
１　　　位 ２　　　位

男　 子 飛鳥未来高校 札幌大通高校 真狩高校

女　 子 真狩高校 飛鳥未来高等学校 札幌大通高校

男　 子 飛鳥未来高校 クラーク高校　札幌 苫小牧東高校 札幌大通高校

女　 子 札幌大通高校 ニセコ高校 留寿都高校

男子団 札幌月寒高校 札幌大通高校 ニセコ高校 旭川工業高校

女子団 札幌大通高校 ニセコ高校 函館中部高校 旭川東高校

男子Ｓ 戸井文弥（星槎札幌） 武田貴聖(札幌月寒) 中村銀次郎（札幌北） 平山彦（札幌月寒）

女子Ｓ 岩野麻美（札幌大通） 村田夏菜（飛鳥未来） 谷口英里奈(飛鳥未来) 小澤静香（東藻琴）

男子団 札幌大通高校 旭川工業高校 留寿都高校 ニセコ高校

女子団 札幌大通高校 留寿都高校 ニセコ高校

男子Ａ 坂口裕真（留寿都） 趙烔賛（札幌大通） 武藤祐紀（帯広農業） 岩淵真吾（網走南ヶ丘）

男子Ｂ 宮川潤（クラーク札幌） 倉内大輝（札幌北） 小池修也（旭川工業） 穂刈昇汰（留寿都）

女子Ａ 内山真由美（苫小牧工業） 平賀菜々（士別東） 藤谷彩夏(留寿都) 川崎里奈（留寿都）

女子Ｂ 津島葉月（札幌大通） 平賀麻衣（士別東） 川添柚花（留寿都） 久本瑠依（留寿都）

男65㎏ 小澤大地(札幌南) 坂川竜一(札幌工業) 伊藤寛(旭川北) 岩上鈴(旭川北)

男75㎏ 星芳喜(旭川北)

男90㎏ 池田龍一(札幌工業)

男90㎏超 小沢佑樹(札幌工業) 中田集人(旭川北) 吉田蓮(札幌工業)

女無差別 金廣未来(旭川北) 田中杏奈(旭川北)

男　子

女　子

サ　ッ　カ　ー 男　子 クラーク高校（札幌） 札幌北高校 飛鳥未来高校 札幌月寒高校グランド 6月19日

男　子

女　子

自　　転　　車

男　子

女　子

軟 式 野 球 男　子 クラーク　札幌 有朋高校（単位） 札幌北高校 函館工業高校 　つどーむ ７月７日～８日

陸　　　　上

剣　　　道　

ソフトテニス

種　　　　　目

卓　　　　球

会　場

平成２８年度　　北海道高等学校定時制通信制体育大会(全道大会)　成績一覧

成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績

大会期日：［開会式及び競技日］　　平成２８年６月１８日(土)・１９(日)        ［軟式野球］　　平成２８年７月７日(木)～８日（金）

日　程

３　　　位

6月19日苫小牧東高校体育館バレーボール

柔　　　　道

小樽潮陵高校体育館

苫小牧市総合体育館

室蘭市体育館

ニセコ町総合体育館

６月１８日～１９日

６月１８日～１９日バドミントン

バスケットボール

６月１８日～１９日

６月１８日～１９日



種　　　目 性　別 開  催 地 ・ 会 場 日　　程

男　 子

女　 子

男　 子

女　 子

男子団

女子団

男子個

女子個

男子団

女子団

男子個

女子個

東京都
駒沢オリンピック公園
総合運動場体育館

8月2日～4日

神奈川県
ひらつかアリーナ
平塚総合体育館

8月3日～7日

東京都
東京体育館

8月1日～4日

神奈川県
小田原アリーナ

8月17日～20日

平成２８年度　　全国高等学校定時制通信制体育大会　成績一覧（北海道分）

成　　　　　　　　　　　　　　　績

バレーボー
ル

【予選グループ戦】真狩２－０鳥城(岡山)、飛鳥未来２－１大津清陵・馬場分校(滋賀)、
　　　　　　　　　　　　札幌大通２－０大和中央(奈良)
【決勝トーナメント1回戦】真狩１－２横浜翠嵐(神奈川))、札幌大通１－２湧心館(熊本)、
　　　　　　　　　　　　　　　飛鳥未来２－０大橋学園(三重)
【決勝トーナメント2回戦】飛鳥未来２－０前橋清陵(群馬)
【決勝トーナメント準々決勝】飛鳥未来２－０天理(奈良)
【決勝トーナメント準決勝】飛鳥未来２－１川崎市立橘(神奈川)
【決勝トーナメント決勝】飛鳥未来０－２横浜修悠館(神奈川)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『飛鳥未来高等学校　全国準優勝』

【予選グループ戦】真狩２－０中芸(高知)、飛鳥未来１－２姫路北(兵庫)、飛鳥未来２－０金沢中央(石
川)、
　　　　　　　　　　　　札幌大通０－２荻窪(東京)、札幌大通２－１前橋清陵(群馬)
【決勝トーナメント1回戦】真狩０－２荻窪(東京)、札幌大通２－０狭山緑陽(埼玉)、
　　　　　　　　　　　　　　　飛鳥未来２－０横浜明朋(神奈川)
【決勝トーナメント2回戦】札幌大通０－２佐賀北(佐賀)、飛鳥未来２－０浅草(東京)
【決勝トーナメント準々決勝】飛鳥未来０－２天理(奈良)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『飛鳥未来高等学校　全国ベスト8』

バ ス ケ ッ ト
ボ ー ル

【1回戦】クラーク札幌６３－５７みえ夢学園(三重)、飛鳥未来７３－５８海田(広島)
【2回戦】クラーク札幌５４－９７天理(奈良)、飛鳥未来６７－５３学悠館(栃木)
【3回戦】飛鳥未来５５－８３博多青松(福岡)

【2回戦】札幌大通６６－３６吹上秋桜(埼玉)
【3回戦】札幌大通７１－３８鳥城(岡山)
【準々決勝】札幌大通７３－３４宇都宮商業(栃木)
【準決勝】札幌大通４１－７８荻窪(東京)　　　　　　　　　　　　　　　　　　『市立札幌大通高校　全国3位』

バドミントン

【2回戦】北海道(札幌月寒・星槎札幌)２－１新潟
【3回戦】北海道(札幌月寒・星槎札幌)２－０愛媛
【準々決勝】北海道(札幌月寒・星槎札幌)２－０大分
【準決勝】北海道(札幌月寒・星槎札幌)０－２長崎　　　　　　　『北海道(札幌月寒・星槎札幌)　全国３位』

【1回戦】北海道(札幌大通・飛鳥未来)２－１石川
【2回戦】北海道札幌大通・飛鳥未来)３－０千葉
【3回戦】北海道(札幌大通・飛鳥未来)２－０神奈川B
【準々決勝】北海道(札幌大通・飛鳥未来)０－２奈良　　　『北海道(札幌大通・飛鳥未来)　全国ベスト８』

【1回戦】戸井(星槎札幌)２－０佐藤(爽風)、武田(札幌月寒)０－２土方(立川)
【2回戦】戸井(星槎札幌)２－１井出(松山工業)
【3回戦】戸井(星槎札幌)２－０内山(天理)
【4回戦】戸井(星槎札幌)０－２住徳(佐世保中央)

【1回戦】村田(飛鳥未来)２－０笹田(京都共栄)
【2回戦】村田(飛鳥未来)１－２島田(清心女子)、岩野(札幌大通)２－１日高(科学技術学園愛知)
【3回戦】岩野(札幌大通)２－０志田(宮崎東)
【4回戦】岩野(札幌大通)０－２二宮(天理)

卓　　　　球

【1回戦】旭川工業１－３クラーク宇都宮(栃木)、札幌大通３－０東高校(広島)
【2回戦】札幌大通３－０八王子拓真(東京)
【3回戦】札幌大通１－３市立川崎総合科学(神奈川)

【1回戦】ニセコ０－３世田谷泉(東京)
【2回戦】札幌大通２－３尾上総合(青森)、留寿都３－0向陽台・東洋学園(愛知)
【3回戦】留寿都０－３天理(奈良)

【１回戦】穂刈(留寿都)０－３松谷(金沢泉丘)、坂口(留寿都)１－３岸本(刈谷東)、
　　　　　武藤(帯広農業)０－３三浦(長崎工業)、倉内(札幌北)３－１安岡(中芸)、
　　　　　小池(旭川工業)２－３三原(延岡青朋)、趙(札幌大通)３－０藤井(松山南)、
　　　　　宮川(クラーク札幌)０－３林(雄峰)、岩淵(網走南ヶ丘)１－３鴨﨑(鳥城)
【2回戦】倉内(札幌北)○－×<棄権>西山(南紀)、趙(札幌大通)２－３屋比久(わせがく・西船橋)
【3回戦】倉内(札幌北)０－３赤松(一橋)

【1回戦】川添(留寿都)３－０天満谷(金沢泉丘)、平賀麻衣(士別東)○ー×<棄権>、
　　　　　津島(札幌大通)３－０新倉(旭陵)、久本(留寿都)０－３太田(大河原商業)、
　　　　　藤谷(留寿都)０－３古閑(博多青松)、平賀菜々(士別東)０－３島愛佳(きのくに青雲)、
　　　　　川崎(留寿都)１－３四垂(杜陵)
【２回戦】齊藤(札幌大通)３－０齋藤(武生)、川添(留寿都)１－３石田(天理)、
　　　　　平賀麻衣(士別東)１－３物部(宍道)、津島(札幌大通)０－３渡辺(角館)、
　　　　　内山(苫小牧工業)１－３小林(大江戸)
【3回戦】齊藤(札幌大通)３－０橋本(鳥取緑風)
【4回戦】齊藤(札幌大通)２－３泉(新川みどり野)



男子65ｋｇ級

男子75ｋｇ級

男子90ｋｇ級

男子90ｋｇ
超級

女子52kg級

女子63kg級

男子団体

サ　ッ　カ　ー 男　子

静岡市清水総合運動場陸上競技場
ＩＡＩ(アイエイアイ)スタジアム日本平
清水ナショナルトレーニングセン
ター
静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド

8月5日～9日

男　子

女　子

軟 式 野 球 男　子

明治神宮球場
駒沢オリンピック公園硬式野球球場

大田スタジアム
府中市民球場
江戸川区球場
葛飾区総合スポーツセンター
球場

8月14日～17日
【1回戦】クラーク札幌　８－１　雄峰(富山)
【2回戦】クラーク札幌　０－８　横浜市立戸塚(神奈川)

【2回戦】クラーク札幌　４－０　仙台育英(沖縄)
【3回戦】クラーク札幌  １－２　彦根工業(滋賀)

陸　　　上

【１００ｍ】中田虎太郎(有朋通信)、山田翔(飛鳥未来)、高橋拓雅(星槎帯広)　予選敗退
【２００ｍ】中田虎太郎(有朋通信)、高橋拓雅(星槎帯広)、秋葉龍伸(星槎帯広)　予選敗退
【４００ｍ】栗本寛也(星槎帯広)、瀬尾晃司(星槎帯広)　準決勝敗退
【８００ｍ】大久保琉輔(飛鳥未来)　予選敗退　山田翔(飛鳥未来)、栗本寛也(星槎帯広)　準決勝敗退
【１５００ｍ】髙橋京(飛鳥未来)、本間峻(星槎帯広)、石田永吉(札幌大通)　予選敗退
【５０００ｍ】本間峻(星槎帯広)、石田永吉(札幌大通)　予選敗退
【４００ｍハードル】瀬尾晃司(星槎帯広)　5位入賞
【４×１００ｍリレー】北海道《瀬尾、栗本、高橋、秋葉(星槎帯広)》　予選敗退
【４×４００ｍリレー】北海道《瀬尾、栗本、高橋、秋葉(星槎帯広)》　予選敗退

東京都
駒沢オリンピック公園
総合運動場

8月11日～14日

【１００ｍ】遠藤真南(星槎帯広)　予選敗退
【８００ｍ】有馬りな(飛鳥未来)　予選敗退
【３０００ｍ】有馬りな(飛鳥未来)　予選敗退
【走高跳】鎌田莉衣奈(札幌大通)　優勝
【砲丸投】森希望(札幌大通)　１０位入賞
　　　　　　　　　　　　　　　『森希望(札幌大通高校)　１０位入賞、鎌田莉衣奈(札幌大通高校)　全国優勝』

柔　　　　道

【2回戦】小澤大地（札幌南）○-×丸石海輝（松江工業）
【3回戦】小澤大地（札幌南）×-○佐藤諒佑（東日本国大昌平）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『小澤　大地(札幌南高校)　全国ベスト８』

東京都
講道館

8月7日

【1回戦】星芳喜(旭川北)×-○新美光星(一色)

【1回戦】池田龍一(札幌工業)×-○尾崎将登(飾磨工業)

【1回戦】小沢佑樹(札幌工業)×-○廣畑海留(飾磨工業)

【1回戦】田中杏奈(旭川北)×-○井手優花(刈谷東)

【2回戦】金廣未来(旭川北)×-○里茉莉安(クラーク熊本)

北海道選手《坂川・小沢・吉田（札幌工業）小澤（札幌南）中田(旭川工業)》
【1回戦】北海道２－３宮城県



平成２８年度　全国高等学校定時制通信制体育大会参加校一覧（各種目）

種　　　目 性　別

男　 子

女　 子

男　 子

女　 子

男子団

女子団

男子個

女子個

男子団

女子団

男子個

女子個

男子団

男65㎏

男75㎏

男90㎏

男90㎏超

女52㎏

女63㎏超

男子

女　子

サ　ッ　カ　ー 男　子

男　子

女　子

自　転　車 男　子

男　子

女　子

軟 式 野 球 男　子

剣　　　道

クラーク記念国際高等学校札幌

陸　　　上

北海道有朋高等学校通信制　　　飛鳥未来高等学校　　　星槎国際高等学校帯広　　　市立札幌大通高等学校

飛鳥未来高等学校　　　星槎国際高等学校帯広　　　市立札幌大通高等学校

ソフトテニス

クラーク記念国際高等学校札幌

柔　　　　道

北海道選抜〈札幌工業・札幌南・旭川北〉

北海道札幌南高等学校　　　北海道札幌工業高等学校

北海道旭川北高等学校

北海道旭川北高等学校

北海道旭川北高等学校

バドミントン

北海道札幌月寒高等学校　　　星槎国際高等学校札幌

市立札幌大通高等学校　　　飛鳥未来高等学校

星槎国際高等学校札幌　　　北海道札幌月寒高等学校　　　　　　

市立札幌大通高等学校　　　飛鳥未来高等学校

卓　　　　球

市立札幌大通高等学校　　　北海道旭川工業高等学校

市立札幌大通高等学校　　　北海道留寿都高等学校　　　北海道ニセコ高等学校

北海道留寿都高等学校　市立札幌大通高等学校　北海道帯広農業高等学校　北海道網走南ヶ丘高等学校
クラーク記念国際高等学校札幌　　北海道札幌北高等学校　　北海道旭川工業高等学校

北海道苫小牧工業高等学校　　北海道士別東高等学校　　北海道留寿都高等学校
市立札幌大通高等学校

北海道札幌工業高等学校　　　北海道旭川北高等学校

北海道旭川北高等学校

北海道高等学校定時制通信制体育連盟事務局　市立札幌大通高等学校

成　　　　　　　　　　　　　　　績

バレーボール

飛鳥未来高等学校　　　市立札幌大通高等学校　　　北海道真狩高等学校

北海道真狩高等学校　　　飛鳥未来高等学校　　　市立札幌大通高等学校

バスケットボール

飛鳥未来高等学校　　　クラーク記念国際高等学校札幌

市立札幌大通高等学校


