４位

陸上競技 6月23日(日) 学校対抗

男子100ｍ 澁　谷（釧） 吉　野（函） 鈴　木（旭）

男子200ｍ 澁　谷（釧） 白　井（旭） 加　藤（苫）

男子400ｍ 加　藤（釧） 　堀　（函） 藤　崎（旭）

男子800ｍ 本　間（苫） 深　川（函） 若　山（函）

男子1500ｍ 吉　井（苫） 深　川（函） 稲　邉（釧）

男子5000ｍ 宇佐見（苫） 竹　田（苫） 　滝　（苫）

男子110ｍＨ 吉　野（函） 五十嵐（苫） 松　井（函）

男子4×100ｍＲ
函　館
（吉野・境・松井・吉川）

旭　川
（鈴木・小林・白井・八幡）

苫小牧
（田中・加藤・渡辺・岡部）

釧　路
（大柳・澁谷・菅野・佐藤）

男子4×400ｍＲ
苫小牧
（吉井・野田・加藤・本間）

釧　路
（大柳・稲邉・澁谷・加藤）

函　館
（堀・花巻・若山・吉川）

旭　川
（草野・花岡・藤崎・白井）

男子走高跳 川　島（函） 田　中（苫） 松　本（函）

男子走幅跳 吉　川（函） 川　島（函） 松　井（函）

男子三段跳 吉　川（函） 白　井（旭） 田　中（苫）

男子砲丸投 小　野（函） 井　上（旭） 岩　藤（函）

男子円盤投 藤　原（旭） 岩　藤（函） 小　野（函）

男子やり投 松　本（函） 伊　藤（函） 野　崎（釧）

女子100ｍ 田　端（苫） 石　田（苫） 平　野（釧）

女子800ｍ 田　端（苫） 織　本（苫） 外　崎（函）

女子走幅跳 金　子（釧） 平　野（釧） 岩　佐（苫）

女子円盤投 小　西（函） 宇　山（苫） 織　本（苫）

男子バスケットボール 7月13日(土)・14日(日) 苫小牧（ - ） 釧　路（ - ） 旭　川（ - ） 函　館（ - ）

女子バスケットボール 7月13日(土)・14日(日) 旭　川（ - ） 苫小牧（ - ） 釧　路（ - ） 函　館（ - ）

男子バレーボール 7月6日(土) 釧　路（3-0） 苫小牧（2-1） 函　館（1-2） 旭　川（0-3）

女子バレーボール 7月6日(土) 釧　路（3-0） 函　館（2-1） 苫小牧（1-2） 旭　川（0-3）

ソフトテニス 7月6日(土)・7日(日) 男子団体 函　館（2-1） 釧　路（2-1） 旭　川（1-2） 苫小牧（1-2）

男子ダブルス 松　岡・堀　井（苫） 佐　藤・末　田（釧） 越　戸・山　下（函） 第3位　森　田・武　田（釧）

女子シングルス 渡　邊（美） 太田優（旭） 　　　（　） ※釧路は参加なし

女子ダブルス 渡　邊・相　原（苫） 太田優・太田愛（　） 砂　村・近　藤（旭） 栗　田・廣　澤（釧）

卓球 7月6日(土)・7日(日) 男子団体 函　館（3-0） 苫小牧（2-1） 旭　川（1-2） 釧　路（0-3）

男子シングルス 濱野谷（苫） 濱　名（函） 　角　（函）

男子ダブルス 安　田・中　辻（旭） 塚　本・高　島（苫） 濱　名・山　﨑（函）

女子シングルス 長　江(釧) 中　辻(苫) 小　野(釧)

女子ダブルス 長　江・小　野（釧） 中　辻・坪　田（苫）

柔道 7月6日(土) 男子団体 釧　路（2-1 ） 旭　川（1-2）

男子60㎏級 竹　田（苫） 中　村（釧）

男子73㎏級 長谷川（旭） 千　葉（旭） ※釧路は参加なし

男子90㎏級 坂　本（釧） 荒　木（旭） 山　下（苫）

男子90㎏超級 福　躍（釧）

剣道 7月6日(土) 男子団体 旭　川（2-0 ） 苫小牧（1-1） 函　館（0-2） ※釧路は参加なし

女子団体 旭　川 ※釧路は参加なし

男子個人 小　川（函） 板　東（旭） 田　中（苫） 矢　野（苫）

女子個人 北　村（旭） 扇　原（旭） ※釧路は参加なし

バドミントン 7月6日(土)・7日(日) 男子団体 釧　路（3-0） 苫小牧（2-1） 函　館（1-2） 旭　川（0-3）

女子団体 苫小牧（2-1） 函　館（2-1） 釧　路（1-2） 旭　川（1-2）

男子シングルス 　堺　（釧） 伊　藤（苫） 堂　髙（苫）

男子ダブルス 伊　藤・高　田（苫） 　堺　・遠　藤（釧） 松　原・工　藤（函）

女子シングルス 石　井（函） 工　藤（釧） 伊　藤（苫）

女子ダブルス 工　藤・村　山（釧） 熊　谷・伊　藤（苫） コノリー・中　村（苫）

野球 7月7日(日)・8日(月) 釧　路

アーチェリー 7月6日(土) 男子団体 苫小牧（4518） 釧　路（3719） 旭　川（3712） 函　館（1685）

男子個人 佐　藤（苫） 大　西（苫） 伊　藤（釧）

女子個人 片　岡（苫） 丹　羽（函） 板　谷（苫） ※釧路は参加なし

テニス 男子団体 釧　路（3-0） 函　館（2-1） 苫小牧（1-2）

男子シングルス 谷　目（函） 石　垣（苫） 髙　田（苫）

男子ダブルス 角　谷・若　園（釧） 元　木・武　籐（旭） 　　・　　（苫）

女子シングルス 　　　（　） 　　　（　） 　　　（　） ※釧路は参加なし

女子ダブルス 　　・　　（　） 　　・　　（　） 　　・　　（　） ※釧路は参加なし

ハンドボール 7月6日(土) 函　館（1-0） 苫小牧（0-1）

サッカー 7月6日(土)・7日(日) 苫小牧（3-0） 釧　路（2-1） 旭　川（1-2） 函　館（0-3）


