
 

   第３４回  記 録 会  

 

期日／令和４年４月２９日(金) 

場所／釧 路 市 民 陸 上 競 技 場 

 

 

 

←「釧路陸協ＨＰ大会速報・スタートリストのページへ」  

 

 

 

               主   催／  釧 路 地 方 陸 上 競 技 協 会 

                   ＵＲＬ／  http://www.sip.or.jp/~ ban/index.html        



1 共男 ２００ｍ 68 ９組 9:00 8:40 1 小男 走幅跳 19 9:00 8:30

2 共女 ２００ｍ 37 ５組 9:20 9:00 2 小女 走幅跳 16 10:00 9:30

3 共男 ４００mH 6 １組 9:35 9:15 3 共男 走幅跳 29 11:00 10:30

4 共女 ４００mH 4 １組 9:40 9:20 4 共女 走幅跳 21 12:30 12:00

5 共男 １５００m 37 ２組 9:45 9:25 5 共男 三段跳 2 14:30 14:00

6 共女 １５００m 13 １組 5 共女 三段跳 2 14:30 14:00

7 小男 １５００m 16 1組 1 小男 走高跳 7 9:30 9:00

8 共男 １１０mH 1 １組 10:15 9:55 1 小女 走高跳 15 9:30 9:00

9 中男 １１０mH 5 1組 2 共男 棒高跳 3 10:00 9:30

10 共女 １００mH 5 １組 2 共女 棒高跳 3 10:00 9:30

11 中女 １００mH 11 ２組 3 共女 走高跳 6 11:00 10:30

12 小男 ８０mH 7 １組 10:30 10:10 4 共男 走高跳 4 13:00 12:30

13 小女 ８０mH 10 ２組 1 小男 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ 23 9:00 8:30

14 共男 ４００m 36 ５組 10:40 10:20 1 小女 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ 12 9:00 8:30

15 共女 ４００m 6 １組 2 中男 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 9 10:30 10:00

16 共男女 ５０００mW 4 １組 11:05 10:45 2 中女 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 4 10:30 10:00

17 小男 １００m 75 １０組 11:45 11:25 3 共男 やり投 8 11:30 11:00

①〜④ 11:45 11:25 3 共女 やり投 6 11:30 11:00

⑤〜⑧ 11:55 11:35 4 共男J 円盤投 2 13:00 12:30

⑨〜⑩ 12:05 11:45 4 共男 円盤投 1 13:00 12:30

18 小女 １００m 99 １３組 12:05 11:45 4 共女 円盤投 2 13:00 12:30

①〜④ 12:05 11:45 5 共男 ハンマー投 1 14:00 13:30

⑤〜⑧ 12:15 11:55 5 男J ハンマー投 4 14:00 13:30

⑨〜⑫ 12:25 12:05 5 共女 ハンマー投 5 14:00 13:30

⑬　　　 12:35 12:15 1 男J 砲丸投 3 10:30 10:00

19 共男 １００m 161 ２１組 12:40 12:20 1 共男 砲丸投 2 10:30 10:00

①〜④ 12:40 12:20 1 中男 砲丸投 7 10:30 10:00

⑤〜⑧ 12:50 12:30 2 共女 砲丸投 7 11:30 11:00

⑨〜⑫ 13:00 12:40 2 中女 砲丸投 10 11:30 11:00

⑬〜⑭ 13:10 12:50 3 小男 砲丸投 3 13:00 12:30

⑮〜⑱ 13:20 13:00 3 小女 砲丸投 4 13:00 12:30

⑲～㉑ 13:30 13:10

20 共女 １００m 97 １３組 13:30 13:10

①〜④ 13:30 13:10

⑤〜⑧ 13:40 13:20

⑨〜⑫ 13:50 13:30

⑬　　　 13:50 13:30

21 小男 ８００ｍ 18 １組 14:00 13:40

22 小女 ８００ｍ 40 ３組 14:05 13:45

23 共男 ８００ｍ 41 ４組 14:20 14:00

24 共女 ８００ｍ 22 ２組 14:40 14:20

25 中男 ３０００m 6 １組 14:50 14:30

共女 ３０００m 3 １組 14:50 14:30

26 共男 ５０００m 5 １組 15:05 14:45

27 小男 ４×１００ｍR 6 １組 15:25 15:05

28 小女 ４×１００ｍR 10 ２組

共混 ４×１００ｍR 3 １組

29 共男 ４×１００ｍR 16 ２組

30 共女 ４×１００ｍR 12 ２組

競　　　技　　　日　　　程
ト　ラ　ッ　ク　の　部 フ　ィ　ー　ル　ド　の　部

順 種別 種　目
人
数

組
競技開始
時刻

受付
終了時刻 順 種別 種　目

人
数

競技開始
時刻

受付
終了時刻

審判について

引率の先生は全員審判業務をしていただきます。

（審判資格の有無にかかわらず）必ず審判受付をし、

審判打ち合わせ（８：１０～予定）に出席して下さい。

補助員について

競技がない選手、および故障等で出場しない選

手は、補助員をしてください。（８：００会議室集合）

また、前半で競技が終了、その後に他の競技がな

い選手も途中からでよいので、補助員をしてください。

（随時担当係まで）

競技と競技の間で自分の活動に支障がない範囲

で、ハードルを並べたり、マットを片付けたりする手伝

いをしてください。

７：００～競技場が開放されますが、できる範囲で

マットを出したり、砂場を掘り起こしたり、用器具を

セットしたりする手伝いをしてください。

みんなでよい競技会を作る意識を持ちましょう。



 

 

競 技 注 意 事 項 

 

 

    １ 競技規則について 

    本大会は、2022年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会要項により実施する。 

 

  ２ 練習会場等について 

  （１）練習は指定された場所で実施すること。特に投てき練習については、監督等の付き添いのもと事

    故防止に努めること。 

  （２）主競技場内での練習は、競技役員の指示に従い、競技進行に支障のないよう留意すること。 

 

  ３ 競技場について 

  （１）競技場の競走路および助走路は全天候舗装である。 

  （２）スパイクシューズのピンの長さは、少なくとも長さの半分が 4㎜四方の定規に適合し、数は 11

本以内とする。 

 

  ４ 招集について 

  （１）招集場所は、本競技場入り口外側に設ける。 

  （２）招集（点呼）は、競技開始時刻を基準とし、競技日程に記載の受付終了時間をもって締めきる。

受付終了後は選手の誘導はしないので、トラック競技は、該当競技開始時間の１０～１５分前ま

でに、スタート地点に集合すること。フィールド競技は、該当競技開始時間の２０～２５分前ま

でに、試技場に集合すること。 

  （３）招集完了時刻に遅れた競技者は、当該競技種目を棄権した者として処理する。 

  （４）招集の手順 

   （ア）競技者は、招集開始時刻までに招集所に貼り出されている所定の用紙に、出場の意志を示すた

    め○印をつけること。印のない場合、出場の意志がないものとし、棄権として処理する。 

   （イ）競技者は、腰ナンバーカードを受け取り、右腰やや後方に写真判定機に写るよう留意して確実

     につけること。 

   （ウ）ビデオ・ラジオ・ＣＤ・ＭＤ・トランシーバー・携帯電話等の機器を競技場内に持ち込むこと

     はできないのであらかじめ学校関係者に預けておくこと。 

   （エ）２種目を同時に兼ねて出場する競技者は、最初の種目の受付終了時刻までに招集所の競技者係

     まで申し出ること。なお、当該競技者でトラック競技が先に開始される場合は、トラック競技終

     了後ただちにフィールド種目の競技場所に移動し、担当競技役員に申し出ること。また、フィー

     ルド競技の途中でトラック競技に出場する競技者は、競技開始前、当該競技役員にその旨を申し

     出ること。 

   （オ）棄権する場合は、受付終了時刻までに招集所に貼り出されている所定の用紙の当該種目の当該

     競技者の氏名を二重線で消すこと。 

   

 

   

 



 

 

 

  ５ 競技について 

  （１）当該種目出場の競技者以外は競技場内に立ち入ることはできない。 

  （２）短距離種目では、競技者の安全のため、フィニッシュライン通過後も自分のレーン（曲走路）を

    走ること。 

  （３）トラック競技は、全てタイムレースとし、フィールド競技（走高跳・棒高跳は除く）の試技は３

    回とする。 

  （４）８００ｍは、すべてオープンレーンで行う。 

  （５）女子３０００ｍと中学男子３０００ｍおよび共通男１１０ｍHと中男１１０ｍHは同時スタートで

行う。 

  （６）男子５０００ｍＷと女子５０００ｍＷは同時スタートで行う。また、スタートから 35分を過ぎた

時点で最後の周回に入っていない場合は、失格とする。 

    （７）小学生のリレーは、男子は 4，5，6年生同時スタート、女子は 4，5年生同時スタート、女子 6

年生と混合リレーが同時スタートとする。 

  （８）フィールド競技は、主催者側が用意したマーカーを置くことができる。 

  （９）三段跳の踏み切り板の位置は、当該審判員の判断で決める。（女子は９ｍとする） 

（10）スタートは、小学生もイングリッシュコールとする。 

（11）小学 5，6年生の短距離種目は、クラウチングスタートとする。 

  （12）競技に関する連絡事項、その他はアナウンスするので聞き漏らしのないように注意すること。 

  （13）イエローカードは累積２枚で、大会からの退場となるが、本競技会においては、同一種目の累積

     ２枚による失格とし、他種目の出場を妨げないものとする。 

 

    ６ その他 

  （１）大会運営上、競技進行をスムースに行うため、競技者は自分の競技に支障が出ない範囲で、 

     競技の補助業務を行うことを心がけること。 

  （２）ゴミは各校で必ず持ち帰ること。  

  （３）中学・高校の顧問の先生には、必ず審判業務をしていただきます。大会当日は、学校受付の他に

審判受付を行い、審判打ち合わせに出席して下さい。（８：１０～予定）  

（４）プログラムの配布及び販売はしない。釧路陸協の HPを確認し参加すること。 

（５）結果記録の掲示は行わない。競技終了後、釧路陸協の HPに掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



小学男子100m
4月29日 11:45 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 3004 下山　恋虎(S5) ｼﾓﾔﾏ ｺﾄﾗ 別海陸少 1 3143 山本　陽也(S4) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾔ 釧路JRC

2 3389 横山　凌(S5) ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ 釧路JRC 2 3360 森谷　陽希(S5) ﾓﾘﾔ ﾊﾙｷ 清里陸少

3 3348 佐藤　匠(4) ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 網走陸上部 3 3286 高橋　紘彬(S6) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 別海陸少

4 3258 曽我　奏斗(S5) ｿｶﾞ ｶﾅﾄ 美幌RC 4 3145 阿部　純大朗(S4) ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 釧路JRC

5 3392 菊地　瞬(S6) ｷｸﾁ ｼｭﾝ 釧路JRC 5 3193 反怖　樹(S4) ﾀﾝﾌﾟ ｲﾂｷ 美幌RC

6 3394 竹村　祥希(S6) ﾀｹﾑﾗ ｼｮｳｷ 釧路JRC 6 3401 甲斐　仁翔(S5) ｶｲ ﾆﾁｶ 清里陸少

7 3369 木村　政人(S6) ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ 釧路JRC 7 3403 濱田　樹(S5) ﾊﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 清里陸少

8 3153 平賀　琥珀(S5) ﾋﾗｶﾞ ｺﾊｸ 知床AC 8 3204 渡邊　碧人(S5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾄ 釧路JRC

① ①

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 3071 鈴木　大介(S6) ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 美幌RC 1 3259 上山　怜穏(S5) ｶﾐﾔﾏ ﾚｵﾝ 美幌RC

2 3391 関口　大志(S5) ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｼ 釧路JRC 2 3195 中野　平(S4) ﾅｶﾉ ﾀｲﾗ 鶴居ＡＣ

3 3408 森谷　樹(S6) ﾓﾘﾔ ｲﾂｷ 清里陸少 3 3255 鈴木　漱弥(S6) ｽｽﾞｷ ｿｳﾔ 別海陸少

4 3060 有馬　湊(S5) ｱﾘﾏ ﾐﾅﾄ 幕別陸少 4 3326 三浦　正史(S6) ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 美幌RC

5 3404 森　晴輝(S5) ﾓﾘ ﾊﾙｷ 釧路JRC 5 3198 大槻　晃平(S6) ｵｵﾂｷ ｺｳﾍｲ 釧路JRC

6 3114 細井　啓慎(S5) ﾎｿｲ ｹｲｼﾝ オホーツクSS 6 3454 長島　来琉(S5) ﾅｶﾞｼﾏ ﾗｲﾙ 知床AC

7 3494 鯛治　大登(S5) ﾀｲｼﾞ ﾋﾛﾄ 美幌RC 7 3491 三浦　直樹(S4) ﾐｳﾗ ﾅｵｷ 美幌RC

8 3107 片岡　歩音(S5) ｶﾀｵｶ ｱﾙﾄ 釧路JRC 8 3102 永野　雄聖(S4) ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｾｲ 別海陸少

① ①

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

2 3483 平田　悠真(S6) ﾋﾗﾀ ﾕｳ 釧路ＡＣ 2 3150 鈴木　漣起(S5) ｽｽﾞｷ ﾅﾐｷ 知床AC

3 3341 堀口　新(S6) ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾗﾀ 鶴居ＡＣ 3 3349 宮下　悠真(S5) ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾏ 美幌RC

4 3343 中武　健太(S6) ﾅｶﾀｹ ｹﾝﾀ 釧路ＡＣ 4 3001 横山　永(S5) ﾖｺﾔﾏ ｴｲ 釧路JRC

5 3044 岡元　奏樹(S3) ｵｶﾓﾄ ｿｳｷ 釧路JRC 5 3194 飯山　陽太(S4) ｲｲﾔﾏ ﾖｳﾀ 美幌RC

6 3405 岡崎　凛空(S5) ｵｶｻﾞｷ ﾘｸ 釧路JRC 6 3106 原田　和空(S4) ﾊﾗﾀﾞ ﾜｸ 釧路ＡＣ

7 3061 本保　煌希(S5) ﾎﾝﾎﾟ ｺｳｷ 幕別陸少 7 3443 阿賀　郁人(S4) ｱｶﾞ ｲｸﾄ 清里陸少

8 3140 曽根　楓太(S3) ｿﾈ ﾌｳﾀ 美幌RC 8 3141 佐藤　練(S3) ｻﾄｳ ﾚﾝ 美幌RC

① ①

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

2 3135 野田　心翔(S3) ﾉﾀﾞ ﾏﾅﾄ 白糠陸少 2 3346 伊藤　陽斗(S3) ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 釧路ＡＣ

3 3342 片野　大河(S4) ｶﾀﾉ ﾀｲｶﾞ 別海陸少 3 3445 横畠　巽(S3) ﾖｺﾊﾞﾀｹ ﾀﾂﾐ 清里陸少

4 3147 竹原　鉄将(S3) ﾀｹﾊﾗ ﾃﾂｼｮｳ 釧路JRC 4 3345 菅野　巧朗(S4) ｶﾝﾉ ﾀｸﾛｳ 釧路ＡＣ

5 3146 井上　璃人(S3) ｲﾉｳｴ ﾘﾋﾄ 釧路JRC 5 3144 髙橋　快斗(S4) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 釧路JRC

6 3142 高松　丈士(S3) ﾀｶﾏﾂ ｼﾞｮｳｼﾞ 鶴居ＡＣ 6 3231 亀谷　篤斗(S4) ｶﾒﾔ ｱﾂﾄ 釧路JRC

7 3045 辺見　海仁(S3) ﾍﾝﾐ ｶｲﾄ 釧路JRC 7 3312 吉田　壮汰(S4) ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾀ 釧路ＡＣ

8 3213 松下　颯我(S3) ﾏﾂｼﾀ ﾌｳｶﾞ 鶴居ＡＣ 8 3444 菊地　瑛翔(S3) ｷｸﾁ ｴｲﾄ 釧路JRC

① ①

9組 10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

2 3347 吉田　悠真(S2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 釧路ＡＣ 2 3355 志村　洸(S1) ｼﾑﾗ ｺｳ 鶴居ＡＣ

3 3350 反怖　駈(S2) ﾀﾝﾌﾟ ｶｹﾙ 美幌RC 3 3353 畠山　駿介(S2) ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 鶴居ＡＣ

4 3214 大内　聡太朗(S2) ｵｵｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ 美幌RC 4 3354 杉本　武颯士(S2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾑｻｼ 厚岸RC

5 3310 片岡　虹音(S2) ｶﾀｵｶ ﾆﾄ 釧路JRC 5 3446 高橋　慧(S1) ﾀｶﾊｼ ｹｲ 釧路JRC

6 3351 宮下　蓮斗(S2) ﾐﾔｼﾀ ﾚﾝﾄ 美幌RC 6 3356 沼倉　壮史(1) ﾇﾏｸﾗ ｿｳｼ 別海中央小

7 3352 宮野下　慈(S2) ﾐﾔﾉｼﾀ ﾁｶｼ 本別陸少 7 3447 齊藤　世敏(S1) ｻｲﾄｳ ﾂｸﾞﾄｼ 釧路JRC

8 3309 福井　希昊(S2) ﾌｸｲ ﾏﾚﾄ 厚岸RC 8 3357 増田　一元(S1) ﾏｽﾀﾞ ｲﾁｹﾞﾝ 鶴居ＡＣ

① ①
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小学女子100m
4月29日 12:05 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 3750 磯貝　憩(S6) ｲｿｶﾞｲ ｲｺｲ 釧路JRC 1 3986 松本　奈々(S5) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 別海陸少

2 3748 佐藤　琴奈(S6) ｻﾄｳ ｺﾄﾅ 釧路JRC 2 3578 宮古　杏(S6) ﾐﾔｺ ｱﾝ 別海陸少

3 3725 人見　仁菜(6) ﾋﾄﾐ ﾆﾅ 足寄小 3 3652 人見　千結(5) ﾋﾄﾐ ﾁﾕ 足寄小

4 3984 丸井　椿(S6) ﾏﾙｲ ﾂﾊﾞｷ 知床AC 4 3893 川原　優希奈(S5) ｶﾜﾊﾗ ﾕｷﾅ 別海陸少

5 3957 佐藤　莉埜(S6) ｻﾄｳ ﾘﾉ 美幌RC 5 3829 佐藤　寧々花(S6) ｻﾄｳ ﾈﾈｶ 釧路JRC

6 3850 岡元　陽愛(S6) ｵｶﾓﾄ ﾋﾅ 釧路JRC 6 3975 長谷川　蓮奈(S5) ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾅ 美幌RC

7 3729 木村　結衣(S6) ｷﾑﾗ ﾕｲ オホーツクキッズ 7 3884 松井　杏美李(S6) ﾏﾂｲ ｱﾐﾘ 美幌RC

8 3935 竹内　琉華(S6) ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 釧路JRC 8 3731 永江　綺良(S6) ﾅｶﾞｴ ｷﾗ 知床AC

① ①

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 3747 河越　美颯(S5) ｶﾜｺﾞｴ ﾐﾊﾔ 釧路ＡＣ 1 3648 森　まとい(S4) ﾓﾘ ﾏﾄｲ 知床AC

2 3912 川村　花代(S6) ｶﾜﾑﾗ ｶﾖ 厚岸RC 2 3558 横田　絢音(S5) ﾖｺﾀ ｱﾔﾈ 別海陸少

3 3577 前田　柚葉(S6) ﾏｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 別海陸少 3 3548 影山　大瀬(S4) ｶｹﾞﾔﾏ ｵｵｾ 美幌RC

4 3664 福井　こよみ(S6) ﾌｸｲ ｺﾖﾐ 美幌RC 4 3875 西田　わこ(S6) ﾆｼﾀﾞ ﾜｺ 厚岸RC

5 3959 石川　知優(S6) ｲｼｶﾜ ﾁﾕ 美幌RC 5 3694 相馬　羽夏(S6) ｿｳﾏ ﾊﾅ オホーツクキッズ

6 3976 田中　杏心(S5) ﾀﾅｶ ｱｺ 美幌RC 6 3699 佐々木　六花(S4) ｻｻｷ ﾘｯｶ 鶴居ＡＣ

7 3501 澤田　芽依(S5) ｻﾜﾀﾞ ﾒｲ 知床AC 7 3522 鎌田　杏優(S4) ｶﾏﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 釧路JRC

8 3972 小田島　璃奈(S6) ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾘﾅ 釧路JRC 8 3891 武藤　笑瑚(S5) ﾑﾄｳ ﾆｺ 釧路JRC

① ①

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 3890 吉岡　奏乃(S5) ﾖｼｵｶ ｿﾉ 釧路JRC 1 3913 前畑　ななせ(S5) ﾏｴﾊﾀ ﾅﾅｾ 厚岸RC

2 3742 中島　里彩(S5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｻ 釧路ＡＣ 2 3980 髙橋　楓愛(S4) ﾀｶﾊｼ ﾌｳｱ 別海陸少

3 3733 山口　珠依(S6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｲ 美幌RC 3 3727 可児　梨緒音(S6) ｶﾆ ﾘｵﾈ 知床AC

4 3595 金子　心(S4) ｶﾈｺ ｺｺﾛ 釧路JRC 4 3749 岸田　葵依(S6) ｷｼﾀﾞ ｱｵｲ 釧路JRC

5 3696 竹内　璃胡(S5) ﾀｹｳﾁ ﾘｺ 厚岸RC 5 3977 川崎　樹乃(S4) ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾉ 美幌RC

6 3523 藤島　咲菜(S4) ﾌｼﾞｼﾏ ｻｷﾅ 釧路JRC 6 3636 福井　希依(S6) ﾌｸｲ ﾉｲ 厚岸RC

7 3596 荒木　秋希音(S4) ｱﾗｷ ﾄｷﾈ 釧路JRC 7 3580 朝井　冴郁(S4) ｱｻｲ ｻｱﾔ 白糠陸少

8 3613 笹田　虹心(S5) ｻｻﾀﾞ ﾆｺ 美幌RC 8 3524 磯貝　謡(S3) ｲｿｶﾞｲ ｳﾀｲ 釧路JRC

① ①

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 3740 松田　陽莉(S3) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾏﾘ 美幌RC 1 3512 伊東　美咲(S5) ｲﾄｳ ﾐｻｷ 釧路JRC

2 3735 石川　知奈(S4) ｲｼｶﾜ ﾁﾅ 美幌RC 2 3612 吉木　珈惠(S6) ﾖｼｷ ｶｴ 美幌RC

3 3892 辺見　優果(S5) ﾍﾝﾐ ﾕｳｶ 釧路JRC 3 3734 尾中　こころ(S4) ｵﾅｶ ｺｺﾛ 美幌RC

4 3559 今井　ちほ(S5) ｲﾏｲ ﾁﾎ 別海陸少 4 3521 近藤　優奈(S4) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 釧路JRC

5 3529 竹原　愛琉(S6) ﾀｹﾊﾗ ｱｲﾙ 釧路JRC 5 3614 佐藤　潤亜(S4) ｻﾄｳ ｳﾙｱ 美幌RC

6 3642 増田　咲空(S3) ﾏｽﾀﾞ ｻｸｱ 鶴居ＡＣ 6 3615 上山　璃乃(S4) ｶﾐﾔﾏ ﾘﾉ 美幌RC

7 3637 太田　有優(S6) ｵｵﾀ ﾕｽﾞﾕ 厚岸RC 7 3728 一戸　ななみ(S6) ｲﾁﾉﾍ ﾅﾅﾐ 厚岸RC

8 3889 吉田　璃央(S5) ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ 釧路JRC 8 3655 及川　　叶(S6) ｵｲｶﾜ　ｶﾅｲ 鶴居ＡＣ

① ①

9組 10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

2 3649 永江　優愛(S4) ﾅｶﾞｴ ﾕｳｱ 知床AC 2 3651 菅原　育心(S5) ｽｶﾞﾜﾗ ｲｸﾐ 鶴居ＡＣ
3 3737 鈴木　愛梨(S3) ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 美幌RC 3 3564 岩間　凛音(S4) ｲﾜﾏ ﾘｵ 別海陸少
4 3657 吉成　瑠優花(S3) ﾖｼﾅﾘ ﾙｳｶ 釧路JRC 4 3638 外崎　莉桜(S5) ｿﾄｻﾞｷ ﾘｵ 厚岸RC
5 3738 田中　梨心(S3) ﾀﾅｶ ﾘｺ 美幌RC 5 3647 及川　希(S4) ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 鶴居ＡＣ
6 3616 田中　雪芽(S4) ﾀﾅｶ ﾕｷﾒ 美幌RC 6 3563 疋田　紗羅(S4) ﾋｷﾀ ｻﾗ 釧路ＡＣ
7 3620 海老根心奈(3) ｴﾋﾞﾈ ｺｺﾅ 釧路阿寒湖義務 7 3583 西口　寧桜(S5) ﾆｼｸﾞﾁ ﾈｵ 厚岸RC
8 3739 吉田　香穂(S3) ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ 美幌RC 8 3654 山吉　華瑠(S5) ﾔﾏﾖｼ ﾊﾙ 厚岸RC

① ①
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小学女子100m
4月29日 12:05 決　勝

11組 12組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 3644 関口　想(S3) ｾｷｸﾞﾁ ｿｳ 釧路JRC 2 3656 辺見　咲菜(S3) ﾍﾝﾐ ｻｷﾅ 釧路JRC
3 3621 堀口　紗良(S3) ﾎﾘｸﾞﾁ ｻﾗ 鶴居ＡＣ 3 3617 影山　千莉(S2) ｶｹﾞﾔﾏ ｾﾝﾘ 美幌RC
4 3622 川口　真結(S3) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾕ 別海陸少 4 3736 佐藤　瑠依(S3) ｻﾄｳ ﾙｲ 美幌RC
5 3624 藤原　紗英(S3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｴ 別海陸少 5 3619 坂本　梨花(S3) ｻｶﾓﾄ ﾘｯｶ 釧路JRC
6 3625 松本　佳奈(S3) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 別海陸少 6 3526 嵐　虹子(S2) ｱﾗｼ ﾆｼﾞｺ 釧路JRC
7 3626 横田　結香(S3) ﾖｺﾀ ﾕｳｶ 別海陸少 7 3659 太田　実来(S3) ｵｵﾀ ﾐﾗｲ 厚岸RC
8 3646 内田　晴(S3) ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙ 白糠陸少 8 3658 廣橋　咲良(S3) ﾋﾛﾊｼ ｻｸﾗ 白糠陸少

① ①

13組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 3712 小川　瑠夏(S1) ｵｶﾞﾜ ﾙﾅ 鶴居ＡＣ 6 3527 戸田　百南(S2) ﾄﾀﾞ ﾓﾅﾐ 釧路JRC
3 3618 高橋　理帆(S2) ﾀｶﾊｼ ﾘﾎ 美幌RC 7 3565 原田　咲和(S2) ﾊﾗﾀﾞ ｻﾜ 釧路ＡＣ
4 3713 有馬　凪咲(S1) ｱﾘﾏ ﾅｷﾞｻ 幕別陸少 8 3525 山根　愛莉(S2) ﾔﾏﾈ ｱｲﾘ 釧路JRC
5 3711 梅津　いのり(S1) ｳﾒﾂ ｲﾉﾘ 鶴居ＡＣ

①

共通男子100m
4月29日 12:40 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 747 戸島　天晴(3) ﾄｼﾏ ﾃﾝｾｲ 釧路明輝高 1 437 堀内　皇世(2) ﾎﾘｳﾁ ｺｳｾｲ 武修館高
2 884 木村　鴻介(2) ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 釧路湖陵高 2 417 菊地　珀亜(1) ｷｸﾁ ﾊｸｱ 武修館高
3 5 金子　航太 ｶﾈｺ ｺｳﾀ オホーツクAC 3 389 佐藤　羽玖斗(2) ｻﾄｳ ﾊｸﾄ 根室高
4 611 石崎　琉輝(3) ｲｼｻﾞｷ ﾘｭｳｷ 標茶高 4 4042 川口　宥 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳ 釧路地方陸協

5 429 佐藤　想海(3) ｻﾄｳ ﾓｶ 武修館高 5 8 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ オホーツクAC

6 607 長谷　歩夢(3) ﾊｾ ｱﾕﾑ 標茶高 6 391 小島　大和(3) ｺｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ 根室高
7 428 佐藤　星空(3) ｻﾄｳ ｾｲｱ 武修館高 7 868 星　伶音(1) ﾎｼ ﾚｵﾝ 釧路江南高
8 7 釜澤　拓也 ｶﾏｻﾞﾜ ﾀｸﾔ オホーツクAC 8 515 佐藤　勇晴(3) ｻﾄｳ ｲｯｾｲ 釧路北陽高

① ①

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 860 北島　昂起(3) ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 釧路江南高 1 1041 保坂　拓人(3) ﾎｻｶ ﾀｸﾄ 附属釧路義務

2 430 渡辺　聖也(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 武修館高 2 507 飛澤　和幸(3) ﾄﾋﾞｻﾜ ｶｽﾞﾕｷ 帯広南商業高

3 398 吉田　稜(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 根室高 3 1 坂本　惟吹(4) ｻｶﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 釧教大
4 867 別井　一翔(2) ﾍﾞﾂｲ ｶｽﾞﾄ 釧路江南高 4 491 上藤　海登(2) ｱｹﾞﾌｼﾞ ｶｲﾄ 釧路工業高
5 866 菊地　良聖(2) ｷｸﾁ ﾘｮｳｾｲ 釧路江南高 5 275 関川　真斗(3) ｾｷｶﾜ ﾏﾅﾄ 標津高
6 484 木村　龍之介(3) ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 釧路工業高 6 416 遠藤　陽翔(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 武修館高
7 1760 髙橋　翔真(3) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ 根室光洋中 7 526 古野　心輝(2) ﾌﾙﾉ ｼｷ 釧路北陽高
8 493 福居　奎人(2) ﾌｸｲ ｹｲﾄ 釧路工業高 8 482 鈴木　拓馬(3) ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 釧路工業高

① ①

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 259 松田　優飛(J3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾋ オホーツクAC 1 885 浅野　泰輝(3) ｱｻﾉ ﾀｲｷ 釧路湖陵高
2 1624 坂下　晴樹(1) ｻｶｼﾀ ﾊﾙｷ 標茶高 2 1493 齊藤　蒼空(3) ｻｲﾄｳ ｿﾗ 釧路青陵中
3 483 蝦名　龍信(3) ｴﾋﾞﾅ ﾘｭｳｼﾝ 釧路工業高 3 891 船木　優汰(3) ﾌﾅｷ ﾕｳﾀ 釧路湖陵高
4 1626 伊藤　嶺汰(3) ｲﾄｳ ﾚｲﾀ 釧路鳥取中 4 744 前田　良(1) ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ 釧路明輝高
5 434 金打　輝来(2) ｶﾈｳﾁ ｷﾗ 武修館高 5 1135 竹田　雄翔(3) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 釧路富原中
6 10 今井　涼介(3) ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ 釧教大 6 864 三上　晃弥(2) ﾐｶﾐ ｺｳﾔ 釧路江南高
7 871 新　蓮太郎(3) ｼﾝ ﾚﾝﾀﾛｳ 釧路湖陵高 7 1067 迎　悠人(3) ﾑｶｲ ﾕｳﾄ 釧路共栄中
8 518 布川　央真(3) ﾇﾉｶﾜ ｵｳﾏ 釧路北陽高 8 102 後藤　大輔(3) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 美幌北中

① ①
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共通男子100m
4月29日 12:40 決　勝

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 481 尾崎　太陽(3) ｵｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 釧路工業高 1 1065 岡島　大樹(3) ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｷ 釧路共栄中
2 1554 廣橋　謙吾(3) ﾋﾛﾊｼ ｹﾝｺﾞ 白糠中 2 321 伊井　大河(3) ｲｲ ﾀｲｶﾞ 別海高
3 1672 河越　一颯(3) ｶﾜｺﾞｴ ｲﾌﾞｷ 釧路鳥取中 3 432 奥谷　ハル(2) ｵｸﾔ ﾊﾙ 武修館高
4 1604 上村　優心(3) ｳｴﾑﾗ ﾕｳｼ 釧路鳥取西中 4 1617 酒井　飛良(3) ｻｶｲ ﾄﾗ 釧路鳥取西中

5 1160 佐伯　幸伸(2) ｻｴｷ ﾕｷﾉﾌﾞ 釧路美原中 5 1161 渡邉　悠聖(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｾｲ 釧路美原中
6 1040 塚原　拓心(3) ﾂｶﾊﾗ ﾀｸﾐ 附属釧路義務 6 1496 杉野　渉(2) ｽｷﾞﾉ ﾜﾀﾙ 釧路青陵中
7 1139 島竹　逢生(3) ｼﾏﾀｹ ｱｲｷ 釧路富原中 7 419 宮崎　駿(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝ 武修館高
8 1605 大槻　祐介(3) ｵｵﾂｷ ﾕｳｽｹ 釧路鳥取西中 8 418 田代　真柊(1) ﾀｼﾛ ﾏｻﾄ 武修館高

① ①

9組 10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 1537 西口　侑良(2) ﾆｼｸﾞﾁ ﾕﾗ 厚岸真龍中 1 1312 千葉　蒼生(2) ﾁﾊﾞ ｱｵｲ 釧路春採中
2 1101 緒方　　暁也(2) ｵｶﾞﾀ  ﾄｼﾔ 釧路景雲中 2 1287 尾屋　光翼(3) ｵﾔ  ｺｳｽｹ 釧路大楽毛中

3 1638 青木　嘉月(3) ｱｵｷ ｶﾂﾞｷ 釧路鳥取中 3 1492 菊池　軌心(3) ｷｸﾁ ｷｼﾝ 釧路青陵中
4 1158 伊藤　隆晴(3) ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 釧路美原中 4 1103 髙島　　琉斗(2) ﾀｶｼﾏ  ﾘｭｳﾄ 釧路景雲中
5 382 石田　晴大(J2) ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾀ オホーツクAC 5 1491 明日実　宗一(3) ｱｽﾐ ｿｳｲﾁ 釧路青陵中
6 1039 熊谷　陸人(3) ｸﾏｶﾞｲ ﾘｸﾄ 附属釧路義務 6 1072 笹川　歩夢(3) ｻｻｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 釧路共栄中
7 1464 落合　瞬(3) ｵﾁｱｲ ｼｭﾝ 浜中茶内中 7 388 井田　悠仁(J2) ｲﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾝ オホーツクAC

8 492 蝦名　虎之助(2) ｴﾋﾞﾅ ﾄﾗﾉｽｹ 釧路工業高 8 883 石井　佑岳(2) ｲｼｲ ﾕﾀｶ 釧路湖陵高

① ①

11組 12組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 1622 本間　歩夢(2) ﾎﾝﾏ ｱﾕﾑ 釧路鳥取中 1 1253 菅井　琉唯(2) ｽｶﾞｲ ﾙｲ 標津中
2 1641 梅本　陽(2) ｳﾒﾓﾄ ﾖｳ 中標津広陵中 2 472 岩本　嵩成(1) ｲﾜﾓﾄ ｺｳｾｲ 釧路工業高
3 1257 佐藤　猛(3) ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 標津中 3 1828 北島　維人(3) ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲﾄ 別海野付中
4 260 中崎　楽久(J2) ﾅｶｻﾞｷ ｶﾞｸ オホーツクAC 4 1553 髙坂　洸史(3) ﾀｶｻｶ ﾋﾛﾌﾐ 白糠中
5 1102 佐藤　　柊也(2) ｻﾄｳ  ｼｭｳﾔ 釧路景雲中 5 1273 岡　拓哉(2) ｵｶ  ﾀｸﾔ 釧路大楽毛中

6 1071 木明　詩臣(3) ｷｱｹ ｼｵﾝ 釧路共栄中 6 1287 地舘　匠翔(3) ﾁﾀﾞﾃ ﾀｸﾄ 釧路大楽毛中

7 1070 下川　昊汰(3) ｼﾓｶﾜ ｺｳﾀ 釧路共栄中 7 473 小川　太一(1) ｵｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 釧路工業高
8 1188 岡　拓磨(3) ｵｶ ﾀｸﾏ 釧路阿寒中 8 1606 小野　壮琉(3) ｵﾉ ﾀｹﾙ 釧路鳥取西中

① ①

13組 14組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 1073 武藤　汰音(3) ﾑﾄｳ ﾀｵ 釧路共栄中 1 1360 及川　秀夫(2) ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 釧路北中
2 4 山室　泰雅 ﾔﾏﾑﾛ ﾀｲｶﾞ キープオンランニング 2 1310 鹿能　楓大(2) ｶﾉｳ ﾌｳﾀ 釧路春採中
3 1432 佐藤　嘉人(2) ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 鶴居中 3 1603 木幡　隼也(3) ｺﾊﾀ ｼｭﾝﾔ 釧路鳥取西中

4 1469 堀内　敬心(2) ﾎﾘｳﾁ ｹｲｼﾝ 浜中茶内中 4 1837 上山　碧来(2) ｶﾐﾔﾏ ｿﾗ 釧路鳥取西中

5 1305 西田　共希(3) ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 釧路春採中 5 1045 能勢　隼(2) ﾉｾ ﾊﾔﾄ 附属釧路義務

6 1535 小寺　翔太(2) ｺﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 厚岸真龍中 6 1104 横山　　瑠己(2) ﾖｺﾔﾏ  ﾙｲ 釧路景雲中
7 1131 伊藤　恵介(2) ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 釧路富原中 7 1611 奥山　漣太郎(2) ｵｸﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 釧路鳥取西中

8 383 荒井　健翔(1) ｱﾗｲ ｹﾝﾄ 根室高 8 1437 藤原　拓也(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ 鶴居中

① ①

15組 16組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 1629 加茂　永基(2) ｶﾓ ｴｲｷ 釧路鳥取中 2 1 小畠　正宗(J1) ｵﾊﾞﾀ ﾏｻﾑﾈ オホーツクAC

3 1121 大南　颯祐(1) ｵｵﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ 釧路富原中 3 1357 遠藤　優陽(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾋ 釧路北中
4 1618 須藤　壱紀(3) ｽﾄﾞｳ ｲｯｷ 釧路鳥取西中 4 1495 張江　敢介(3) ﾊﾘｴ ｶﾝｽｹ 釧路青陵中
5 1816 阿部　光希(3) ｱﾍﾞ ｺｳｷ 標茶虹別中 5 1585 小原　紀人(2) ｵﾊﾞﾗ ﾉﾘﾋﾄ 別海西春別中

6 1447 山本　瑞稀(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 別海上西春別中 6 1386 阿部　煌永(3) ｱﾍﾞ ｺｳｴ 別海上春別中

7 1036 三木　知優(2) ﾐｷ ﾁﾋﾛ 附属釧路義務 7 1831 高木　颯大(2) ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 別海野付中
8 1494 篠原　遙斗(3) ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾄ 釧路青陵中 8 1602 倉谷　京侍(3) ｸﾗﾔ ｹｲｼﾞ 釧路鳥取西中

① ①
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共通男子100m
4月29日 12:40 決　勝

17組 18組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 1581 富田　僚介(3) ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｽｹ 別海西春別中 2 1007 塚田　秀太(3) ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳﾀ 釧路幣舞中
3 1498 不藤　蓮(2) ﾌﾄﾞｳ ﾚﾝ 釧路青陵中 3 1536 高橋　千嘉(2) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖｼ 厚岸真龍中
4 1167 吉田　大翔(1) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 釧路美原中 4 1271 阿部　海星(2) ｱﾍﾞ ｶｲﾗ 釧路大楽毛中

5 1434 東　皇希(1) ｱｽﾞﾏ ｺｳｷ 鶴居中 5 1031 木村　駿介(2) ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 附属釧路義務

6 1012 藤井　敬準(2) ﾌｼﾞｲ ｹｲｼｭﾝ 釧路幣舞中 6 1017 近藤　拓穂(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾎ 釧路幣舞中
7 1124 岩崎　佑希(1) ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ 釧路富原中 7 1613 鈴木　孔明(2) ｽｽﾞｷ ｺｳﾒｲ 釧路鳥取西中

8 1466 加藤　碧莞(2) ｶﾄｳ ｱｵｲ 浜中茶内中 8 1123 中塚　龍星(1) ﾅｶﾂｶ ﾘｭｳｾｲ 釧路富原中

① ①

19組 20組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 1138 今　一柊(3) ｺﾝ ｲｯｼｭｳ 釧路富原中 2 1018 遠藤　聖(1) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 釧路幣舞中
3 1381 小西　一哉(3) ｺﾆｼ ｶｽﾞﾔ 別海上春別中 3 1132 長谷川　頼人(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾖﾘﾄ 釧路富原中
4 1615 川本　創也(2) ｶﾜﾓﾄ ｿｳﾔ 釧路鳥取西中 4 1387 加藤　蒼一朗(3) ｶﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 別海上春別中

5 1275 松館　空雅(2) ﾏﾂﾀﾞﾃ ｸｳｶﾞ 釧路大楽毛中 5 1820 小端　響己(2) ｺﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 標茶虹別中
6 1311 小野　泰駕(2) ｵﾉ ﾀｲｶﾞ 釧路春採中 6 1013 鈴木　翔帝(2) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾄ 釧路幣舞中
7 1015 上坂　祐夢(1) ｺｳｻｶ ﾕｳﾄ 釧路幣舞中 7 1620 佐藤　駿(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝ 釧路鳥取西中

8 1821 本田　蒼士(1) ﾎﾝﾀﾞ ｿｳｼ 標茶虹別中 8 1277 日野　渓太(2) ﾋﾉ ｹｲﾀ 釧路大楽毛中

① ①

21組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 1010 保科　巧(3) ﾎｼﾅ ﾀｸﾐ 釧路幣舞中 7 1819 三浦　佑太(3) ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 標茶虹別中
3 1361 増田　睦叶(2) ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ 釧路北中 8 1443 佐藤　将太(1) ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 別海上西春別中

4 1014 北村　公汰(1) ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 釧路幣舞中
5 1163 深見　悠翔(1) ﾌｶﾐ ﾕｳﾄ 釧路美原中 ①

6 1614 鈴木　翔大(2) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ 釧路鳥取西中

共通女子100m
4月29日 13:30 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 741 小野寺　鈴華(3) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾝｶ 釧路明輝高 1 2065 小林　碧羽(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵﾊﾞ 釧路共栄中
2 427 菊池　妃菜希(3) ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ 武修館高 2 2432 志村　萌絵(2) ｼﾑﾗ ﾓｴ 鶴居中
3 2365 春名　凜子(3) ﾊﾙﾅ ﾘﾝｺ 釧路北中 3 2038 戸田　百音(3) ﾄﾀﾞ ﾓﾓﾈ 附属釧路義務

4 429 中塚　和花(3) ﾅｶﾂｶ ﾉﾄﾞｶ 武修館高 4 3580 大内　埜瑚(J1) ｵｵｳﾁ ﾉｺ 美幌RC
5 430 馬場　歩果(3) ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ 武修館高 5 2363 佐久間　衣月(3) ｻｸﾏ ｲﾂｷ 釧路北中
6 2360 嵯峨　千寛(3) ｻｶﾞ ﾁﾋﾛ 釧路北中 6 514 山崎　愛歌(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｶ 釧路北陽高
7 428 鈴木　さくら(3) ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 武修館高 7 161 福井　花歩(J2) ﾌｸｲ ｶﾎ オホーツクAC

8 511 水野　琳(3) ﾐｽﾞﾉ ﾘﾝ 釧路北陽高 8 523 鈴木　彩芭(2) ｽｽﾞｷ ｲﾛﾊ 釧路北陽高

① ①

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 77 廣田　彩華(2) ﾋﾛﾀ ｱﾔｶ 美幌北中 1 2063 渡部　桜音(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵﾄ 釧路共栄中
2 757 渡部　結羽(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 釧路明輝高 2 2311 森　千晶(2) ﾓﾘ ﾁｱｷ 釧路春採中
3 417 柿崎　海華(1) ｶｷｻﾞｷ ﾐﾐｶ 武修館高 3 2495 金子　真桜(3) ｶﾈｺ ﾏｵ 釧路青陵中
4 525 高橋　和花(2) ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ 釧路北陽高 4 2131 工藤　咲來(1) ｸﾄﾞｳ ｻｸﾗ 釧路富原中
5 2496 白神　好未鈴(3) ｼﾗｶﾐ ｽﾐﾚ 釧路青陵中 5 2533 原田　玲乃(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾉ 厚岸真龍中
6 524 鈴木　眞琴(2) ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 釧路北陽高 6 2591 西内　実優(2) ﾆｼｳﾁ ﾐﾕｳ 釧路鳥取西中

7 2184 山崎　結夢(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒ 釧路阿寒中 7 2531 上田　真温(2) ｳｴﾀﾞ ﾏｵ 厚岸真龍中
8 2108 和田　　歩花(3) ﾜﾀﾞ  ﾎﾉｶ 釧路景雲中 8 2640 長谷川　ひな(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾅ 釧路鳥取中

① ①

- 5 -



共通女子100m
4月29日 13:30 決　勝

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 2113 塩田　　有栞(2) ｼｵﾀﾞ  ｱﾘｶ 釧路景雲中 1 2097 鈴木　ありさ(3) ｽｽﾞｷ  ｱﾘｻ 釧路景雲中
2 2121 神田　琉音(3) ｶﾝﾀﾞ ﾙｲ 釧路富原中 2 2221 上田　侑奈(3) ｳｴﾀﾞ ﾕﾅ 標茶中
3 2099 辻　　和々花(3) ﾂｼﾞ  ﾉﾉｶ 釧路景雲中 3 2362 井上　悠里(3) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾘ 釧路北中
4 2102 速水　　瑚春(3) ﾊﾔﾐ  ｺﾊﾙ 釧路景雲中 4 2310 平山　怜(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾚｲ 釧路春採中
5 2829 北島　凛音(2) ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｵ 別海野付中 5 2110 佐久間　　美羽(2) ｻｸﾏ  ﾐｳ 釧路景雲中
6 2494 浅利　るな(3) ｱｻﾘ ﾙﾅ 釧路青陵中 6 2122 関　美結(3) ｾｷ ﾐﾕ 釧路富原中
7 2123 平尾　こゆき(3) ﾋﾗｵ ｺﾕｷ 釧路富原中 7 2066 中村　茉稟(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘﾝ 釧路共栄中
8 2674 宮崎　真悠(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕ 釧路鳥取中 8 2635 奥谷　玲菜(3) ｵｸﾔ ﾚﾅ 釧路鳥取中

① ①

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 2498 野村　奈南(2) ﾉﾑﾗ ﾅﾅ 釧路青陵中 2 2676 村岡　李音(2) ﾑﾗｵｶ ﾘﾉﾝ 釧路鳥取中
3 2100 鳥谷部　梓永(3) ﾄﾘﾔﾍﾞ  ｼｴ 釧路景雲中 3 2622 平　彩飛(2) ﾀｲﾗ ｱｻﾋ 釧路鳥取中
4 2064 嵐　伊紗那(2) ｱﾗｼ ｲｻﾅ 釧路共栄中 4 2132 白崎　瑞奈(1) ｼﾗｻｷ ﾐｲﾅ 釧路富原中
5 2 林田　枝美里(2) ﾊﾔｼﾀﾞ ｴﾐﾘ 釧教大 5 2111 佐々木　　蒼羅(2) ｻｻｷ  ｿﾗ 釧路景雲中
6 2126 神田　朱凜(2) ｶﾝﾀﾞ ｼｭﾘ 釧路富原中 6 2463 目黒　あのん(3) ﾒｸﾞﾛ ｱﾉﾝ 浜中茶内中
7 2541 前畑　さくら(1) ﾏｴﾊﾀ ｻｸﾗ 厚岸真龍中 7 2623 竹田　彩伽(2) ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ 釧路鳥取中
8 2497 赤川　莉央奈(2) ｱｶｶﾞﾜ ﾘｵﾅ 釧路青陵中 8 2115 棚山　　莉子(2) ﾀﾅﾔﾏ  ﾘｺ 釧路景雲中

① ①

9組 10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 2354 松井　玲菜(1) ﾏﾂｲ ﾚﾅ 釧路北中 2 2532 桑田　羽琉(2) ｸﾜﾀ ｳﾙ 厚岸真龍中
3 2109 遠藤　　美音(2) ｴﾝﾄﾞｳ  ﾐｵﾝ 釧路景雲中 3 2675 川中　友結(2) ｶﾜﾅｶ ﾕｳ 釧路鳥取中
4 2352 山根　愛結(1) ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ 釧路北中 4 384 佐藤　美菜(3) ｻﾄｳ ﾐﾅ 根室高
5 2133 榊　かのあ(1) ｻｶｷ ｶﾉｱ 釧路富原中 5 2359 青木　このみ(3) ｱｵｷ ｺﾉﾐ 釧路北中
6 2241 井口　芽維(3) ｲｸﾞﾁ ﾒｲ 標津中 6 2157 山吉　由夏(3) ﾔﾏﾖｼ ﾕﾅ 釧路美原中
7 2159 野村　月妃菜(3) ﾉﾑﾗ ﾂｷﾅ 釧路美原中 7 2594 村山　未玖(2) ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ 釧路鳥取西中

8 2124 千葉　愛音(3) ﾁﾊﾞ ﾒｲ 釧路富原中 8 2673 千廣　里桜(2) ﾁﾋﾛ ﾘｵ 釧路鳥取中

① ①

11組 12組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 2164 山吉　未悠(1) ﾔﾏﾖｼ ﾐﾕｳ 釧路美原中 2 2818 笛木　桜和(1) ﾌｴｷ ｻﾅ 標茶虹別中
3 2118 平山　　心咲(2) ﾋﾗﾔﾏ  ﾐｻｷ 釧路景雲中 3 2737 佐藤　文音(3) ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 歯舞学園
4 2162 伊藤　夏菜(1) ｲﾄｳ ﾅﾅ 釧路美原中 4 1 相馬　夏好(1) ｿｳﾏ ｶｺ 北見藤高
5 2631 佐藤　李琉羽(3) ｻﾄｳ ﾘﾙﾊ 釧路鳥取中 5 2381 粟野　羚依(3) ｱﾜﾉ ﾚｲ 別海上春別中

6 2581 櫻井　彩花(2) ｻｸﾗｲ ｱﾔｶ 別海西春別中 6 2163 宮﨑　凛(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾝ 釧路美原中
7 2633 大村　瞳衣(3) ｵｵﾑﾗ ﾒｲ 釧路鳥取中 7 2134 竹田　ことみ(1) ﾀｹﾀﾞ ｺﾄﾐ 釧路富原中
8 2161 飯澤　萌衣(1) ｲｲｻﾞﾜ ﾓｴ 釧路美原中 8 2817 菊地　凛(1) ｷｸﾁ ﾘﾝ 標茶虹別中

① ①

13組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 2351 岩渕　佳鈴(1) ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾘﾝ 釧路北中 7 2816 髙橋　愛華(1) ﾀｶﾊｼ ｱｲｶ 標茶虹別中
3 2019 波平　莉子(2) ﾅﾐﾋﾗ ﾘｺ 釧路幣舞中 8 2583 町屋　友音(2) ﾏﾁﾔ ﾕﾉ 別海西春別中

4 2738 中陳　杏梨(2) ﾅｶｼﾞﾝ ｱﾝﾘ 歯舞学園
5 2020 佐藤　そな(1) ｻﾄｳ ｿﾅ 釧路幣舞中 ①

6 2353 土屋　心緒(1) ﾂﾁﾔ ｼｵﾝ 釧路北中

- 6 -



共通男子200m
4月29日 09:00 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 515 佐藤　勇晴(3) ｻﾄｳ ｲｯｾｲ 釧路北陽高 1 859 長谷川　智広(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄﾋﾛ 釧路江南高

2 518 布川　央真(3) ﾇﾉｶﾜ ｵｳﾏ 釧路北陽高 2 432 奥谷　ハル(2) ｵｸﾔ ﾊﾙ 武修館高

3 384 古館　亮汰(3) ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀ 根室高 3 868 星　伶音(1) ﾎｼ ﾚｵﾝ 釧路江南高

4 428 佐藤　星空(3) ｻﾄｳ ｾｲｱ 武修館高 4 275 関川　真斗(3) ｾｷｶﾜ ﾏﾅﾄ 標津高

5 611 石崎　琉輝(3) ｲｼｻﾞｷ ﾘｭｳｷ 標茶高 5 867 別井　一翔(2) ﾍﾞﾂｲ ｶｽﾞﾄ 釧路江南高

6 747 戸島　天晴(3) ﾄｼﾏ ﾃﾝｾｲ 釧路明輝高 6 391 小島　大和(3) ｺｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ 根室高

7 607 長谷　歩夢(3) ﾊｾ ｱﾕﾑ 標茶高 7 866 菊地　良聖(2) ｷｸﾁ ﾘｮｳｾｲ 釧路江南高

8 429 佐藤　想海(3) ｻﾄｳ ﾓｶ 武修館高 8 398 吉田　稜(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 根室高

① ①

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 1139 島竹　逢生(3) ｼﾏﾀｹ ｱｲｷ 釧路富原中 1 1161 渡邉　悠聖(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｾｲ 釧路美原中

2 1135 竹田　雄翔(3) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 釧路富原中 2 492 蝦名　虎之助(2) ｴﾋﾞﾅ ﾄﾗﾉｽｹ 釧路工業高

3 484 木村　龍之介(3) ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 釧路工業高 3 1493 齊藤　蒼空(3) ｻｲﾄｳ ｿﾗ 釧路青陵中

4 526 古野　心輝(2) ﾌﾙﾉ ｼｷ 釧路北陽高 4 1159 日野　来飛(3) ﾋﾉ ﾗｲﾄ 釧路美原中

5 1624 坂下　晴樹(1) ｻｶｼﾀ ﾊﾙｷ 標茶高 5 524 佐藤　優羽(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾊ 釧路北陽高

6 437 堀内　皇世(2) ﾎﾘｳﾁ ｺｳｾｲ 武修館高 6 481 尾崎　太陽(3) ｵｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 釧路工業高

7 1626 伊藤　嶺汰(3) ｲﾄｳ ﾚｲﾀ 釧路鳥取中 7 1103 髙島　　琉斗(2) ﾀｶｼﾏ  ﾘｭｳﾄ 釧路景雲中

8 491 上藤　海登(2) ｱｹﾞﾌｼﾞ ｶｲﾄ 釧路工業高 8 1160 佐伯　幸伸(2) ｻｴｷ ﾕｷﾉﾌﾞ 釧路美原中

① ①

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 1102 佐藤　　柊也(2) ｻﾄｳ  ｼｭｳﾔ 釧路景雲中 2 1305 西田　共希(3) ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 釧路春採中

2 1641 梅本　陽(2) ｳﾒﾓﾄ ﾖｳ 中標津広陵中 3 1606 小野　壮琉(3) ｵﾉ ﾀｹﾙ 釧路鳥取西中

3 1605 大槻　祐介(3) ｵｵﾂｷ ﾕｳｽｹ 釧路鳥取西中 4 1287 地舘　匠翔(3) ﾁﾀﾞﾃ ﾀｸﾄ 釧路大楽毛中

4 495 久保　将春(2) ｸﾎﾞ ﾏｻﾊﾙ 釧路工業高 5 1622 本間　歩夢(2) ﾎﾝﾏ ｱﾕﾑ 釧路鳥取中

5 321 伊井　大河(3) ｲｲ ﾀｲｶﾞ 別海高 6 1816 阿部　光希(3) ｱﾍﾞ ｺｳｷ 標茶虹別中

6 1496 杉野　渉(2) ｽｷﾞﾉ ﾜﾀﾙ 釧路青陵中 7 1357 遠藤　優陽(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾋ 釧路北中

7 1131 伊藤　恵介(2) ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 釧路富原中 8 1629 加茂　永基(2) ｶﾓ ｴｲｷ 釧路鳥取中

8 1273 岡　拓哉(2) ｵｶ  ﾀｸﾔ 釧路大楽毛中

① ①

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

2 1132 長谷川　頼人(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾖﾘﾄ 釧路富原中 2 1016 杉谷　一咲(1) ｽｷﾞﾔ ｲｯｾｲ 釧路幣舞中

3 1104 横山　　瑠己(2) ﾖｺﾔﾏ  ﾙｲ 釧路景雲中 3 1361 増田　睦叶(2) ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ 釧路北中

4 1271 阿部　海星(2) ｱﾍﾞ ｶｲﾗ 釧路大楽毛中 4 1100 色木　　大翔(3) ｲﾛｷ  ﾀﾞｲﾄ 釧路景雲中

5 1386 阿部　煌永(3) ｱﾍﾞ ｺｳｴ 別海上春別中 5 1381 小西　一哉(3) ｺﾆｼ ｶｽﾞﾔ 別海上春別中

6 1585 小原　紀人(2) ｵﾊﾞﾗ ﾉﾘﾋﾄ 別海西春別中 6 462 中田　遥大(2) ﾅｶﾀ ﾊﾙﾄ 霧多布高

7 1536 高橋　千嘉(2) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖｼ 厚岸真龍中 7 389 佐藤　羽玖斗(2) ｻﾄｳ ﾊｸﾄ 根室高

8 1277 日野　渓太(2) ﾋﾉ ｹｲﾀ 釧路大楽毛中 8 1017 近藤　拓穂(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾎ 釧路幣舞中

① ①

9組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

2 1007 塚田　秀太(3) ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳﾀ 釧路幣舞中 7 1443 佐藤　将太(1) ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 別海上西春別中

3 1013 鈴木　翔帝(2) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾄ 釧路幣舞中 8 1820 小端　響己(2) ｺﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 標茶虹別中

4 1447 山本　瑞稀(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 別海上西春別中

5 1010 保科　巧(3) ﾎｼﾅ ﾀｸﾐ 釧路幣舞中 ①

6 383 荒井　健翔(1) ｱﾗｲ ｹﾝﾄ 根室高

- 7 -



共通女子200m
4月29日 09:20 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 514 山崎　愛歌(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｶ 釧路北陽高 1 2882 高橋　藍結(3) ﾀｶﾊｼ ｱﾕ 別海中央中
2 2363 佐久間　衣月(3) ｻｸﾏ ｲﾂｷ 釧路北中 2 2108 和田　　歩花(3) ﾜﾀﾞ  ﾎﾉｶ 釧路景雲中
3 429 中塚　和花(3) ﾅｶﾂｶ ﾉﾄﾞｶ 武修館高 3 525 高橋　和花(2) ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ 釧路北陽高
4 2365 春名　凜子(3) ﾊﾙﾅ ﾘﾝｺ 釧路北中 4 867 嵐　月乃(3) ｱﾗｼ ﾂｷﾉ 釧路江南高
5 428 鈴木　さくら(3) ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 武修館高 5 875 土屋　綾音(2) ﾂﾁﾔ ｱﾔﾈ 釧路湖陵高
6 427 菊池　妃菜希(3) ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ 武修館高 6 2065 小林　碧羽(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵﾊﾞ 釧路共栄中
7 2360 嵯峨　千寛(3) ｻｶﾞ ﾁﾋﾛ 釧路北中 7 878 稲葉　小絵(3) ｲﾅﾊﾞ ｻｴ 釧路湖陵高
8 521 藤井　聡弥(3) ﾌｼﾞｲ ｻﾄﾐ 釧路北陽高 8 868 鈴木　瞳月(3) ｽｽﾞｷ ｼﾂﾞｸ 釧路江南高

① ①

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 2111 佐々木　蒼羅(2) ｻｻｷ  ｿﾗ 釧路景雲中 2 2131 工藤　咲來(1) ｸﾄﾞｳ ｻｸﾗ 釧路富原中
3 2498 野村　奈南(2) ﾉﾑﾗ ﾅﾅ 釧路青陵中 3 2126 神田　朱凜(2) ｶﾝﾀﾞ ｼｭﾘ 釧路富原中
4 2100 鳥谷部　梓永(3) ﾄﾘﾔﾍﾞ  ｼｴ 釧路景雲中 4 384 佐藤　美菜(3) ｻﾄｳ ﾐﾅ 根室高
5 2121 神田　琉音(3) ｶﾝﾀﾞ ﾙｲ 釧路富原中 5 2122 関　美結(3) ｾｷ ﾐﾕ 釧路富原中
6 2829 北島　凛音(2) ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｵ 別海野付中 6 2873 横山　真乃(2) ﾖｺﾔﾏ ﾏﾉ 別海中央中
7 2640 長谷川　ひな(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾅ 釧路鳥取中 7 2124 千葉　愛音(3) ﾁﾊﾞ ﾒｲ 釧路富原中
8 2097 鈴木　ありさ(3) ｽｽﾞｷ  ｱﾘｻ 釧路景雲中 8 2157 山吉　由夏(3) ﾔﾏﾖｼ ﾕﾅ 釧路美原中

① ①

5組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 2134 竹田　ことみ(1) ﾀｹﾀﾞ ｺﾄﾐ 釧路富原中 7 2353 土屋　心緒(1) ﾂﾁﾔ ｼｵﾝ 釧路北中
3 2830 中野　星利(2) ﾅｶﾉ ｱｶﾘ 別海野付中 8 2133 榊　かのあ(1) ｻｶｷ ｶﾉｱ 釧路富原中
4 2633 大村　瞳衣(3) ｵｵﾑﾗ ﾒｲ 釧路鳥取中
5 2132 白崎　瑞奈(1) ｼﾗｻｷ ﾐｲﾅ 釧路富原中 ①

6 2019 波平　莉子(2) ﾅﾐﾋﾗ ﾘｺ 釧路幣舞中

共通男子400m
4月29日 10:40 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 899 足立　尚優(3) ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 釧路湖陵高 2 1007 酒井　陽悠(1) ｻｶｲ ﾋﾕｳ 標茶高
2 1672 河越　一颯(3) ｶﾜｺﾞｴ ｲﾌﾞｷ 釧路鳥取中 3 388 上田　晴斗(3) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 根室高
3 863 高橋　淳絆(2) ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｷ 釧路江南高 4 864 三上　晃弥(2) ﾐｶﾐ ｺｳﾔ 釧路江南高
4 743 酒井　俊貴(3) ｻｶｲ ｼｭﾝｷ 釧路明輝高 5 523 小田　優之心(2) ｵﾀﾞ ﾕｳﾉｼﾝ 釧路北陽高
5 865 佐藤　佑真(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 釧路江南高 6 1760 髙橋　翔真(3) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ 根室光洋中
6 8 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ オホーツクAC 7 483 蝦名　龍信(3) ｴﾋﾞﾅ ﾘｭｳｼﾝ 釧路工業高
7 418 田代　真柊(1) ﾀｼﾛ ﾏｻﾄ 武修館高 8 463 永谷　陸人(2) ﾅｶﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ 霧多布高
8 434 金打　輝来(2) ｶﾈｳﾁ ｷﾗ 武修館高

① ①

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 1638 青木　嘉月(3) ｱｵｷ ｶﾂﾞｷ 釧路鳥取中 2 1360 及川　秀夫(2) ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 釧路北中
3 1101 緒方　　暁也(2) ｵｶﾞﾀ  ﾄｼﾔ 釧路景雲中 3 1287 佐々木　瑛大(3) ｻｻｷ  ｴｲﾀ 釧路大楽毛中

4 1137 山崎　蒼太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 釧路富原中 4 1286 石戸谷　翔弥(3) ｲｼﾄﾔ ｼｮｳﾔ 釧路大楽毛中

5 1159 日野　来飛(3) ﾋﾉ ﾗｲﾄ 釧路美原中 5 1618 須藤　壱紀(3) ｽﾄﾞｳ ｲｯｷ 釧路鳥取西中

6 1276 草富　大月(3) ｸｻﾄﾐ  ﾀﾂｷ 釧路大楽毛中 6 1100 色木　　大翔(3) ｲﾛｷ  ﾀﾞｲﾄ 釧路景雲中
7 595 西山　獅音(2) ﾆｼﾔﾏ ﾘｵﾝ 標茶高 7 1602 倉谷　京侍(3) ｸﾗﾔ ｹｲｼﾞ 釧路鳥取西中

8 1290 西　暁太(3) ﾆｼ ｱｷﾄ 釧路大楽毛中 8 1167 吉田　大翔(1) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 釧路美原中

① ①
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共通男子400m
4月29日 10:40 決　勝

5組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 1121 大南　颯祐(1) ｵｵﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ 釧路富原中 7 1123 中塚　龍星(1) ﾅｶﾂｶ ﾘｭｳｾｲ 釧路富原中
3 1433 秋里　康平(2) ｱｷｻﾄ ｺｳﾍｲ 鶴居中 8 1383 小西　涼太郎(2) ｺﾆｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 別海上春別中

4 1613 鈴木　孔明(2) ｽｽﾞｷ ｺｳﾒｲ 釧路鳥取西中

5 1124 岩崎　佑希(1) ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ 釧路富原中 ①

6 1831 高木　颯大(2) ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 別海野付中

共通女子400m
4月29日 11:00 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 512 宮崎　初菜(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾆｲﾅ 釧路北陽高 6 875 土屋　綾音(2) ﾂﾁﾔ ｱﾔﾈ 釧路湖陵高
3 521 藤井　聡弥(3) ﾌｼﾞｲ ｻﾄﾐ 釧路北陽高 7 522 佐々木　遥香(2) ｻｻｷ ﾊﾙｶ 釧路北陽高
4 831 倉谷　紗鳥(2) ｸﾗﾔ ｻﾄﾘ 釧路江南高
5 523 鈴木　彩芭(2) ｽｽﾞｷ ｲﾛﾊ 釧路北陽高 ①

小学１～４年男子800m
4月29日 14:00 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 3103 菱沼　翔稀(S4) ﾋｼﾇﾏ ｼｮｳｷ 鶴居ＡＣ 10 3443 阿賀　郁人(S4) ｱｶﾞ ｲｸﾄ 清里陸少
2 3342 片野　大河(S4) ｶﾀﾉ ﾀｲｶﾞ 別海陸少 11 3491 三浦　直樹(S4) ﾐｳﾗ ﾅｵｷ 美幌RC
3 3140 曽根　楓太(S3) ｿﾈ ﾌｳﾀ 美幌RC 12 3442 平賀　絆(S4) ﾋﾗｶﾞ ｷｽﾞﾅ 知床AC
4 3347 吉田　悠真(S2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 釧路ＡＣ 13 3043 福井　斗希仁(S4) ﾌｸｲ  ﾄｷﾋｻ 厚岸RC
5 3490 齊藤　巧将(S4) ｻｲﾄｳ ﾖｼﾏｻ 釧路JRC 14 3445 横畠　巽(S3) ﾖｺﾊﾞﾀｹ ﾀﾂﾐ 清里陸少
6 3410 可児　優我(S4) ｶﾆ ﾕｳｶﾞ 知床AC 15 3141 佐藤　練(S3) ｻﾄｳ ﾚﾝ 美幌RC
7 3045 辺見　海仁(S3) ﾍﾝﾐ ｶｲﾄ 釧路JRC 16 3148 植村　龍煌(S4) ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｷ 白糠陸少
8 3312 吉田　壮汰(S4) ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾀ 釧路ＡＣ 17 3194 飯山　陽太(S4) ｲｲﾔﾏ ﾖｳﾀ 美幌RC
9 3193 反怖　樹(S4) ﾀﾝﾌﾟ ｲﾂｷ 美幌RC 18 3195 中野　平(S4) ﾅｶﾉ ﾀｲﾗ 鶴居ＡＣ

① ②

小学女子800m
4月29日 14:05 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 3580 朝井　冴郁(S4) ｱｻｲ ｻｱﾔ 白糠陸少 1 3524 磯貝　謡(S3) ｲｿｶﾞｲ ｳﾀｲ 釧路JRC
2 3976 田中　杏心(S5) ﾀﾅｶ ｱｺ 美幌RC 2 3548 影山　大瀬(S4) ｶｹﾞﾔﾏ ｵｵｾ 美幌RC
3 3561 永井　咲菜(S5) ﾅｶﾞｲ ｻｷﾅ オホーツクキッズ 3 3521 近藤　優奈(S4) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 釧路JRC
4 3726 森　妃依(S6) ﾓﾘ ﾋﾖﾘ 知床AC 4 3740 松田　陽莉(S3) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾏﾘ 美幌RC
5 3530 野田　心花(S6) ﾉﾀﾞ ｺﾉﾊ 白糠陸少 5 3735 石川　知奈(S4) ｲｼｶﾜ ﾁﾅ 美幌RC
6 3666 蝋山　あかり(S6) ﾛｳﾔﾏ ｱｶﾘ 別海陸少 6 3733 山口　珠依(S6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｲ 美幌RC
7 3652 人見　千結(5) ﾋﾄﾐ ﾁﾕ 足寄小 7 3748 佐藤　琴奈(S6) ｻﾄｳ ｺﾄﾅ 釧路JRC
8 3884 松井　杏美李(S6) ﾏﾂｲ ｱﾐﾘ 美幌RC 8 3546 谷山　心緒(S5) ﾀﾆﾔﾏ ﾐｵ 幕別陸少
9 3730 古都　瑠亜(S6) ﾌﾙﾂ ﾙｱ 網走陸少 9 3977 川崎　樹乃(S4) ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾉ 美幌RC
10 3975 長谷川　蓮奈(S5) ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾅ 美幌RC 10 3594 松井　葉夏(S4) ﾏﾂｲ ﾊﾅ 釧路JRC
11 3900 嵐　杏珠(S6) ｱﾗｼ ｱﾝｼﾞｭ 釧路JRC 11 3739 吉田　香穂(S3) ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ 美幌RC
12 3620 海老根心奈(3) ｴﾋﾞﾈ ｺｺﾅ 釧路阿寒湖義務 12 3522 鎌田　杏優(S4) ｶﾏﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 釧路JRC
13 3725 人見　仁菜(6) ﾋﾄﾐ ﾆﾅ 足寄小 13 3615 上山　璃乃(S4) ｶﾐﾔﾏ ﾘﾉ 美幌RC
14 3578 宮古　杏(S6) ﾐﾔｺ ｱﾝ 別海陸少

① ①
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小学女子800m
4月29日 14:05 決　勝

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 3646 内田　晴(S3) ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙ 白糠陸少 8 3616 田中　雪芽(S4) ﾀﾅｶ ﾕｷﾒ 美幌RC
2 3658 廣橋　咲良(S3) ﾋﾛﾊｼ ｻｸﾗ 白糠陸少 9 3656 辺見　咲菜(S3) ﾍﾝﾐ ｻｷﾅ 釧路JRC
3 3699 佐々木　六花(S4) ｻｻｷ ﾘｯｶ 鶴居ＡＣ 10 3618 高橋　理帆(S2) ﾀｶﾊｼ ﾘﾎ 美幌RC
4 3623 竹本　美晴(S3) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾊﾙ 別海陸少 11 3526 嵐　虹子(S2) ｱﾗｼ ﾆｼﾞｺ 釧路JRC
5 3736 佐藤　瑠依(S3) ｻﾄｳ ﾙｲ 美幌RC 12 3737 鈴木　愛梨(S3) ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 美幌RC
6 3738 田中　梨心(S3) ﾀﾅｶ ﾘｺ 美幌RC 13 3644 関口　想(S3) ｾｷｸﾞﾁ ｿｳ 釧路JRC
7 3596 荒木　秋希音(S4) ｱﾗｷ ﾄｷﾈ 釧路JRC

①

共通男子800m
4月29日 14:20 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 863 高橋　淳絆(2) ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｷ 釧路江南高 1 1621 荒木　翔太(2) ｱﾗｷ ｼｮｳﾀ 釧路鳥取中
2 888 草野　陽祐(3) ｸｻﾉ ﾖｳｽｹ 釧路湖陵高 2 1137 山崎　蒼太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 釧路富原中
3 743 酒井　俊貴(3) ｻｶｲ ｼｭﾝｷ 釧路明輝高 3 1442 金澤　怜真(3) ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 別海上西春別中

4 322 磯島　拳史郎(3) ｲｿｼﾞﾏ ｹﾝｼﾛｳ 別海高 4 1134 山崎　琉矩(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｸ 釧路富原中
5 897 梅田　凌雅(3) ｳﾒﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 釧路湖陵高 5 1388 小島　幹太(2) ｺｼﾞﾏ ｶﾝﾀ 別海上春別中

6 6 井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ オホーツクAC 6 1627 本郷　諒祐(3) ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 釧路鳥取中
7 898 油谷　駿輝(3) ﾕﾀﾆ ﾀｶｷ 釧路湖陵高 7 1136 千田　陽生(3) ﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 釧路富原中
8 175 川端　俊司 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ 釧路地方陸協 8 386 高橋　優吾(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 根室高
9 885 浅野　泰輝(3) ｱｻﾉ ﾀｲｷ 釧路湖陵高 9 1068 渡部　正太郎(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 釧路共栄中
10 859 長谷川　智広(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄﾋﾛ 釧路江南高 10 595 西山　獅音(2) ﾆｼﾔﾏ ﾘｵﾝ 標茶高
11 521 及川　慧晟(2) ｵｲｶﾜ ｹｲｾｲ 釧路北陽高

① ①

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 1610 安斉　朔(2) ｱﾝｻﾞｲ ｻｸ 釧路鳥取西中 1 1383 小西　涼太郎(2) ｺﾆｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 別海上春別中

2 1259 山田　凌大(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 標津中 2 1011 梅田　彪叶(3) ｳﾒﾀﾞ ﾋｭｳﾄ 釧路幣舞中
3 1393 前嶋　星来(2) ﾏｴｼﾞﾏ ｾﾗ 別海上春別中 3 1581 富田　僚介(3) ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｽｹ 別海西春別中

4 1829 櫻田　準平(3) ｻｸﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 別海野付中 4 388 上田　晴斗(3) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 根室高
5 1385 菅野　優貴(2) ｽｶﾞﾉ ﾕｳｷ 別海上春別中 5 1446 神谷　嘉音(2) ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 別海上西春別中

6 1290 西　暁太(3) ﾆｼ ｱｷﾄ 釧路大楽毛中 6 1359 江口　楓太(2) ｴｸﾞﾁ ﾌｳﾀ 釧路北中
7 1356 菊池　黎(3) ｷｸﾁ ﾚｲ 釧路北中 7 1286 石戸谷　翔弥(3) ｲｼﾄﾔ ｼｮｳﾔ 釧路大楽毛中

8 1258 菊地　龍(3) ｷｸﾁ ﾘｭｳ 標津中 8 1387 加藤　蒼一朗(3) ｶﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 別海上春別中

9 2 細井　大慎(J1) ﾎｿｲ ﾀｲｼﾝ オホーツクAC 9 456 小松　廉(3) ｺﾏﾂ ﾚﾝ 霧多布高
10 1384 河本　琉之介(3) ｶﾜﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 別海上春別中 10 1008 石川　優介(3) ｲｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 釧路幣舞中

① ①

共通女子800m
4月29日 14:40 決　勝

1組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 2385 石尾　紗英(3) ｲｼｵ ｻｴ 別海上春別中 8 615 小島　すばる(2) ｺｼﾞﾏ ｽﾊﾞﾙ 標茶高
2 2361 土屋　結愛(3) ﾂﾁﾔ ﾕｱﾝ 釧路北中 9 832 森田　桃羽(1) ﾓﾘﾀ ﾓﾓﾊ 釧路江南高
3 2431 菱沼　華帆(2) ﾋｼﾇﾏ ｶﾎ 鶴居中 10 516 稲澤　友凜(3) ｲﾅｻﾞﾜ ﾕﾘﾝ 釧路北陽高
4 2222 髙橋　侑楽(3) ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 標茶中 11 2882 高橋　藍結(3) ﾀｶﾊｼ ｱﾕ 別海中央中
5 873 清水　華穂(2) ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 釧路湖陵高
6 515 廣保　萌衣(3) ﾋﾛﾔｽ ﾓｴ 釧路北陽高 ①

7 2039 深津　光(3) ﾌｶﾂ ﾋｶﾘ 附属釧路義務
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共通女子800m
4月29日 14:40 決　勝

2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 2581 櫻井　彩花(2) ｻｸﾗｲ ｱﾔｶ 別海西春別中 8 2387 髙橋　優里愛(3) ﾀｶﾊｼ ﾕﾘｱ 別海上春別中

2 2833 白土　きらり(1) ｼﾗﾄ ｷﾗﾘ 別海野付中 9 2593 村上　真央(2) ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ 釧路鳥取西中

3 2818 笛木　桜和(1) ﾌｴｷ ｻﾅ 標茶虹別中 10 2160 木曽　莉々菜(2) ｷｿ ﾘﾘﾅ 釧路美原中
4 2158 櫻井　迪花(3) ｻｸﾗｲ ﾐﾁｶ 釧路美原中 11 2464 野間　來依叶(2) ﾉﾏ ﾗｲｶ 浜中茶内中
5 2532 桑田　羽琉(2) ｸﾜﾀ ｳﾙ 厚岸真龍中
6 871 佐澤　璃音(2) ｻｻﾞﾜ ﾘｵﾝ 釧路湖陵高 ①

7 2354 松井　玲菜(1) ﾏﾂｲ ﾚﾅ 釧路北中

小学５，６年男子1500m
4月29日 10:05 決　勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 3406 樫村　拓篤(S6) ｶｼﾑﾗ ﾀｸﾏ 清里陸少 9 3408 森谷　樹(S6) ﾓﾘﾔ ｲﾂｷ 清里陸少
2 3071 鈴木　大介(S6) ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 美幌RC 10 3219 北本　凛太郎(S6) ｷﾀﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 釧路JRC
3 3406 阿賀　柊人(S6) ｱｶﾞ ｼｭｳﾄ 清里陸少 11 3360 森谷　陽希(S5) ﾓﾘﾔ ﾊﾙｷ 清里陸少
4 3359 谷地田　翔(S5) ﾔﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 幕別陸少 12 3114 細井　啓慎(S5) ﾎｿｲ ｹｲｼﾝ オホーツクSS

5 3402 井田　柊真(S5) ｲﾀﾞ ｼｭｳﾏ 清里陸少 13 3401 甲斐　仁翔(S5) ｶｲ ﾆﾁｶ 清里陸少
6 3041 植村　凰稀(S6) ｳｴﾑﾗ ｵｳｷ 白糠陸少 14 3004 下山　恋虎(S5) ｼﾓﾔﾏ ｺﾄﾗ 別海陸少
7 3062 松田　壮一朗(S5) ﾏﾂﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 幕別陸少 15 3403 濱田　樹(S5) ﾊﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 清里陸少
8 3391 関口　大志(S5) ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｼ 釧路JRC 16 3259 上山　怜穏(S5) ｶﾐﾔﾏ ﾚｵﾝ 美幌RC

① ②

共通男子1500m
4月29日 09:45 決　勝

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 1830 白土　誠一郎(3) ｼﾗﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 別海野付中 1 1385 菅野　優貴(2) ｽｶﾞﾉ ﾕｳｷ 別海上春別中

2 1388 小島　幹太(2) ｺｼﾞﾏ ｶﾝﾀ 別海上春別中 2 1470 目黒　心平(2) ﾒｸﾞﾛ ｼﾝﾍﾟｲ 浜中茶内中
3 1761 奥瀬　雅斗(3) ｵｸｾ ﾏｻﾄ 根室光洋中 3 1872 千葉　陽向(2) ﾁﾊﾞ ﾋﾅﾀ 別海中央中
4 517 栗田　紳冴(3) ｸﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 釧路北陽高 4 1259 山田　凌大(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 標津中
5 4044 大沼　龍之介 ｵｵﾇﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 釧路地方陸協 5 1008 石川　優介(3) ｲｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 釧路幣舞中
6 1818 笛木　慶悟(3) ﾌｴｷ ｹｲｺﾞ 標茶虹別中 6 1359 江口　楓太(2) ｴｸﾞﾁ ﾌｳﾀ 釧路北中
7 897 梅田　凌雅(3) ｳﾒﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 釧路湖陵高 7 1467 黒木　才穏(2) ｸﾛｷ ｻﾞｲｵﾝ 浜中茶内中
8 1926 朝井　亮牙(2) ｱｻｲ ﾘｮｳｶﾞ 白糠庶路学園 8 1819 三浦　佑太(3) ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 標茶虹別中
9 802 佐藤　悠河(3) ｻﾄｳ ﾕｳｶﾞ 釧路東高 9 1258 菊地　龍(3) ｷｸﾁ ﾘｭｳ 標津中
10 888 草野　陽祐(3) ｸｻﾉ ﾖｳｽｹ 釧路湖陵高 10 1384 河本　琉之介(3) ｶﾜﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 別海上春別中

11 1627 本郷　諒祐(3) ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 釧路鳥取中 11 1736 三浦　拳心(3) ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾝ 歯舞学園
12 322 磯島　拳史郎(3) ｲｿｼﾞﾏ ｹﾝｼﾛｳ 別海高 12 1881 小濱　漣(1) ｺﾊﾏ ﾚﾝ 別海中央中
13 1829 櫻田　準平(3) ｻｸﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 別海野付中 13 1446 神谷　嘉音(2) ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 別海上西春別中

14 436 迫田　和磨(2) ｻｺﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 武修館高 14 1393 前嶋　星来(2) ﾏｴｼﾞﾏ ｾﾗ 別海上春別中

15 1442 金澤　怜真(3) ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 別海上西春別中 15 1356 菊池　黎(3) ｷｸﾁ ﾚｲ 釧路北中
16 6 井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ オホーツクAC 16 1927 朝井　郷牙(1) ｱｻｲ ｷｮｳｶﾞ 白糠庶路学園

17 898 油谷　駿輝(3) ﾕﾀﾆ ﾀｶｷ 釧路湖陵高 17 1821 本田　蒼士(1) ﾎﾝﾀﾞ ｿｳｼ 標茶虹別中
18 1621 荒木　翔太(2) ｱﾗｷ ｼｮｳﾀ 釧路鳥取中 18 1011 梅田　彪叶(3) ｳﾒﾀﾞ ﾋｭｳﾄ 釧路幣舞中
19 1287 佐々木　瑛大(3) ｻｻｷ  ｴｲﾀ 釧路大楽毛中

① ①
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共通女子1500m
4月29日 10:00 決　勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 873 清水　華穂(2) ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 釧路湖陵高 9 168 佐藤　理子 ｻﾄｳ ﾘｺ 釧路地方陸協

2 516 稲澤　友凜(3) ｲﾅｻﾞﾜ ﾕﾘﾝ 釧路北陽高 10 2361 土屋　結愛(3) ﾂﾁﾔ ﾕｱﾝ 釧路北中
3 425 福士　優梨(2) ﾌｸｼ ﾕﾘ 武修館高 11 2551 渡邊　心暖(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾉﾝ 白糠中
4 2387 髙橋　優里愛(3) ﾀｶﾊｼ ﾕﾘｱ 別海上春別中 12 876 飴　麻帆(3) ｱﾒ ﾏﾎ 釧路湖陵高
5 2816 髙橋　愛華(1) ﾀｶﾊｼ ｱｲｶ 標茶虹別中 13 515 廣保　萌衣(3) ﾋﾛﾔｽ ﾓｴ 釧路北陽高
6 2385 石尾　紗英(3) ｲｼｵ ｻｴ 別海上春別中

7 880 伊藤　朱里(3) ｲﾄｳ ｱｶﾘ 釧路湖陵高 ①

8 513 森田　七羽(3) ﾓﾘﾀ ﾅﾅﾊ 釧路北陽高

中学男子3000m 共通女子3000m
4月29日 14:50 決　勝 4月29日 14:50 決　勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 1761 奥瀬　雅斗(3) ｵｸｾ ﾏｻﾄ 根室光洋中 7 520 千葉　桃華(3) ﾁﾊﾞ ﾓﾓﾊ 釧路北陽高
2 1552 酒井　希望(3) ｻｶｲ ﾉｿﾞﾑ 白糠中 8 513 森田　七羽(3) ﾓﾘﾀ ﾅﾅﾊ 釧路北陽高
3 1830 白土　誠一郎(3) ｼﾗﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 別海野付中 9 166 稲澤　忍 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 釧路地方陸協

4 1555 渡邊　開生(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｾｲ 白糠中
5 230 白石　大和(J2) ｼﾗｲｼ ﾔﾏﾄ オホーツクAC

6 1818 笛木　慶悟(3) ﾌｴｷ ｹｲｺﾞ 標茶虹別中

① ①

共通男子5000m
4月29日 15:05 決　勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 4044 大沼　龍之介 ｵｵﾇﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 釧路地方陸協

2 517 栗田　紳冴(3) ｸﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 釧路北陽高 ①

3 494 平本　路育(2) ﾋﾗﾓﾄ ﾛｲ 釧路工業高
4 527 森　颯太(2) ﾓﾘ ｿｳﾀ 釧路北陽高
5 386 高橋　優吾(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 根室高

小学男子80mH
4月29日 10:30 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 3113 本田　夏向(S5) ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅﾀ オホーツクキッズ 7 3409 伊場　奏太(S6) ｲﾊﾞ ｶﾅﾀ 上浦陸上少年団

3 3495 長谷川　大巧(S6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 美幌RC 8 3204 渡邊　碧人(S5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾄ 釧路JRC
4 3192 吉田　恵吾(S6) ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 美幌RC
5 3394 竹村　祥希(S6) ﾀｹﾑﾗ ｼｮｳｷ 釧路JRC ①

6 3329 金子　仁(S6) ｶﾈｺ ｼﾞﾝ 釧路JRC

小学女子80mH
4月29日 10:30 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
3 3850 岡元　陽愛(S6) ｵｶﾓﾄ ﾋﾅ 釧路JRC 3 3727 可児　梨緒音(S6) ｶﾆ ﾘｵﾈ 知床AC
4 3695 谷脇　那由多(S6) ﾀﾆﾜｷ ﾅﾕﾀ オホーツクキッズ 4 3750 磯貝　憩(S6) ｲｿｶﾞｲ ｲｺｲ 釧路JRC
5 3901 小野　愛來(S6) ｵﾉ ｱｲﾗ 釧路JRC 5 3665 瀬川　ここみ(S6) ｾｶﾞﾜ ｺｺﾐ 知床AC
6 3971 平　絢星(S6) ﾀｲﾗ ｱﾔｾ 釧路JRC 6 3909 梅津　花鈴(S6) ｳﾒﾂ ｶﾘﾝ 鶴居ＡＣ
7 3900 嵐　杏珠(S6) ｱﾗｼ ｱﾝｼﾞｭ 釧路JRC 7 3891 武藤　笑瑚(S5) ﾑﾄｳ ﾆｺ 釧路JRC

① ①
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共通男子110mH[1.067m] 中学男子110mH[0.914m]
4月29日 10:15 決　勝 4月29日 10:15 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 619 石崎　大雅(3) ｲｼｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 標茶高 4 1072 笹川　歩夢(3) ｻｻｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 釧路共栄中

5 388 井田　悠仁(J2) ｲﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾝ オホーツクAC

6 1828 北島　維人(3) ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲﾄ 別海野付中
① 7 259 松田　優飛(J3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾋ オホーツクAC

8 1070 下川　昊汰(3) ｼﾓｶﾜ ｺｳﾀ 釧路共栄中

①

共通女子100mH[0.838m]
4月29日 10:15 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
4 802 長谷川　純稟(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 釧路東高
5 524 鈴木　眞琴(2) ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 釧路北陽高
6 430 馬場　歩果(3) ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ 武修館高
7 526 竹ヶ原　美輝(2) ﾀｹｶﾞﾊﾗ ﾐｷ 釧路北陽高 ①

8 416 小笠原　優楽(1) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾗ 武修館高

中学女子100mH[0.762m-8.0m]
4月29日 10:15 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
2 161 福井　花歩(J2) ﾌｸｲ ｶﾎ オホーツクAC 3 2497 赤川　莉央奈(2) ｱｶｶﾞﾜ ﾘｵﾅ 釧路青陵中
3 2495 金子　真桜(3) ｶﾈｺ ﾏｵ 釧路青陵中 4 2413 梅津　柚月(3) ｳﾒﾂ ﾕﾂﾞｷ 鶴居中
4 2362 井上　悠里(3) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾘ 釧路北中 5 2531 上田　真温(2) ｳｴﾀﾞ ﾏｵ 厚岸真龍中
5 2533 原田　玲乃(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾉ 厚岸真龍中 6 2672 竹田　百伽(3) ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 釧路鳥取中
6 2092 塩田　　梢葉(1) ｼｵﾀﾞ ｺﾉﾊ 釧路景雲中 7 2064 嵐　伊紗那(2) ｱﾗｼ ｲｻﾅ 釧路共栄中
7 121 原田　莉子(J3) ﾊﾗﾀﾞ ﾘｺ オホーツクAC

① ①
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小学男子4X100mR
4月29日 15:25 決　勝

小学４年男子4X100mR

2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

(  ) 3143 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾔ (  ) 3491 ﾐｳﾗ ﾅｵｷ

(  ) 3045 ﾍﾝﾐ ｶｲﾄ (  ) 3193 ﾀﾝﾌﾟ ｲﾂｷ

(  ) 3044 ｵｶﾓﾄ ｿｳｷ (  ) 3194 ｲｲﾔﾏ ﾖｳﾀ

(  ) 3146 ｲﾉｳｴ ﾘﾋﾄ (  ) 3140 ｿﾈ ﾌｳﾀ

小学５年男子4X100mR

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ

(  ) 3204 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾄ (  ) 3494 ﾀｲｼﾞ ﾋﾛﾄ

(  ) 3107 ｶﾀｵｶ ｱﾙﾄ (  ) 3258 ｿｶﾞ ｶﾅﾄ

(  ) 3391 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｼ (  ) 3259 ｶﾐﾔﾏ ﾚｵﾝ

(  ) 3389 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ (  ) 3349 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾏ

小学６年男子4X100mR

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ

(  ) 3326 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ (  ) 3394 ﾀｹﾑﾗ ｼｮｳｷ

(  ) 3192 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ (  ) 3334 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀ

(  ) 3071 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ (  ) 3329 ｶﾈｺ ｼﾞﾝ

(  ) 3495 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ (  ) 3392 ｷｸﾁ ｼｭﾝ

順位 ﾁｰﾑ名 記録

1

2

小学女子4X100mR
4月29日 15:25 決　勝

1組
小学４年女子4X100mR

3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ

(  ) 3735 ｲｼｶﾜ ﾁﾅ (  ) 3595 ｶﾈｺ ｺｺﾛ

(  ) 3548 ｶｹﾞﾔﾏ ｵｵｾ (  ) 3522 ｶﾏﾀﾞ ｱﾝｽﾞ

(  ) 3614 ｻﾄｳ ｳﾙｱ (  ) 3523 ﾌｼﾞｼﾏ ｻｷﾅ

(  ) 3615 ｶﾐﾔﾏ ﾘﾉ (  ) 3596 ｱﾗｷ ﾄｷﾈ

小学５年女子4X100mR

5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ

(  ) 3975 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾅ (  ) 3583 ﾆｼｸﾞﾁ ﾈｵ (  ) 3889 ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ

(  ) 3976 ﾀﾅｶ ｱｺ (  ) 3913 ﾏｴﾊﾀ ﾅﾅｾ (  ) 3891 ﾑﾄｳ ﾆｺ

(  ) 3613 ｻｻﾀﾞ ﾆｺ (  ) 3696 ﾀｹｳﾁ ﾘｺ (  ) 3892 ﾍﾝﾐ ﾕｳｶ

(  ) 3616 ﾀﾅｶ ﾕｷﾒ (  ) 3638 ｿﾄｻﾞｷ ﾘｵ (  ) 3890 ﾖｼｵｶ ｿﾉ

(  ) (  ) 3654 ﾔﾏﾖｼ ﾊﾙ

順位 ﾁｰﾑ名 記録

1

2

釧路JRCC

吉田　璃央(S5)

武藤　笑瑚(S5)

辺見　優果(S5)

吉岡　奏乃(S5)

山吉　華瑠(S5)

美幌RCE
長谷川　蓮奈(S5)

田中　杏心(S5)

笹田　虹心(S5)

田中　雪芽(S4)

厚岸RCB

西口　寧桜(S5)
前畑　ななせ(S5)

竹内　璃胡(S5)

外崎　莉桜(S5)

金子　心(S4)

鎌田　杏優(S4)

藤島　咲菜(S4)

荒木　秋希音(S4)

釧路JRCD美幌RCF

石川　知奈(S4)

影山　大瀬(S4)

佐藤　潤亜(S4)

上山　璃乃(S4)

竹村　祥希(S6)

渡部　俊太(S6)

金子　仁(S6)

菊地　瞬(S6)

釧路JRC A美幌RC A

三浦　正史(S6)

吉田　恵吾(S6)

鈴木　大介(S6)
長谷川　大巧(S6)

横山　凌(S5)

美幌RC B

鯛治　大登(S5)

曽我　奏斗(S5)

上山　怜穏(S5)

宮下　悠真(S5)

釧路JRC C

釧路JRC B

渡邊　碧人(S5)

片岡　歩音(S5)

関口　大志(S5)

山本　陽也(S4)

辺見　海仁(S3)

岡元　奏樹(S3)

井上　璃人(S3)

美幌RC C

三浦　直樹(S4)

反怖　樹(S4)

飯山　陽太(S4)

曽根　楓太(S3)
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小学女子4X100mR
4月29日 15:25 決　勝

2組
小学６年女子4X100mR

1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

(  ) 3884 ﾏﾂｲ ｱﾐﾘ (  ) 3912 ｶﾜﾑﾗ ｶﾖ (  ) 3900 ｱﾗｼ ｱﾝｼﾞｭ

(  ) 3957 ｻﾄｳ ﾘﾉ (  ) 3875 ﾆｼﾀﾞ ﾜｺ (  ) 3971 ﾀｲﾗ ｱﾔｾ

(  ) 3959 ｲｼｶﾜ ﾁﾕ (  ) 3636 ﾌｸｲ ﾉｲ (  ) 3749 ｷｼﾀﾞ ｱｵｲ

(  ) 3664 ﾌｸｲ ｺﾖﾐ (  ) 3637 ｵｵﾀ ﾕｽﾞﾕ (  ) 3972 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾘﾅ

(  ) (  ) 3728 ｲﾁﾉﾍ ﾅﾅﾐ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ

(  ) 3665 ｾｶﾞﾜ ｺｺﾐ (  ) 3748 ｻﾄｳ ｺﾄﾅ

(  ) 3984 ﾏﾙｲ ﾂﾊﾞｷ (  ) 3901 ｵﾉ ｱｲﾗ 順位 ﾁｰﾑ名 記録

(  ) 3731 ﾅｶﾞｴ ｷﾗ (  ) 3850 ｵｶﾓﾄ ﾋﾅ 1

(  ) 3501 ｻﾜﾀﾞ ﾒｲ (  ) 3935 ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 2

小学混合4X100mR

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ

(  ) 3219 ｷﾀﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ (  ) 3060 ｱﾘﾏ ﾐﾅﾄ (  ) 3726 ﾓﾘ ﾋﾖﾘ

(  ) 3829 ｻﾄｳ ﾈﾈｶ (  ) 3062 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ (  ) 3727 ｶﾆ ﾘｵﾈ

(  ) 3750 ｲｿｶﾞｲ ｲｺｲ (  ) 3546 ﾀﾆﾔﾏ ﾐｵ (  ) 3153 ﾋﾗｶﾞ ｺﾊｸ

(  ) 3404 ﾓﾘ ﾊﾙｷ (  ) 3653 ﾓｷﾞ ﾚｲﾅ (  ) 3150 ｽｽﾞｷ ﾅﾐｷ

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 2

共通男子4X100mR
4月29日 15:25 決　勝

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

(  ) 859 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄﾋﾛ (  ) 10 ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ (  ) 481 ｵｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ

(  ) 866 ｷｸﾁ ﾘｮｳｾｲ (  ) 18 ｵｵﾂｶ ﾘｭｳｾｲ (  ) 482 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

(  ) 863 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｷ (  ) 21 ﾐﾂﾊｼ ﾋﾛﾄ (  ) 483 ｴﾋﾞﾅ ﾘｭｳｼﾝ

(  ) 865 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ (  ) 19 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ (  ) 484 ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

(  ) 867 ﾍﾞﾂｲ ｶｽﾞﾄ (  ) (  ) 485 ﾀｶﾋﾗ ﾅﾀｸ

(  ) 868 ﾎｼ ﾚｵﾝ (  ) (  )

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ

(  ) 891 ﾌﾅｷ ﾕｳﾀ (  ) 515 ｻﾄｳ ｲｯｾｲ (  ) 388 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ

(  ) 885 ｱｻﾉ ﾀｲｷ (  ) 516 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊｸ (  ) 391 ｺｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ

(  ) 899 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ (  ) 518 ﾇﾉｶﾜ ｵｳﾏ (  ) 384 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀ

(  ) 884 ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ (  ) 523 ｵﾀﾞ ﾕｳﾉｼﾝ (  ) 398 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ

(  ) 875 ｻﾄｳ ｱｷﾗ (  ) 526 ﾌﾙﾉ ｼｷ (  ) 389 ｻﾄｳ ﾊｸﾄ

(  ) 172 ｼﾝﾔ ﾁｶﾗ (  ) (  ) 383 ｱﾗｲ ｹﾝﾄ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ

(  ) 428 ｻﾄｳ ｾｲｱ (  ) 491 ｱｹﾞﾌｼﾞ ｶｲﾄ

(  ) 429 ｻﾄｳ ﾓｶ (  ) 492 ｴﾋﾞﾅ ﾄﾗﾉｽｹ

(  ) 430 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ (  ) 493 ﾌｸｲ ｹｲﾄ

(  ) 434 ｶﾈｳﾁ ｷﾗ (  ) 494 ﾋﾗﾓﾄ ﾛｲ

(  ) 437 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｾｲ (  ) 495 ｸﾎﾞ ﾏｻﾊﾙ

(  ) 417 ｷｸﾁ ﾊｸｱ (  )

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 2

髙平　楠託(3)

星　伶音(1)

釧教大A

今井　涼介(3)

大塚　琉世(2)

三橋　央翔(1)

吉田　大起(2)

釧路江南A

長谷川　智広(3)

菊地　良聖(2)

高橋　淳絆(2)

佐藤　佑真(2)

別井　一翔(2)

釧路工業A

尾崎　太陽(3)

鈴木　拓馬(3)

蝦名　龍信(3)

木村　龍之介(3)

佐藤　羽玖斗(2)

新屋　力

釧路北陽高A

佐藤　勇晴(3)

仲澤　虎伯(3)

布川　央真(3)

小田　優之心(2)

古野　心輝(2)

釧路湖陵高A

船木　優汰(3)

浅野　泰輝(3)

足立　尚優(3)

木村　鴻介(2)

佐藤　晃(3)

根室高A

上田　晴斗(3)

小島　大和(3)

古館　亮汰(3)

吉田　稜(3)

荒井　健翔(1)

武修館高A

佐藤　星空(3)

佐藤　想海(3)

渡辺　聖也(3)

堀内　皇世(2)

菊地　珀亜(1)

釧路工業B

上藤　海登(2)

蝦名　虎之助(2)

福居　奎人(2)

平本　路育(2)

久保　将春(2)

金打　輝来(2)

知床ACA

森　妃依(S6)
可児　梨緒音(S6)

平賀　琥珀(S5)

鈴木　漣起(S5)

有馬　湊(S5)
松田　壮一朗(S5)

谷山　心緒(S5)

茂木　麗奈(S5)

幕別陸少A釧路JRCE
北本　凛太郎(S6)

佐藤　寧々花(S6)

磯貝　憩(S6)

森　晴輝(S5)

釧路JRCA

佐藤　琴奈(S6)

小野　愛來(S6)

岡元　陽愛(S6)

竹内　琉華(S6)

知床ACA
瀬川　ここみ(S6)

丸井　椿(S6)

永江　綺良(S6)

澤田　芽依(S5)

釧路JRCB

嵐　杏珠(S6)

平　絢星(S6)

岸田　葵依(S6)
小田島　璃奈(S6)

一戸　ななみ(S6)

美幌RCD
松井　杏美李(S6)

佐藤　莉埜(S6)

石川　知優(S6)
福井　こよみ(S6)

厚岸RCA

川村　花代(S6)

西田　わこ(S6)

福井　希依(S6)

太田　有優(S6)
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共通男子4X100mR
4月29日 15:25 決　勝

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

(  ) 1432 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ (  ) 1621 ｱﾗｷ ｼｮｳﾀ (  ) 1134 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｸ

(  ) 1433 ｱｷｻﾄ ｺｳﾍｲ (  ) 1626 ｲﾄｳ ﾚｲﾀ (  ) 1135 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ

(  ) 1434 ｱｽﾞﾏ ｺｳｷ (  ) 1627 ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｮｳｽｹ (  ) 1136 ﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ

(  ) 1437 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ (  ) 1638 ｱｵｷ ｶﾂﾞｷ (  ) 1137 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ

(  ) 1439 ｽｽﾞｷ ﾚｲ (  ) 1672 ｶﾜｺﾞｴ ｲﾌﾞｷ (  ) 1139 ｼﾏﾀｹ ｱｲｷ

(  ) 1436 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ (  ) (  ) 1131 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ

(  ) 1039 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｸﾄ (  ) 1273 ｵｶ  ﾀｸﾔ (  ) 1491 ｱｽﾐ ｿｳｲﾁ

(  ) 1040 ﾂｶﾊﾗ ﾀｸﾐ (  ) 1287 ｵﾔ  ｺｳｽｹ (  ) 1492 ｷｸﾁ ｷｼﾝ

(  ) 1041 ﾎｻｶ ﾀｸﾄ (  ) 1287 ｻｻｷ  ｴｲﾀ (  ) 1493 ｻｲﾄｳ ｿﾗ

(  ) 1045 ﾉｾ ﾊﾔﾄ (  ) 1287 ﾁﾀﾞﾃ ﾀｸﾄ (  ) 1496 ｽｷﾞﾉ ﾜﾀﾙ

(  ) (  ) 1276 ｸｻﾄﾐ  ﾀﾂｷ (  )

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ

(  ) 1101 ｵｶﾞﾀ  ﾄｼﾔ (  ) 1158 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

(  ) 1102 ｻﾄｳ  ｼｭｳﾔ (  ) 1159 ﾋﾉ ﾗｲﾄ

(  ) 1103 ﾀｶｼﾏ  ﾘｭｳﾄ (  ) 1160 ｻｴｷ ﾕｷﾉﾌﾞ 順位 ﾁｰﾑ名 記録

(  ) 1104 ﾖｺﾔﾏ  ﾙｲ (  ) 1161 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｾｲ 1

(  ) (  ) 1163 ﾌｶﾐ ﾕｳﾄ 2

(  ) (  ) 1167 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ

共通女子4X100mR
4月29日 15:25 決　勝

1組
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ

(  ) 867 ｱﾗｼ ﾂｷﾉ (  ) 2635 ｵｸﾔ ﾚﾅ (  ) 2360 ｻｶﾞ ﾁﾋﾛ

(  ) 869 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ (  ) 2640 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾅ (  ) 2362 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾘ

(  ) 868 ｽｽﾞｷ ｼﾂﾞｸ (  ) 2672 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓｶ (  ) 2363 ｻｸﾏ ｲﾂｷ

(  ) 831 ｸﾗﾔ ｻﾄﾘ (  ) 2674 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕ (  ) 2365 ﾊﾙﾅ ﾘﾝｺ

(  ) 832 ﾓﾘﾀ ﾓﾓﾊ (  ) 2675 ｶﾜﾅｶ ﾕｳ (  )

(  ) 833 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ (  ) 2676 ﾑﾗｵｶ ﾘﾉﾝ (  )

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ

(  ) 2099 ﾂｼﾞ  ﾉﾉｶ (  ) 427 ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ (  ) 511 ﾐｽﾞﾉ ﾘﾝ

(  ) 2102 ﾊﾔﾐ  ｺﾊﾙ (  ) 428 ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ (  ) 514 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｶ

(  ) 2108 ﾜﾀﾞ  ﾎﾉｶ (  ) 429 ﾅｶﾂｶ ﾉﾄﾞｶ (  ) 521 ﾌｼﾞｲ ｻﾄﾐ

(  ) 2113 ｼｵﾀﾞ  ｱﾘｶ (  ) 430 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ (  ) 523 ｽｽﾞｷ ｲﾛﾊ

(  ) 417 ｶｷｻﾞｷ ﾐﾐｶ (  ) 524 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

(  ) 525 ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 2

2組
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ

(  ) 2121 ｶﾝﾀﾞ ﾙｲ (  ) 2494 ｱｻﾘ ﾙﾅ (  ) 2097 ｽｽﾞｷ  ｱﾘｻ

(  ) 2123 ﾋﾗｵ ｺﾕｷ (  ) 2495 ｶﾈｺ ﾏｵ (  ) 2100 ﾄﾘﾔﾍﾞ  ｼｴ

(  ) 2126 ｶﾝﾀﾞ ｼｭﾘ (  ) 2496 ｼﾗｶﾐ ｽﾐﾚ (  ) 2110 ｻｸﾏ  ﾐｳ

(  ) 2131 ｸﾄﾞｳ ｻｸﾗ (  ) 2497 ｱｶｶﾞﾜ ﾘｵﾅ (  ) 2111 ｻｻｷ  ｿﾗ

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ

(  ) 2065 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵﾊﾞ (  ) 2413 ｳﾒﾂ ﾕﾂﾞｷ (  ) 2157 ﾔﾏﾖｼ ﾕﾅ

(  ) 2066 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘﾝ (  ) 2431 ﾋｼﾇﾏ ｶﾎ (  ) 2158 ｻｸﾗｲ ﾐﾁｶ

(  ) 2063 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵﾄ (  ) 2432 ｼﾑﾗ ﾓｴ (  ) 2159 ﾉﾑﾗ ﾂｷﾅ

(  ) 2064 ｱﾗｼ ｲｻﾅ (  ) 2433 ｻﾄｳ ﾉﾉﾊ (  ) 2160 ｷｿ ﾘﾘﾅ

(  ) 2161 ｲｲｻﾞﾜ ﾓｴ

(  ) 2162 ｲﾄｳ ﾅﾅ

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 2

森田　桃羽(1)

釧路江南A

嵐　月乃(3)

高橋　実夢(3)

鈴木　瞳月(3)

倉谷　紗鳥(2)

吉田　麗乃(1)

釧路鳥取中A

奥谷　玲菜(3)

長谷川　ひな(2)

竹田　百伽(3)

釧路景雲中A

辻　　和々花(3)

速水　　瑚春(3)

和田　　歩花(3)

釧路北中A

嵯峨　千寛(3)

井上　悠里(3)

佐久間　衣月(3)

春名　凜子(3)

塩田　　有栞(2)

武修館高A

菊池　妃菜希(3)

鈴木　さくら(3)

中塚　和花(3)

川中　友結(2)

村岡　李音(2)

宮崎　真悠(2)

工藤　咲來(1)

柿崎　海華(1)

釧路北陽高A

水野　琳(3)

山崎　愛歌(3)

藤井　聡弥(3)

鈴木　彩芭(2)

鈴木　眞琴(2)

馬場　歩果(3)

高橋　和花(2)

釧路富原中A

神田　琉音(3)

平尾　こゆき(3)

神田　朱凜(2)

釧路景雲中B

鈴木　ありさ(3)

鳥谷部　梓永(3)

佐久間　　美羽(2)

佐々木　　蒼羅(2)

鶴居中

釧路青陵中A

浅利　るな(3)

金子　真桜(3)

白神　好未鈴(3)

赤川　莉央奈(2)

釧路共栄中A

小林　碧羽(2)

中村　茉稟(2)

渡部　桜音(3)

嵐　伊紗那(2)

釧路美原中A

山吉　由夏(3)

櫻井　迪花(3)

野村　月妃菜(3)

木曽　莉々菜(2)

飯澤　萌衣(1)

伊藤　夏菜(1)

梅津　柚月(3)

菱沼　華帆(2)

志村　萌絵(2)

佐藤　希乃羽(2)

島竹　逢生(3)

佐藤　鷲斗(1)

釧路鳥取中A

荒木　翔太(2)

伊藤　嶺汰(3)

本郷　諒祐(3)

青木　嘉月(3)

河越　一颯(3)

鶴居中

佐藤　嘉人(2)

秋里　康平(2)

東　皇希(1)

藤原　拓也(1)

鈴木　零生(1)

釧路富原中A

山崎　琉矩(3)

竹田　雄翔(3)

千田　陽生(3)

山崎　蒼太(3)

能勢　隼(2)

釧路大楽毛中A

岡　拓哉(2)

尾屋　光翼(3)

佐々木　瑛大(3)

伊藤　恵介(2)

附属釧路義務A

熊谷　陸人(3)

塚原　拓心(3)

保坂　拓人(3)

地舘　匠翔(3)

草富　大月(3)

釧路青陵中A

明日実　宗一(3)

菊池　軌心(3)

齊藤　蒼空(3)

杉野　渉(2)

深見　悠翔(1)

吉田　大翔(1)

釧路景雲中A

緒方　　暁也(2)

佐藤　　柊也(2)

髙島　　琉斗(2)

横山　　瑠己(2)

釧路美原中A

伊藤　隆晴(3)

日野　来飛(3)

佐伯　幸伸(2)

渡邉　悠聖(2)
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小学男子走高跳 小学女子走高跳
4月29日 09:30 決　勝 4月29日 09:30 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 3329 金子　仁(S6) ｶﾈｺ ｼﾞﾝ 釧路JRC 1 3653 茂木　麗奈(S5) ﾓｷﾞ ﾚｲﾅ 幕別陸少

2 3192 吉田　恵吾(S6) ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 美幌RC 2 3637 太田　有優(S6) ｵｵﾀ ﾕｽﾞﾕ 厚岸RC

3 3495 長谷川　大巧(S6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 美幌RC 3 3892 辺見　優果(S5) ﾍﾝﾐ ﾕｳｶ 釧路JRC

4 3062 松田　壮一朗(S5) ﾏﾂﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 幕別陸少 4 3648 森　まとい(S4) ﾓﾘ ﾏﾄｲ 知床AC

5 3409 伊場　奏太(S6) ｲﾊﾞ ｶﾅﾀ 上浦陸上少年団 5 3696 竹内　璃胡(S5) ﾀｹｳﾁ ﾘｺ 厚岸RC

6 3326 三浦　正史(S6) ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 美幌RC 6 3501 澤田　芽依(S5) ｻﾜﾀﾞ ﾒｲ 知床AC

7 3153 平賀　琥珀(S5) ﾋﾗｶﾞ ｺﾊｸ 知床AC 7 3875 西田　わこ(S6) ﾆｼﾀﾞ ﾜｺ 厚岸RC

8 3613 笹田　虹心(S5) ｻｻﾀﾞ ﾆｺ 美幌RC

① 9 3829 佐藤　寧々花(S6) ｻﾄｳ ﾈﾈｶ 釧路JRC

② 10 3694 相馬　羽夏(S6) ｿｳﾏ ﾊﾅ オホーツクキッズ

③ 11 3665 瀬川　ここみ(S6) ｾｶﾞﾜ ｺｺﾐ 知床AC

④ 12 3959 石川　知優(S6) ｲｼｶﾜ ﾁﾕ 美幌RC

13 3935 竹内　琉華(S6) ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 釧路JRC

14 3901 小野　愛來(S6) ｵﾉ ｱｲﾗ 釧路JRC

15 3695 谷脇　那由多(S6) ﾀﾆﾜｷ ﾅﾕﾀ オホーツクキッズ

① ②

③ ④

共通男子走高跳 共通女子走高跳
4月29日 13:00 決　勝 4月29日 11:00 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 1439 鈴木　零生(1) ｽｽﾞｷ ﾚｲ 鶴居中 1 2672 竹田　百伽(3) ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 釧路鳥取中

2 524 佐藤　優羽(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾊ 釧路北陽高 2 321 加藤　ひかり(3) ｶﾄｳ ﾋｶﾘ 別海高

3 2 若椙　宣弘(4) ﾜｶｽｷﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 釧教大 3 2828 鎌田　夏帆(2) ｶﾏﾀﾞ ｶﾎ 別海野付中

4 1 坂本　惟吹(4) ｻｶﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 釧教大 4 2433 佐藤　希乃羽(2) ｻﾄｳ ﾉﾉﾊ 鶴居中

5 833 吉田　麗乃(1) ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ 釧路江南高

6 418 西田　蒔乃(1) ﾆｼﾀﾞ ｼﾉ 武修館高

① ①

② ②

③ ③

共通男子棒高跳 共通女子棒高跳
4月29日 10:00 決　勝 4月29日 10:00 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 862 吉田　武紗士(2) ﾖｼﾀﾞ ﾑｻｼ 釧路江南高 1 833 吉田　麗乃(1) ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ 釧路江南高

2 3 河野　哲也 ｶﾜﾉ ﾃﾂﾔ 十勝陸協 2 831 倉谷　紗鳥(2) ｸﾗﾔ ｻﾄﾘ 釧路江南高

3 4 山室　泰雅 ﾔﾏﾑﾛ ﾀｲｶﾞ キープオンランニング 3 868 鈴木　瞳月(3) ｽｽﾞｷ ｼﾂﾞｸ 釧路江南高

① ①

② ②

③ ③
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小学男子走幅跳
4月29日 09:00 決　勝

Ａピット Ｂピット
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 3348 佐藤　匠(4) ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 網走陸上部 1 3341 堀口　新(S6) ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾗﾀ 鶴居ＡＣ
2 3490 齊藤　巧将(S4) ｻｲﾄｳ ﾖｼﾏｻ 釧路JRC 2 3213 松下　颯我(S3) ﾏﾂｼﾀ ﾌｳｶﾞ 鶴居ＡＣ
3 3389 横山　凌(S5) ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ 釧路JRC 3 3231 亀谷　篤斗(S4) ｶﾒﾔ ｱﾂﾄ 釧路JRC
4 3494 鯛治　大登(S5) ﾀｲｼﾞ ﾋﾛﾄ 美幌RC 4 3483 平田　悠真(S6) ﾋﾗﾀ ﾕｳ 釧路ＡＣ
5 3404 森　晴輝(S5) ﾓﾘ ﾊﾙｷ 釧路JRC 5 3392 菊地　瞬(S6) ｷｸﾁ ｼｭﾝ 釧路JRC
6 3060 有馬　湊(S5) ｱﾘﾏ ﾐﾅﾄ 幕別陸少 6 3143 山本　陽也(S4) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾔ 釧路JRC
7 3334 渡部　俊太(S6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀ釧路JRC 7 3357 増田　一元(S1) ﾏｽﾀﾞ ｲﾁｹﾞﾝ鶴居ＡＣ
8 3258 曽我　奏斗(S5) ｿｶﾞ ｶﾅﾄ 美幌RC 8 3061 本保　煌希(S5) ﾎﾝﾎﾟ ｺｳｷ 幕別陸少
9 3073 福井　慶太(S6) ﾌｸｲ ｹｲﾀ オホーツクキッズ 9 3254 高瀬　生楓(S6) ﾀｶｾ ｲﾌｳ オホーツクキッズ

① ②

③

小学女子走幅跳
4月29日 10:00 決　勝

Ａピット Ｂピット
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 3971 平　絢星(S6) ﾀｲﾗ ｱﾔｾ 釧路JRC 1 3909 梅津　花鈴(S6) ｳﾒﾂ ｶﾘﾝ 鶴居ＡＣ
2 3664 福井　こよみ(S6)ﾌｸｲ ｺﾖﾐ 美幌RC 2 3972 小田島　璃奈(S6)ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾘﾅ 釧路JRC
3 3980 髙橋　楓愛(S4) ﾀｶﾊｼ ﾌｳｱ 別海陸少 3 3651 菅原　育心(S5) ｽｶﾞﾜﾗ ｲｸﾐ 鶴居ＡＣ
4 3653 茂木　麗奈(S5) ﾓｷﾞ ﾚｲﾅ 幕別陸少 4 3642 増田　咲空(S3) ﾏｽﾀﾞ ｻｸｱ 鶴居ＡＣ
5 3647 及川　希(S4) ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 鶴居ＡＣ 5 3512 伊東　美咲(S5) ｲﾄｳ ﾐｻｷ 釧路JRC
6 3731 永江　綺良(S6) ﾅｶﾞｴ ｷﾗ 知床AC 6 3985 沼倉　茉里(S5) ﾇﾏｸﾗ ﾏﾘ 別海陸少
7 3890 吉岡　奏乃(S5) ﾖｼｵｶ ｿﾉ 釧路JRC 7 3546 谷山　心緒(S5) ﾀﾆﾔﾏ ﾐｵ 幕別陸少
8 3889 吉田　璃央(S5) ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ 釧路JRC 8 3595 金子　心(S4) ｶﾈｺ ｺｺﾛ 釧路JRC

① ②

③

共通男子走幅跳
4月29日 11:00 決　勝

Ａピット Ｂピット
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 471 安代　そら(1) ｱｼﾛ ｿﾗ 釧路工業高 1 519 飯田　晶悦(3) ｲｲﾀﾞ ｼｮｳｴﾂ 釧路北陽高

2 1554 廣橋　謙吾(3) ﾋﾛﾊｼ ｹﾝｺﾞ 白糠中 2 744 前田　良(1) ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ 釧路明輝高

3 1067 迎　悠人(3) ﾑｶｲ ﾕｳﾄ 釧路共栄中 3 865 佐藤　佑真(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 釧路江南高

4 1437 藤原　拓也(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ 鶴居中 4 883 石井　佑岳(2) ｲｼｲ ﾕﾀｶ 釧路湖陵高

5 1253 菅井　琉唯(2) ｽｶﾞｲ ﾙｲ 標津中 5 1439 鈴木　零生(1) ｽｽﾞｷ ﾚｲ 鶴居中

6 801 井上　悠來(3) ｲﾉｳｴ ﾕﾗ 釧路東高 6 260 中崎　楽久(J2) ﾅｶｻﾞｷ ｶﾞｸ オホーツクAC

7 1276 草富　大月(3) ｸｻﾄﾐ  ﾀﾂｷ 釧路大楽毛中 7 102 後藤　大輔(3) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 美幌北中

8 382 石田　晴大(J2) ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾀ オホーツクAC 8 1040 塚原　拓心(3) ﾂｶﾊﾗ ﾀｸﾐ 附属釧路義務

9 397 島津　湧人(3) ｼﾏｽﾞ ﾕｳﾄ 根室高 9 1537 西口　侑良(2) ﾆｼｸﾞﾁ ﾕﾗ 厚岸真龍中

10 516 仲澤　虎伯(3) ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊｸ 釧路北陽高 10 416 遠藤　陽翔(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 武修館高

11 1610 安斉　朔(2) ｱﾝｻﾞｲ ｻｸ 釧路鳥取西中 11 1287 尾屋　光翼(3) ｵﾔ  ｺｳｽｹ 釧路大楽毛中

12 1553 髙坂　洸史(3) ﾀｶｻｶ ﾋﾛﾌﾐ 白糠中 12 1466 加藤　碧莞(2) ｶﾄｳ ｱｵｲ 浜中茶内中

13 1 小畠　正宗(J1) ｵﾊﾞﾀ ﾏｻﾑﾈ オホーツクAC 13 325 竹山　創(3) ﾀｹﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 別海高

14 1257 佐藤　猛(3) ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 標津中 14 1138 今　一柊(3) ｺﾝ ｲｯｼｭｳ 釧路富原中

15 1617 酒井　飛良(3) ｻｶｲ ﾄﾗ 釧路鳥取西中 15 4042 川口　宥 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳ 釧路地方陸協

① ②

③
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共通女子走幅跳
4月29日 12:30 決　勝

Ａピット Ｂピット
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 2359 青木　このみ(3) ｱｵｷ ｺﾉﾐ 釧路北中 1 878 稲葉　小絵(3) ｲﾅﾊﾞ ｻｴ 釧路湖陵高

2 2092 塩田　　梢葉(1) ｼｵﾀﾞ ｺﾉﾊ 釧路景雲中 2 2241 井口　芽維(3) ｲｸﾞﾁ ﾒｲ 標津中

3 2413 梅津　柚月(3) ｳﾒﾂ ﾕﾂﾞｷ 鶴居中 3 3580 大内　埜瑚(Ｊ1) ｵｵｳﾁ ﾉｺ 美幌RC

4 2114 高橋　　優空(2) ﾀｶﾊｼ  ﾕｱ 釧路景雲中 4 2675 川中　友結(2) ｶﾜﾅｶ ﾕｳ 釧路鳥取中

5 2063 渡部　桜音(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵﾄ 釧路共栄中 5 77 廣田　彩華(2) ﾋﾛﾀ ｱﾔｶ 美幌北中

6 2113 塩田　　有栞(2) ｼｵﾀﾞ  ｱﾘｶ 釧路景雲中 6 2123 平尾　こゆき(3) ﾋﾗｵ ｺﾕｷ 釧路富原中

7 2623 竹田　彩伽(2) ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ 釧路鳥取中 7 2631 佐藤　李琉羽(3) ｻﾄｳ ﾘﾙﾊ 釧路鳥取中

8 2432 志村　萌絵(2) ｼﾑﾗ ﾓｴ 鶴居中 8 2622 平　彩飛(2) ﾀｲﾗ ｱｻﾋ 釧路鳥取中

9 3816 白石　光(3) ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 北見藤高 9 511 水野　琳(3) ﾐｽﾞﾉ ﾘﾝ 釧路北陽高

10 2676 村岡　李音(2) ﾑﾗｵｶ ﾘﾉﾝ 釧路鳥取中 10 803 島貫　愛海(2) ｼﾏﾇｷ ｱﾐ 釧路東高

11 2674 宮崎　真悠(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕ 釧路鳥取中

① ②

③

共通男子三段跳 共通女子三段跳
4月29日 14:30 決　勝 4月29日 14:30 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 430 渡辺　聖也(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 武修館高 1 615 小島　すばる(2) ｺｼﾞﾏ ｽﾊﾞﾙ 標茶高

2 801 井上　悠來(3) ｲﾉｳｴ ﾕﾗ 釧路東高 2 741 小野寺　鈴華(3) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾝｶ 釧路明輝高

① ①

② ②

小学男子砲丸投[2.721kg] 小学女子砲丸投[2.721kg]
4月29日 13:00 決　勝 4月29日 13:00 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 3113 本田　夏向(S5) ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅﾀ オホーツクキッズ 1 3636 福井　希依(S6) ﾌｸｲ ﾉｲ 厚岸RC

2 3210 堀田　侑希(S6) ﾎｯﾀ ﾕｳｷ オホーツクキッズ 2 3728 一戸　ななみ(S6) ｲﾁﾉﾍ ﾅﾅﾐ 厚岸RC

3 3358 清水　晃太(S5) ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ 鶴居ＡＣ 3 3749 岸田　葵依(S6) ｷｼﾀﾞ ｱｵｲ 釧路JRC

4 3655 及川　　叶(S6) ｵｲｶﾜ　ｶﾅｲ 鶴居ＡＣ

① ①

② ②

③ ③

中学男子砲丸投[5.000kg] 中学女子砲丸投[2.721kg]
4月29日 10:30 決　勝 4月29日 11:30 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 1436 佐藤　鷲斗(1) ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 鶴居中 1 2381 粟野　羚依(3) ｱﾜﾉ ﾚｲ 別海上春別中

2 1432 佐藤　嘉人(2) ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 鶴居中 2 2817 菊地　凛(1) ｷｸﾁ ﾘﾝ 標茶虹別中

3 1535 小寺　翔太(2) ｺﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 厚岸真龍中 3 2830 中野　星利(2) ﾅｶﾉ ｱｶﾘ 別海野付中

4 1190 菅野　佑紀(3) ｶﾝﾉ ﾕｳｷ 釧路阿寒中 4 2635 奥谷　玲菜(3) ｵｸﾔ ﾚﾅ 釧路鳥取中

5 1191 木村　孝史(3) ｷﾑﾗ ｺｳｼ 釧路阿寒中 5 2673 千廣　里桜(2) ﾁﾋﾛ ﾘｵ 釧路鳥取中

6 290 岩崎　鼓太郎(J3) ｲﾜｻｷ ｺﾀﾛｳ オホーツクAC 6 2634 酒井　紅玲愛(3) ｻｶｲ ｸﾚｱ 釧路鳥取中

7 1066 上村　宗仁朗(3) ｶﾐﾑﾗ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 釧路共栄中 7 2671 高橋　和(3) ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ 釧路鳥取中

8 2883 高橋　芹香(3) ﾀｶﾊｼ ｾﾘｶ 別海中央中

① 9 2828 鎌田　夏帆(2) ｶﾏﾀﾞ ｶﾎ 別海野付中

② 10 121 原田　莉子(J3) ﾊﾗﾀﾞ ﾘｺ オホーツクAC

③

①

② ③
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共通男子砲丸投[6.000kg] 共通女子砲丸投[4.000kg]
4月29日 10:30 決　勝 4月29日 11:30 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 467 大井　士竜(2) ｵｵｲ ｼﾘｭｳ 霧多布高 1 464 佐澤　萌音(2) ｻｻﾞﾜ ﾓﾈ 霧多布高
2 427 岡田　和輝(3) ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 武修館高 2 522 佐々木　遥香(2) ｻｻｷ ﾊﾙｶ 釧路北陽高

3 435 工藤　遥澄(2) ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 武修館高 3 2634 酒井　紅玲愛(3) ｻｶｲ ｸﾚｱ 釧路鳥取中

4 2671 高橋　和(3) ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ 釧路鳥取中

① 5 757 渡部　結羽(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 釧路明輝高

② 6 1 相馬　夏好(1) ｿｳﾏ ｶｺ 北見藤高
7 3816 白石　光(3) ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 北見藤高

共通男子砲丸投[7.260kg]
4月29日 10:30 決　勝 ①

②
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 ③

1 387 森　祥真(1) ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 根室高
2 20 石澤　一澄(1) ｲｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 釧教大

① ②

小学男子ジャベリックボール投 小学女子ジャベリックボール投
4月29日 09:00 決　勝 4月29日 09:00 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 3309 福井　希昊(S2) ﾌｸｲ ﾏﾚﾄ 厚岸RC 1 3654 山吉　華瑠(S5) ﾔﾏﾖｼ ﾊﾙ 厚岸RC

2 3352 宮野下　慈(S2) ﾐﾔﾉｼﾀ ﾁｶｼ 本別陸少 2 3649 永江　優愛(S4) ﾅｶﾞｴ ﾕｳｱ 知床AC

3 3142 高松　丈士(S3) ﾀｶﾏﾂ ｼﾞｮｳｼﾞ 鶴居ＡＣ 3 3657 吉成　瑠優花(S3) ﾖｼﾅﾘ ﾙｳｶ 釧路JRC

4 3359 谷地田　翔(S5) ﾔﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 幕別陸少 4 3638 外崎　莉桜(S5) ｿﾄｻﾞｷ ﾘｵ 厚岸RC

5 3353 畠山　駿介(S2) ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 鶴居ＡＣ 5 3594 松井　葉夏(S4) ﾏﾂｲ ﾊﾅ 釧路JRC

6 3144 髙橋　快斗(S4) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 釧路JRC 6 3650 伊場　笑生(S5) ｲﾊﾞ ｴｲｸ 上浦陸上少年団

7 3444 菊地　瑛翔(S3) ｷｸﾁ ｴｲﾄ 釧路JRC 7 3559 今井　ちほ(S5) ｲﾏｲ ﾁﾎ 別海陸少

8 3410 可児　優我(S4) ｶﾆ ﾕｳｶﾞ 知床AC 8 3523 藤島　咲菜(S4) ﾌｼﾞｼﾏ ｻｷﾅ 釧路JRC

9 3135 野田　心翔(S3) ﾉﾀﾞ ﾏﾅﾄ 白糠陸少 9 3985 沼倉　茉里(S5) ﾇﾏｸﾗ ﾏﾘ 別海陸少

10 3107 片岡　歩音(S5) ｶﾀｵｶ ｱﾙﾄ 釧路JRC 10 3577 前田　柚葉(S6) ﾏｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 別海陸少

11 3146 井上　璃人(S3) ｲﾉｳｴ ﾘﾋﾄ 釧路JRC 11 3876 志村　美紅(S6) ｼﾑﾗ ﾐｸ 鶴居ＡＣ

12 3442 平賀　絆(S4) ﾋﾗｶﾞ ｷｽﾞﾅ 知床AC 12 3912 川村　花代(S6) ｶﾜﾑﾗ ｶﾖ 厚岸RC

13 3150 鈴木　漣起(S5) ｽｽﾞｷ ﾅﾐｷ 知床AC

14 3044 岡元　奏樹(S3) ｵｶﾓﾄ ｿｳｷ 釧路JRC ①

15 3102 永野　雄聖(S4) ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｾｲ 別海陸少 ②

16 3369 木村　政人(S6) ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ 釧路JRC ③

17 3219 北本　凛太郎(S6) ｷﾀﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 釧路JRC
18 3103 菱沼　翔稀(S4) ﾋｼﾇﾏ ｼｮｳｷ 鶴居ＡＣ
19 3043 福井　斗希仁(S4) ﾌｸｲ  ﾄｷﾋｻ 厚岸RC
20 3286 高橋　紘彬(S6) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 別海陸少
21 3073 福井　慶太(S6) ﾌｸｲ ｹｲﾀ オホーツクキッズ ①

22 3254 高瀬　生楓(S6) ﾀｶｾ ｲﾌｳ オホーツクキッズ ②
23 3334 渡部　俊太(S6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 釧路JRC ③

中学男子ジャベリックスロー
4月29日 10:30 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

1 1836 川口　結心(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｼﾝ 釧路鳥取西中 6 1603 木幡　隼也(3) ｺﾊﾀ ｼｭﾝﾔ 釧路鳥取西中

2 1439 鈴木　零生(1) ｽｽﾞｷ ﾚｲ 鶴居中 7 1433 秋里　康平(2) ｱｷｻﾄ ｺｳﾍｲ 鶴居中
3 1061 小山　青琉(2) ｺﾔﾏ ﾊﾙ 釧路共栄中 8 1465 君塚　凰牙(3) ｷﾐﾂﾞｶ ｵｳｶﾞ 浜中茶内中

4 1434 東　皇希(1) ｱｽﾞﾏ ｺｳｷ 鶴居中 9 230 白石　大和(J2) ｼﾗｲｼ ﾔﾏﾄ オホーツクAC

5 1436 佐藤　鷲斗(1) ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 鶴居中
①

② ③

- 20 -



中学女子ジャベリックスロー
4月29日 10:30 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 2541 前畑　さくら(1) ﾏｴﾊﾀ ｻｸﾗ 厚岸真龍中

2 2431 菱沼　華帆(2) ﾋｼﾇﾏ ｶﾎ 鶴居中 ①

3 2018 鹿野　七海(2) ｶﾉ ﾅﾅﾐ 釧路幣舞中 ②

4 2020 佐藤　そな(1) ｻﾄｳ ｿﾅ 釧路幣舞中 ③

共通男子やり投 共通女子やり投
4月29日 11:30 決　勝 4月29日 11:30 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 461 太田　喬凱(3) ｵｵﾀ ｺｳﾔ 霧多布高 1 459 君塚　柚祐(3) ｷﾐﾂﾞｶ ﾕｽﾞﾕ 霧多布高
2 387 森　祥真(1) ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 根室高 2 385 東峰　亜夢(3) ﾄｳﾐﾈ ｱﾑ 根室高
3 210 飯島　悠斗(2) ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 中標津農業高 3 323 佐藤　里樹(3) ｻﾄｳ ﾘｺ 別海高
4 862 吉田　武紗士(2) ﾖｼﾀﾞ ﾑｻｼ 釧路江南高 4 382 酒井　美充(3) ｻｶｲ ﾐﾂｷ 根室高
5 381 大見　晃祐(3) ｵｵﾐ ｺｳｽｹ 根室高 5 526 竹ヶ原　美輝(2) ﾀｹｶﾞﾊﾗ ﾐｷ 釧路北陽高

6 271 下　恵太(3) ｼﾓ ｹｲﾀ 標津高 6 834 前畑　星奈(1) ﾏｴﾊﾀ ｾｲﾅ 釧路江南高

7 485 髙平　楠託(3) ﾀｶﾋﾗ ﾅﾀｸ 釧路工業高

8 507 飛澤　和幸(3) ﾄﾋﾞｻﾜ ｶｽﾞﾕｷ帯広南商業高 ①

②

① ③

②

③

共通男子円盤投[1.750kg] 共通女子円盤投[1.000kg]
4月29日 13:00 決　勝 4月29日 13:00 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 476 上藤　匡登(1) ｱｹﾞﾌｼﾞ ﾀｸﾄ 釧路工業高 1 869 高橋　実夢(3) ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 釧路江南高

2 435 工藤　遥澄(2) ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 武修館高 2 834 前畑　星奈(1) ﾏｴﾊﾀ ｾｲﾅ 釧路江南高

① ①

② ②

共通男子円盤投[2.000kg]
4月29日 13:00 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 174 竹市　義文 ﾀｹｲﾁ ﾖｼﾌﾐ 釧路地方陸協 ①

共通男子ハンマー投[6.000kg] 共通女子ハンマー投[4.000kg]
4月29日 14:00 決　勝 4月29日 14:00 決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 891 船木　優汰(3) ﾌﾅｷ ﾕｳﾀ 釧路湖陵高 1 382 酒井　美充(3) ｻｶｲ ﾐﾂｷ 根室高
2 427 岡田　和輝(3) ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 武修館高 2 385 東峰　亜夢(3) ﾄｳﾐﾈ ｱﾑ 根室高
3 742 鳴川　大輝(2) ﾅﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 釧路明輝高 3 871 佐澤　璃音(2) ｻｻﾞﾜ ﾘｵﾝ 釧路湖陵高

4 270 木村　康補(3) ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 標津高 4 869 高橋　実夢(3) ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 釧路江南高

5 167 阿部　冬彩 ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ 釧路陸協
①

② ①

②

共通男子ハンマー投[7.260kg] ③

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属

試順ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属
1 176 山下　大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 釧路地方陸協 ①
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