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第77回 国民体育大会陸上競技釧路予選会 兼 2022 釧路中学記録会 第２戦

1 共男 ３００mH 1 １組 9:00 8:40 1 共男 走幅跳 30 9:00 8:30

2 共女 １４５ｍ 20 ３組 9:05 8:45 2 共女 走幅跳 25 11:00 10:30

3 共男 １４５ｍ 32 ４組 9:15 8:55 3 共男 三段跳 3 13:00 12:30

4 中女 １００mH 17 予３組ベスト８ 9:30 9:10 3 共女 三段跳 1 13:00 12:30

5 中男 １１０mH 4 1組 1 共男 棒高跳 4 9:00 8:30

6 共男 １５００m 21 ２組 9:45 9:25 1 共女 棒高跳 1 9:00 8:30

共女 １５００m 3 １組 2 共女 走高跳 4 11:00 10:30

7 共男 １１０mH 1 １組 10:05 9:45 3 共男 走高跳 6 12:30 12:00

共男 １１０mＪH 1 １組 1 中男 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 10 9:00 8:30

8 中男 １００mH 1 １組 1 中女 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 8 9:00 8:30

共女 １００mH 3 １組 2 共男 やり投 7 10:30 10:00

9 共女 １００mＹH 6 １組 2 共女 やり投 3 10:30 10:00

10 共男 ４００m 24 ３組 10:15 9:55 1 男J 砲丸投 2 12:00 11:30

11 共女 ４００m 1 １組 1 共男 砲丸投 1 12:00 11:30

12 共男 ５０００mW 1 中止 1 中男 砲丸投 10 12:00 11:30

13 中女 １００mH 決 １組 10:50 10:30 1 共女 砲丸投 2 12:00 11:30

14 共男 １０００ｍ 5 １組 10:55 10:35 1 中女 砲丸投 12 12:00 11:30

共女 １０００ｍ 2 １組 1 共男J 円盤投 2 13:00 12:30

15 共男 １００m 36 予５組ベスト１６ 11:05 10:45 1 共女 円盤投 3 13:00 12:30

16 中男 １００m 90 予１２組ベスト２４ 11:15 10:55 2 共男 ハンマー投 1 13:45 13:15

①〜④ 11:15 10:55 2 男J ハンマー投 4 13:45 13:15

⑤〜⑧ 11:25 11:05 2 共女 ハンマー投 1 13:45 13:15

⑨〜⑫ 11:35 11:15

17 中女 １００m 72 予選９組ベスト２４ 11:40 11:20

①〜④ 11:40 11:20

⑤〜⑧ 11:50 11:30

⑨　　　 12:00 11:40

18 共男 ８００ｍ 27 ４組 12:10 11:50

19 共女 ８００ｍ 15 ２組 12:30 12:10

20 共男 ３０００m 11 １組 12:45 12:25

共女 ３０００m 1 １組

共男 ５０００m 2 １組

21 共女 １００m 7 １組 13:15 12:55

22 中女 １００m 決 ３組 12:00

23 共男 １００m 決 ２組

24 中男 １００m 決 ３組

25 共女 ３００m 15 ２組 13:50 13:30

26 共男 ３００m 34 ５組 13:55 13:35

 　　　　　　　　　　　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。

　　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　　　日　　　程(改訂版)

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



総 務 本田　　貢

総 務 員 間宮　政喜

技 術 総 務 天野　崇夫

トラック審判長 関口　勝彦

フィールド審判長 志和　秀春

マ ー シ ャ ル (主) 本田　　貢 (兼)

藤本サツ子

ア ナ ウ ン サ ー (主) 伊藤由紀子

　　　　

記 録 員 (主) 番匠　　徹

髙久　佳子 西川真之亮 高橋　優子 佐渡穂菜美

番 組 編 成 員 (主) 西川真之亮 (兼)

競 技 者 係 (主) 児島　享史

榎本　寛大 山口　　信 諸藤　大悟

公 式 計 測 員 (主) 天野　崇夫 (兼)

風 力 係 (主) 武山　秀汰

松田　亜樹 遠山　駿文 矢萩　菜子 滝澤　拓海

用 器 具 係 (主) 田中　悠登

中村　繁人 佐藤　哲浩 山本　正直 石神　　徹

決 勝 審 判 員 (主) 松永　周三

（兼）計時員 伊藤　一明

写 真 判 定 員 (主) 村上　智一 松田　圭司

大泉　　凡 　

ス タ ー タ ー (主) 安原　晃司

リ コ ー ラ ー 中根健太郎 大南　央恵 遠藤　真人 松尾　和樹

競　技　役　員



監 察 員 (主) 大沼龍之介

畠中　崇史 松岡　義智 米田　恵美 藤柳　麻美

出 発 係 (主) 富田　裕嗣 飯田　雄士

杉森　琉奈 長谷部公一 黒木　淳志 佐藤　和敏

河津　雅幸 大辻　康太 松永　美和 美谷　園子

周 回 記 録 員 (主) 斉藤　政昭

髙橋　昌也

跳 躍 審 判 員 (主) 阿部　丈斗 沼倉　正広 松田　圭司 (兼)

南條　裕二 菅野　功一 石川　計行 新濱    昭

竹内菜々子 我彦　佳祐 鹿島　弘毅 中村　利秋

三浦健太郎 竹村健太郎 松本　秀雅 山本　勇太

投 擲 審 判 員 (主) 佐藤　良幸 滝沢　竜一

山下　大輔 高橋　優太 阿部　冬彩 鈴木　小絢

河嶋　正志 吉田　孝博 杉村　真唯 加藤　直也

仲　　悠輔

競 歩 審 判 員 (主) 諸藤　大悟 (兼)

安原　晃司 (兼) 関口　勝彦 (兼) 大辻　康太 (兼) 佐藤　和敏 (兼)

矢萩　菜子 (兼)

庶務・役員係 (主) 池田　泰弘 大泉　　凡

（補助員係） 羽生　亜紀 島津　志帆

各校の引率の先生方には、審判業務をお手伝いしてもらいます。名前のある方もない方も

役員係にて受付をして下さい。

補助員は、その都度手伝える選手を見つけましょう。



 

 

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、１００ｍ、中学女子１００ｍＨ以外タイムレースとし、フィールド競技（走高

跳・棒高跳は除く）は、３回の試技の後トップ８による３回の試技を行う。 

  （４）共通男女１５００ｍは 2組目を男女混走で行い、合計２組とする。 

（５）共通男子１１０ｍＪＨと１１０ｍＨは同時スタートで行う。 

（６）中学男子１００ｍＨと共通女子１００ｍＨは同時スタートで行う。 

（７）共通男女の１０００ｍは同時スタートで行う。 

  （８）共通女子以外の１００ｍと中学女子１００ｍＨは決勝を行う 

（９）共通男女３０００ｍと共通男子５０００ｍは同時スタートで行う。 

（10）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。 

  （11）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） 

  （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。 



中学男子100m 7月9日 11:35 予　選

7月9日 13:55 決　勝

予　選　12組0着＋24
1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾄｳ  ｼｭｳﾔ ﾆｼｸﾞﾁ ﾕﾗ ﾐｻﾜ ﾕｳﾄ

1 1102 佐藤　柊也(2) 釧路景雲中 1 1537 西口　侑良(2) 厚岸真龍中 1 1624 三澤　結人(1) 釧路鳥取中
ｻｴｷ ﾕｷﾉﾌﾞ ｷｸﾁ ｷｼﾝ ｲﾄｳ ｹｲｽｹ

2 1168 佐伯　幸伸(2) 釧路美原中 2 1492 菊池　軌心(3) 釧路青陵中 2 1131 伊藤　恵介(2) 釧路富原中
ﾌｼﾞｲ ｹｲｼｭﾝ ﾁﾊﾞ ｱｵｲ ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｵ

3 1012 藤井　敬準(2) 釧路幣舞中 3 1312 千葉　蒼生(2) 釧路春採中 3 1360 及川　秀夫(2) 釧路北中
ｵｸﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ ｵｶ  ﾀｸﾔ ｵｵﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ

4 1611 奥山　漣太郎(2) 釧路鳥取西中 4 1273 岡　拓哉(2) 釧路大楽毛中 4 1121 大南　颯祐(1) 釧路富原中
ｽｷﾞﾉ ﾜﾀﾙ ｵｵﾂｷ ﾕｳｽｹ ｶﾉｳ ﾌｳﾀ

5 1496 杉野　渉(2) 釧路青陵中 5 1605 大槻　祐介(3) 釧路鳥取西中 5 1310 鹿能　楓大(2) 釧路春採中
ｻｲﾄｳ ｿﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｾｲ ﾎﾝﾏ ｱﾕﾑ

6 1493 齊藤　蒼空(3) 釧路青陵中 6 1161 渡邉　悠聖(2) 釧路美原中 6 1622 本間　歩夢(2) 釧路鳥取中
ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｷ ｶﾐﾔﾏ ｿﾗ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾄ

7 1065 岡島　大樹(3) 釧路共栄中 7 1837 上山　碧来(2) 釧路鳥取西中 7 1013 鈴木　翔帝(2) 釧路幣舞中
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ ﾀｶｼﾏ  ﾘｭｳﾄ ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲﾄ

8 1437 藤原　拓也(1) 鶴居中 8 1103 髙島　琉斗(2) 釧路景雲中 8 1828 北島　維人(3) 別海野付中

4組 5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾉｾ ﾊﾔﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾌﾞｷ ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

1 1045 能勢　隼(2) 附属釧路義務 1 1105 長谷川　聖響(2) 釧路景雲中 1 1031 木村　駿介(2) 附属釧路義務

ﾂﾅﾌﾞﾁ ﾚﾝ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ ﾌﾄﾞｳ ﾚﾝ

2 1108 綱淵　蓮(1) 釧路景雲中 2 1614 鈴木　翔大(2) 釧路鳥取西中 2 1498 不藤　蓮(2) 釧路青陵中
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｶﾓ ｴｲｷ ｷｱｹ ｱｲﾙ

3 1167 吉田　大翔(1) 釧路美原中 3 1629 加茂　永基(2) 釧路鳥取中 3 1063 木明　藍琉(1) 釧路共栄中
ｷｱｹ ｼｵﾝ ｶﾜﾓﾄ ｿｳﾔ ﾍﾝﾐ ﾊﾔﾄ

4 1071 木明　詩臣(3) 釧路共栄中 4 1616 川本　創也(2) 釧路鳥取西中 4 1164 辺見　颯斗(1) 釧路美原中
ｼﾓｶﾜ ｺｳﾀ ﾇﾉﾀ ﾘｮｳﾀ ﾆｼﾀﾞ　ﾄﾓｷ

5 1070 下川　昊汰(3) 釧路共栄中 5 1278 布田　綾汰(1) 釧路大楽毛中 5 1305 西田　共希(3) 釧路春採中
ｱｽﾐ ｿｳｲﾁ ｿｶﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾖｺﾔﾏ  ﾙｲ

6 1491 明日実　宗一(3) 釧路青陵中 6 1110 曽我　響(1) 釧路景雲中 6 1104 横山　瑠己(2) 釧路景雲中
ﾑﾄｳ ﾀｵ ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀ ﾜｶﾏﾂ ﾘｵﾝ

7 1073 武藤　汰音(3) 釧路共栄中 7 1165 本間　悠太(1) 釧路美原中 7 1125 若松　璃音(1) 釧路富原中
ﾐｷ ﾁﾋﾛ ｸﾛｻｷ ﾄｱ ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾄ

8 1036 三木　知優(2) 附属釧路義務 8 1211 黒崎　翔空(1) 標茶中 8 1316 宮原　大翔(1) 釧路春採中

7組 8組 9組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾝ ｲｯｼｭｳ ﾑﾗﾔﾏ ﾚﾝ ｶﾀﾔﾏ ｴｲｼﾝ

1 1138 今　一柊(3) 釧路富原中 1 1166 村山　蓮(1) 釧路美原中 2 1112 片山　瑛心(1) 釧路景雲中
ｵﾉ ﾀｲｶﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾉｽｹ ﾂﾂﾐ ﾀｶﾉﾘ

2 1311 小野　泰駕(2) 釧路春採中 2 1212 齋藤　優乃介(1) 標茶中 3 1833 堤　崇展(1) 別海野付中
ｵﾀﾞ ﾀｲｼﾝ ｵﾉ ｲｽﾞｷ ｲﾏｲ ｺｳﾉｽｹ

3 1471 小田　泰心(1) 釧路青陵中 3 1282 小野　依希(1) 釧路大楽毛中 4 1106 今井　豪之介(1) 釧路景雲中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾋ ｵｵｴ ｼｲﾀ ｵﾉ ﾋﾛﾐﾁ

4 1357 遠藤　優陽(2) 釧路北中 4 1281 大江　椎太(1) 釧路大楽毛中 5 1033 小野　弘道(1) 附属釧路義務

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖｼ ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳﾀ ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾄ

5 1536 高橋　千嘉(2) 厚岸真龍中 5 1007 塚田　秀太(3) 釧路幣舞中 6 1499 井上　愛翔(1) 釧路青陵中
ｵﾊﾞﾗﾉﾘﾋﾄ ﾉﾘﾋﾄ ﾏﾂﾀﾞﾃ ｸｳｶﾞ ｶｽﾔ ﾕｳｼﾝ

6 1585 小原　紀人(2) 別海西春別中 6 1275 松館　空雅(2) 釧路大楽毛中 7 1435 粕谷　優心(1) 鶴居中
ﾈﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ ﾐﾅﾐ ｽﾊﾞﾙ ﾅﾐｵｶ ｺｳｷ

7 1594 根田　奏(1) 釧路鳥取西中 7 1438 南　昴輝(1) 鶴居中 8 1474 波岡　幸希(1) 釧路青陵中
ｱﾍﾞ ｶｲﾗ ｽｷﾞﾉ ｺｳｼ

8 1271 阿部　海星(2) 釧路大楽毛中 8 1122 杉野　幸志(1) 釧路富原中

10組 11組 12組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ ﾎｼ ﾊﾙﾋﾄ

2 1283 奥村　篤(1) 釧路大楽毛中 2 1124 岩崎　佑希(1) 釧路富原中 2 1035 星　陽仁(1) 附属釧路義務

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ ﾌｶﾐ ﾕｳﾄ ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾄ

3 1475 山本　祐智(1) 釧路青陵中 3 1163 深見　悠翔(1) 釧路美原中 3 1473 長岡　藍斗(1) 釧路青陵中
ｼｼﾄﾞ ｷﾖﾏｻ ｷﾀ ﾕｳｾｲ ｽｽﾞｷ ﾚｲ

4 1596 宍戸　心優(1) 釧路鳥取西中 4 1111 北　悠惺(1) 釧路景雲中 4 1439 鈴木　零生(1) 鶴居中
ﾅｶﾂｶ ﾘｭｳｾｲ ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｷ ｺﾝﾉ ｼｮｳｷ

5 1123 中塚　龍星(1) 釧路富原中 5 1595 山村　倖輝(1) 釧路鳥取西中 5 1472 紺野　翔暉(1) 釧路青陵中
ﾋﾉ ｹｲﾀ ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀ

6 1277 日野　渓太(2) 釧路大楽毛中 6 1361 増田　睦叶(2) 釧路北中 6 1014 北村　公汰(1) 釧路幣舞中
ｻｸﾏ ｶｲｼﾞ ｻﾄｳ ﾕｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｼﾝ

7 1107 佐久間　櫂司(1) 釧路景雲中 7 1284 佐藤　悠宇(1) 釧路大楽毛中 7 1034 長谷川　晟芯(1) 附属釧路義務

ﾊｾｶﾞﾜ ﾖﾘﾄ ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｷ ｶﾊﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ

8 1132 長谷川　頼人(2) 釧路富原中 8 1500 岡田　知樹(1) 釧路青陵中 8 1630 樺澤　稜大(1) 釧路鳥取中

－1－



共通男子100m
7月9日 11:25 予　選

7月9日 13:45 決　勝

予　選　5組0着＋16

1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶﾞﾜ ﾀｲﾁ ｵｾｷ ﾀｸﾄ ｲﾜﾓﾄ ｺｳｾｲ

1 473 小川　太一(1) 釧路工業高 2 479 小関　拓斗(1) 釧路工業高 2 472 岩本　嵩成(1) 釧路工業高
ﾀﾂﾔﾏ ﾖｼｷ ｻﾄｳ ﾓｶ ｱｹﾞﾌｼﾞ ｶｲﾄ

2 480 龍山　慈生(1) 釧路工業高 3 429 佐藤　想海(3) 武修館高 3 491 上藤　海登(2) 釧路工業高
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ ｺｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ ｻﾄｳ ｾｲｱ

3 398 吉田　稜(3) 根室高 4 391 小島　大和(3) 根室高 4 428 佐藤　星空(3) 武修館高
ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ ｷｸﾁ ﾊｸｱ ｲﾉｳｴ ﾚﾝ

4 4048 松尾　和樹 白樺AC 5 417 菊地　珀亜(1) 武修館高 5 394 井上　漣(2) 根室高
ﾍﾞﾂｲ ｶｽﾞﾄ ﾎｼ ﾚｵﾝ ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀ

5 867 別井　一翔(2) 釧路江南高 6 868 星　伶音(1) 釧路江南高 6 384 古館　亮汰(3) 根室高
ﾎﾘｳﾁ ｺｳｾｲ ｵｸﾔ ﾊﾙ ﾐｶﾐ ｺｳﾔ

6 437 堀内　皇世(2) 武修館高 7 432 奥谷　ハル(2) 武修館高 7 864 三上　晃弥(2) 釧路江南高
ｸﾎﾞ ﾏｻﾊﾙ ｴﾋﾞﾅ ﾄﾗﾉｽｹ ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝ

7 495 久保　将春(2) 釧路工業高 8 492 蝦名　虎之助(2) 釧路工業高 8 419 宮崎　駿(1) 武修館高
ｸﾘﾀ ﾕｳﾏ

8 475 栗田　優真(1) 釧路工業高

4組 5組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾄﾐｶ ﾋﾃﾞﾄﾗ ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ

2 478 冨賀　秀虎(1) 釧路工業高 2 470 久保田　琉惺(1) 釧路工業高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ ｱｵｷ ｶﾂﾞｷ

3 4008 遠藤　真人 釧路地方陸協 3 1638 青木　嘉月(3) 釧路鳥取中
ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ

4 484 木村　龍之介(3) 釧路工業高 4 5007 髙橋　真耶 釧路陸協
ｲﾄｳ ﾚｲﾀ ﾌｸｲ ｹｲﾄ

5 1626 伊藤　嶺汰(3) 釧路鳥取中 5 493 福居　奎人(2) 釧路工業高
ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ ｻﾄｳ ﾊｸﾄ

6 869 林　健太郎(1) 釧路江南高 6 389 佐藤　羽玖斗(2) 根室高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ｱﾗｲ ｹﾝﾄ

7 416 遠藤　陽翔(1) 武修館高 7 383 荒井　健翔(1) 根室高
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｱ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｷ

8 745 丸山　斗空(1) 釧路明輝高 8 24 山本　龍輝(1) 釧教大

共通女子100m
7月9日 13:35 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶｷｻﾞｷ ﾐﾐｶ ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ ﾆｼｶﾜ ﾕｲ

2 417 柿崎　海華(1) 武修館高 5 430 馬場　歩果(3) 武修館高 7 758 西川　結惟(2) 釧路明輝高
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾗ

3 428 鈴木　さくら(3) 武修館高 6 427 菊池　妃菜乃(3) 武修館高 8 416 小笠原　優楽(1) 武修館高
ﾅｶﾂｶ ﾉﾄﾞｶ

4 429 中塚　和花(3) 武修館高

中学女子100m 7月9日 12:00 予　選

7月9日 13:40 決　勝

予　選　9組0着＋24
1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾄｳ ﾐﾚｲ ｵｸﾔ ﾎﾉｶ ｻｲﾄｳ ｺｺﾐ

1 2069 伊藤　未湖(1) 釧路共栄中 1 2500 奧谷　帆乃花(1) 釧路青陵中 1 2043 斉藤　心実(1) 附属釧路義務

ﾂﾁﾔ ﾕｱﾝ ｺﾏﾂ ｻﾜ ｴﾝﾄﾞｳ  ﾐｵﾝ

2 2361 土屋　結愛(3) 釧路北中 2 2625 小松　咲葉(1) 釧路鳥取中 2 2109 遠藤　美音(2) 釧路景雲中
ｲｲｻﾞﾜ ﾒｲ ﾀﾅﾔﾏ  ﾘｺ ﾉﾑﾗ ﾂｷﾅ

3 2161 飯澤　萌衣(1) 釧路美原中 3 2115 棚山　莉子(2) 釧路景雲中 3 2159 野村　月妃菜(3) 釧路美原中
ﾉﾑﾗ ﾅﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾜ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾝ

4 2094 野村　菜那(1) 釧路景雲中 4 2499 山本　璃和(2) 釧路青陵中 4 2163 宮﨑　凛(1) 釧路美原中
ｸﾜﾀ ｳﾙ ﾁﾊﾞ ﾒｲ ﾑﾗｵｶ ﾘﾉﾝ

5 2532 桑田　羽琉(2) 厚岸真龍中 5 2124 千葉　愛音(3) 釧路富原中 5 2676 村岡　李音(2) 釧路鳥取中
ﾔﾏﾖｼ ﾐﾕ ｸﾎﾞﾀ ｺﾊﾙ ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾁｻ

6 2164 山吉　未悠(1) 釧路美原中 6 2096 久保田　小春(1) 釧路景雲中 6 2414 松林　千紗(3) 鶴居中
ﾀｹﾀﾞ ｺﾄﾐ ﾔﾏﾖｼ ﾕﾅ ﾅﾐﾋﾗ ﾘｺ

7 2134 竹田　ことみ(1) 釧路富原中 7 2157 山吉　由夏(3) 釧路美原中 7 2019 波平　莉子(2) 釧路幣舞中
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾜｶﾅ ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ ｻｻｷ  ｿﾗ

8 2629 柳谷　羽奏(1) 釧路鳥取中 8 2594 村山　未玖(2) 釧路鳥取西中 8 2111 佐々木　蒼羅(2) 釧路景雲中

－2－



4組 5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｷﾑﾗ ﾕｳｶ ｾｲﾉ ｺｻﾈ ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｵ

1 2091 木村　優花(1) 釧路景雲中 1 2624 清野　乎眞(1) 釧路鳥取中 1 2829 北島　凛音(2) 別海野付中
ﾂﾁﾔ ｼｵﾝ ｲﾄｳ ﾅﾅ ｳﾒﾂ ﾕﾂﾞｷ

2 2353 土屋　心緒(1) 釧路北中 2 2162 伊藤　夏菜(1) 釧路美原中 2 2413 梅津　柚月(3) 鶴居中
ﾋﾗﾔﾏ  ﾐｻｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾅ ｻｲﾄｳ ﾘﾘｱ

3 2118 平山　心咲(2) 釧路景雲中 3 2640 長谷川　ひな(2) 釧路鳥取中 3 2127 斎藤　莉々愛(2) 釧路富原中
ﾏﾂﾀﾞﾃ ｱﾝﾅ ﾋﾗｵ ｺﾕｷ ｼﾗｶﾐ ｽﾐﾚ

4 2835 松舘　杏奈(1) 別海野付中 4 2123 平尾　こゆき(3) 釧路富原中 4 2496 白神　好未鈴(3) 釧路青陵中
ｱｻﾘ ﾕｲﾈ ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ ｻｲﾄｳ ﾉﾉｶ

5 2095 浅里　結心(1) 釧路景雲中 5 2878 髙橋　心乃(1) 別海中央中 5 2312 齋藤　ののか(2) 釧路春採中
ﾌｸｼﾏ ｶﾘﾝ ﾄﾀﾞ ﾓﾓﾈ ｼﾗｻｷ ﾐｲﾅ

6 2271 福島　華凜(1) 釧路大楽毛中 6 2038 戸田　百音(3) 附属釧路義務 6 2132 白崎　瑞奈(1) 釧路富原中
ﾐｳﾗ ｲｵﾘ ﾓﾘ ﾁｱｷ ﾉﾑﾗ ﾅﾅ

7 2093 三浦　伊織(1) 釧路景雲中 7 2311 森　千晶(2) 釧路春採中 7 2498 野村　奈南(2) 釧路青陵中
ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ ｱｻﾘ ﾙﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵﾄ

8 2626 岩﨑　絢音(1) 釧路鳥取中 8 2494 浅利　るな(3) 釧路青陵中 8 2063 渡部　桜音(3) 釧路共栄中

7組 8組 9組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾘﾝ ｱﾗｼ ｲｻﾅ ｿﾛﾁ ﾋﾅ

1 2351 岩渕　佳鈴(1) 釧路北中 1 2064 嵐　伊紗那(2) 釧路共栄中 1 2067 曹路地　陽菜(1) 釧路共栄中
ｱﾗｷ ｶﾅﾈ ｻｶｷ ｶﾉｱ ｵｵｻﾜ ｶﾚﾝ

2 2621 荒木　夏和音(2) 釧路鳥取中 2 2133 榊　かのあ(1) 釧路富原中 2 2313 大澤　伽恋(1) 釧路春採中
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘﾝ ｱｶｶﾞﾜ ﾘｵﾅ ｷｸﾁ ﾘﾝ

3 2066 中村　茉稟(2) 釧路共栄中 3 2497 赤川　莉央奈(2) 釧路青陵中 3 2817 菊地　凛(1) 標茶虹別中
ﾋﾗﾔﾏ ﾚｲ ｾｷ ﾐﾕ ﾎﾝﾏ ﾋﾒｶ

4 2310 平山　怜(2) 釧路春採中 4 2122 関　美結(3) 釧路富原中 4 2471 本間　姫花(1) 釧路青陵中
ﾀｲﾗ ｱｻﾋ ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ ﾌｴｷ ｻﾅ

5 2622 平　彩飛(2) 釧路鳥取中 5 2352 山根　愛結(1) 釧路北中 5 2818 笛木　桜和(1) 標茶虹別中
ｻｸﾏ  ﾐｳ ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ ﾏﾂﾉ ｱｵｲ

6 2110 佐久間　美羽(2) 釧路景雲中 6 2623 竹田　彩伽(2) 釧路鳥取中 6 2272 松野　蒼(1) 釧路大楽毛中

ｶﾜﾅｶ ﾕｳ ｶﾝﾀﾞ ｼｭﾘ ﾂｼﾞ ﾊﾙｶ

7 2675 川中　友結(2) 釧路鳥取中 7 2126 神田　朱凜(2) 釧路富原中 7 2315 辻　暖華(1) 釧路春採中
ﾓﾝﾏ ﾋﾅ ｻﾄｳ ｿﾅ ﾅﾔ ﾙﾅ

8 2125 門真　陽奈(3) 釧路富原中 8 2020 佐藤　そな(1) 釧路幣舞中 8 2070 納谷　瑠奈(1) 釧路共栄中

共通男子145m
7月9日 09:15 決　勝

1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾄ ﾋﾉ ｹｲﾀ ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾄ

1 1473 長岡　藍斗(1) 釧路青陵中 1 1277 日野　渓太(2) 釧路大楽毛中 1 1316 宮原　大翔(1) 釧路春採中
ｻﾄｳ ﾕｳ ｻｲﾄｳ ﾅﾘﾁｶ ｱﾍﾞ ｶｲﾗ

2 1284 佐藤　悠宇(1) 釧路大楽毛中 2 1315 齊藤　稔知(1) 釧路春採中 2 1271 阿部　海星(2) 釧路大楽毛中

ﾎﾝﾏ ｱﾕﾑ ﾖｺﾔﾏ  ﾙｲ ｻｴｷ ﾕｷﾉﾌﾞ

3 1622 本間　歩夢(2) 釧路鳥取中 3 1104 横山　瑠己(2) 釧路景雲中 3 1168 佐伯　幸伸(2) 釧路美原中
ﾎｼ ﾚｵﾝ ｷｸﾁ ｷｼﾝ ｱｽﾐ ｿｳｲﾁ

4 868 星　伶音(1) 釧路江南高 4 1492 菊池　軌心(3) 釧路青陵中 4 1491 明日実　宗一(3) 釧路青陵中
ｷﾀ ﾕｳｾｲ ｸﾎﾞ ﾋﾛｷ ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ

5 1111 北　悠惺(1) 釧路景雲中 5 4047 久保　宏貴 釧路地方陸協 5 1361 増田　睦叶(2) 釧路北中
ﾀｶｼﾏ  ﾘｭｳﾄ ｵﾉ ﾋﾛﾐﾁ ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾌﾞｷ

6 1103 髙島　琉斗(2) 釧路景雲中 6 1033 小野　弘道(1) 附属釧路義務 6 1105 長谷川　聖響(2) 釧路景雲中
ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｼﾝ ﾅｶﾂｶ ﾘｭｳｾｲ ﾅﾐｵｶ ｺｳｷ

7 1034 長谷川　晟芯(1) 附属釧路義務 7 1123 中塚　龍星(1) 釧路富原中 7 1474 波岡　幸希(1) 釧路青陵中
ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀ ｵｵｴ ｼｲﾀ ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｷ

8 1165 本間　悠太(1) 釧路美原中 8 1281 大江　椎太(1) 釧路大楽毛中 8 1500 岡田　知樹(1) 釧路青陵中

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

ｵｶ  ﾀｸﾔ ｶﾀﾔﾏ ｴｲｼﾝ ﾀｶﾋﾗ ﾌｳﾏ

1 1273 岡　拓哉(2) 釧路大楽毛中 4 1112 片山　瑛心(1) 釧路景雲中 7 1431 髙平　楓真(2) 鶴居中
ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳﾀ ｻｲﾄｳ ｿﾗ ｼｮｳｼﾞ ﾗｲﾄ

2 1007 塚田　秀太(3) 釧路幣舞中 5 1493 齊藤　蒼空(3) 釧路青陵中 8 1162 庄司　煌(1) 釧路美原中
ｼﾓｶﾜ ｺｳﾀ ｻﾄｳ  ｼｭｳﾔ

3 1070 下川　昊汰(3) 釧路共栄中 6 1102 佐藤　柊也(2) 釧路景雲中

－3－



共通女子145m
7月9日 09:05 決　勝

1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾄｳ ﾅﾅ ｻﾄｳ ﾉﾉﾊ ﾔﾅｷﾞﾔ ﾜｶﾅ

2 2162 伊藤　夏菜(1) 釧路美原中 2 2433 佐藤　希乃羽(2) 鶴居中 3 2629 柳谷　羽奏(1) 釧路鳥取中
ﾓﾘ ﾁｱｷ ﾀﾅﾔﾏ  ﾘｺ ﾋﾗﾔﾏ  ﾐｻｷ

3 2311 森　千晶(2) 釧路春採中 3 2115 棚山　莉子(2) 釧路景雲中 4 2118 平山　心咲(2) 釧路景雲中
ﾀｲﾗ ｱｻﾋ ﾔﾏﾖｼ ﾐﾕ ﾔﾏﾖｼ ﾕﾅ

4 2622 平　彩飛(2) 釧路鳥取中 4 2164 山吉　未悠(1) 釧路美原中 5 2157 山吉　由夏(3) 釧路美原中
ﾅﾐﾋﾗ ﾘｺ ｴﾝﾄﾞｳ  ﾐｵﾝ ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ

5 2019 波平　莉子(2) 釧路幣舞中 5 2109 遠藤　美音(2) 釧路景雲中 6 2626 岩﨑　絢音(1) 釧路鳥取中
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾝ ｲｲｻﾞﾜ ﾒｲ

6 2674 宮崎　真悠(2) 釧路鳥取中 6 2163 宮﨑　凛(1) 釧路美原中 7 2161 飯澤　萌衣(1) 釧路美原中
ｼﾑﾗ ﾓｴ ﾉﾑﾗ ﾅﾅ ﾁﾋﾛ ﾘｵ

7 2432 志村　萌絵(2) 鶴居中 7 2094 野村　菜那(1) 釧路景雲中 8 2673 千廣　里桜(2) 釧路鳥取中
ﾉﾑﾗ ﾂｷﾅ ｺﾏﾂ ｻﾜ

8 2159 野村　月妃菜(3) 釧路美原中 8 2625 小松　咲葉(1) 釧路鳥取中

共通男子300m
7月9日 14:15 決　勝

1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾀｶｻｶ ﾋﾛﾌﾐ ｵｶﾞﾜ ﾀｲﾁ

2 484 木村　龍之介(3) 釧路工業高 2 1553 髙坂　洸史(3) 白糠中 2 473 小川　太一(1) 釧路工業高
ﾍﾞﾂｲ ｶｽﾞﾄ ｱｵｷ ｶﾂﾞｷ ｶﾜｺﾞｴ ｲﾌﾞｷ

3 867 別井　一翔(2) 釧路江南高 3 1638 青木　嘉月(3) 釧路鳥取中 3 1672 河越　一颯(3) 釧路鳥取中
ｲﾄｳ ﾚｲﾀ ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀ ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ

4 1626 伊藤　嶺汰(3) 釧路鳥取中 4 384 古館　亮汰(3) 根室高 4 1831 高木　颯大(2) 別海野付中
ｶﾈｳﾁ ｷﾗ ﾋﾉ ﾗｲﾄ ﾜｶﾏﾂ ﾘｵﾝ

5 434 金打　来輝(2) 武修館高 5 1159 日野　来飛(3) 釧路美原中 5 1125 若松　璃音(1) 釧路富原中
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ ｲﾄｳ ｹｲｽｹ

6 865 佐藤　佑真(2) 釧路江南高 6 398 吉田　稜(3) 根室高 6 1131 伊藤　恵介(2) 釧路富原中
ｴﾋﾞﾅ ﾘｭｳｼﾝ ｸﾎﾞ ﾏｻﾊﾙ ｿｶﾞ ﾋﾋﾞｷ

7 483 蝦名　龍信(3) 釧路工業高 7 495 久保　将春(2) 釧路工業高 7 1110 曽我　響(1) 釧路景雲中
ﾀｼﾛ ﾏｻﾄ ﾌｸｲ ｹｲﾄ ｲﾏｲ ｺｳﾉｽｹ

8 418 田代　真柊(1) 武修館高 8 493 福居　奎人(2) 釧路工業高 8 1106 今井　豪之介(1) 釧路景雲中

4組 5組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐｻﾜ ﾕｳﾄ ｸﾎﾞ ﾋﾛｷ

2 1624 三澤　結人(1) 釧路鳥取中 3 4047 久保　宏貴 釧路地方陸協

ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ ｵｵﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ

3 470 久保田　琉惺(1) 釧路工業高 4 1121 大南　颯祐(1) 釧路富原中
ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｮｳｽｹ ｶﾊﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ

4 1627 本郷　諒祐(3) 釧路鳥取中 5 1630 樺澤　稜大(1) 釧路鳥取中
ｲﾜﾓﾄ ｺｳｾｲ ｵｵﾂｷ ﾕｳｽｹ

5 472 岩本　嵩成(1) 釧路工業高 6 1605 大槻　祐介(3) 釧路鳥取西中

ﾀﾂﾔﾏ ﾖｼｷ ｽｷﾞﾉ ｺｳｼ

6 480 龍山　慈生(1) 釧路工業高 7 1122 杉野　幸志(1) 釧路富原中
ﾊｾｶﾞﾜ ﾖﾘﾄ ｺｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ

7 1132 長谷川　頼人(2) 釧路富原中 8 391 小島　大和(3) 根室高
ｵﾀﾞ ﾀｲｼﾝ

8 1471 小田　泰心(1) 釧路青陵中

共通女子300m
7月9日 14:10 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾝﾏ ﾋﾅ ﾓﾘｽﾞﾐ ｱｵｲ

2 2125 門真　陽奈(3) 釧路富原中 2 111 森住　葵(3) 本別勇足中

ｸﾗﾔ ｻﾄﾘ ｾｲﾉ ｺｻﾈ

3 831 倉谷　紗鳥(2) 釧路江南高 3 2624 清野　乎眞(1) 釧路鳥取中

ｻｲﾄｳ ﾘﾘｱ ｾｷ ﾐﾕ

4 2127 斎藤　莉々愛(2) 釧路富原中 4 2122 関　美結(3) 釧路富原中

ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓｶ ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾅ

5 2672 竹田　百伽(3) 釧路鳥取中 5 2640 長谷川　ひな(2) 釧路鳥取中

ｶﾝﾀﾞ ﾙｲ ﾌｸｼﾏ ｶﾘﾝ

6 2121 神田　琉音(3) 釧路富原中 6 2271 福島　華凜(1) 釧路大楽毛中

ﾑﾗｵｶ ﾘﾉﾝ ﾁﾊﾞ ﾒｲ

7 2676 村岡　李音(2) 釧路鳥取中 7 2124 千葉　愛音(3) 釧路富原中

ｼｵﾀﾞ  ｱﾘｶ ｻｻｷ  ｿﾗ

8 2113 塩田　有栞(2) 釧路景雲中 8 2111 佐々木　蒼羅(2) 釧路景雲中

－4－



共通男子400m
7月9日 10:15 決　勝

1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾜｺﾞｴ ｲﾌﾞｷ ｱﾝｻﾞｲ ｻｸ ｼｼﾄﾞ ｷﾖﾏｻ

1 1672 河越　一颯(3) 釧路鳥取中 1 1610 安斉　朔(2) 釧路鳥取西中 1 1596 宍戸　心優(1) 釧路鳥取西中

ﾋﾗｻﾜ ﾐｻｷ ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｵ ﾉｾ ﾊﾔﾄ

2 748 平澤　岬季(2) 釧路明輝高 2 1360 及川　秀夫(2) 釧路北中 2 1045 能勢　隼(2) 附属釧路義務

ﾋﾉ ﾗｲﾄ ﾄﾐｶ ﾋﾃﾞﾄﾗ ｵｵﾊﾗ ﾋﾅﾀ

3 1159 日野　来飛(3) 釧路美原中 3 478 冨賀　秀虎(1) 釧路工業高 3 1062 大原　陽向(1) 釧路共栄中
ｴﾋﾞﾅ ﾘｭｳｼﾝ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾍﾝﾐ ﾊﾔﾄ

4 483 蝦名　龍信(3) 釧路工業高 4 1362 吉田　悠真(2) 釧路北中 4 1164 辺見　颯斗(1) 釧路美原中
ﾀｼﾛ ﾏｻﾄ ｻｸﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾂﾂﾐ ﾀｶﾉﾘ

5 418 田代　真柊(1) 武修館高 5 1829 櫻田　準平(3) 別海野付中 5 1833 堤　崇展(1) 別海野付中
ｶﾈｳﾁ ｷﾗ ｱﾗｲ ｹﾝﾄ ｼｮｳｼﾞ ﾗｲﾄ

6 434 金打　来輝(2) 武修館高 6 383 荒井　健翔(1) 根室高 6 1162 庄司　煌(1) 釧路美原中
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾎ

7 1013 鈴木　翔帝(2) 釧路幣舞中 7 1167 吉田　大翔(1) 釧路美原中 7 1017 近藤　拓穂(1) 釧路幣舞中
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ ｵﾉ ｼｭﾝ ﾇﾉﾀ ﾘｮｳﾀ

8 1137 山崎　蒼太(3) 釧路富原中 8 1612 小野　駿(2) 釧路鳥取西中 8 1278 布田　綾汰(1) 釧路大楽毛中

共通男子800m
7月9日 12:30 決　勝

1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾋﾗｻﾜ ﾐｻｷ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾁﾊﾞ ﾋﾅﾀ

2 748 平澤　岬季(2) 釧路明輝高 2 1362 吉田　悠真(2) 釧路北中 2 1872 千葉　陽向(2) 別海中央中
ｶﾂﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｱﾗｷ ｼｮｳﾀ ｵｵﾊﾗ ﾋﾅﾀ

3 433 桂田　颯斗(2) 武修館高 3 1621 荒木　翔太(2) 釧路鳥取中 3 1062 大原　陽向(1) 釧路共栄中
ﾏﾙﾌｼﾞ ﾎﾏﾚ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ ｵﾊﾞﾗﾉﾘﾋﾄ ﾉﾘﾋﾄ

4 212 丸藤　歩希(J3) オホーツクＡＣ 4 386 高橋　優吾(2) 根室高 4 1585 小原　紀人(2) 別海西春別中

ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ｻｸﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾊﾘｴ ｶﾝｽｹ

5 4050 滝澤　拓海 釧路地方陸協 5 1829 櫻田　準平(3) 別海野付中 5 1495 張江　敢介(3) 釧路青陵中
ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｷ ﾅｶﾈ ｹﾝﾀﾛｳ ｴｸﾞﾁ ﾌｳﾀ

6 863 高橋　淳絆(2) 釧路江南高 6 4043 中根　健太郎 釧路地方陸協 6 1359 江口　楓太(2) 釧路北中
ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｮｳｽｹ ﾄﾐﾀﾘｮｳｽｹ ﾘｮｳｽｹ ﾎｼ ﾊﾙﾋﾄ

7 1627 本郷　諒祐(3) 釧路鳥取中 7 1581 富田　僚介(3) 別海西春別中 7 1035 星　陽仁(1) 附属釧路義務

ﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ ｷｸﾁ ﾚｲ ﾎﾝﾀﾞ ｿｳｼ

8 1136 千田　陽生(3) 釧路富原中 8 1356 菊池　黎(3) 釧路北中 8 1821 本多　蒼士(1) 標茶虹別中

4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶｽﾔ ﾕｳｼﾝ ﾌﾄﾞｳ ﾚﾝ

2 1435 粕谷　優心(1) 鶴居中 5 1498 不藤　蓮(2) 釧路青陵中
ﾀﾑﾗ ｹｲｺﾞ ｵｵﾀﾆ ｱﾂｷ

3 400 田村　啓悟(3) 根室高 6 1032 大谷　篤生(1) 附属釧路義務

ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ ｼﾏ ｿｳｽｹ

4 1283 奥村　篤(1) 釧路大楽毛中 7 1285 島　蒼典(1) 釧路大楽毛中

共通女子800m
7月9日 12:50 決　勝

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂｲ ﾚﾅ ﾏﾁﾔﾕﾉ ﾕﾉ

1 2354 松井　玲菜(1) 釧路北中 2 2583 町屋　友音(2) 別海西春別中

ｻｸﾗｲ ﾐﾁｶ ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ

2 2158 櫻井　迪花(3) 釧路美原中 3 2593 村上　真央(2) 釧路鳥取西中

ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ ﾂﾁﾔ ｼｵﾝ

3 3816 白石　光(3) 北見藤高 4 2353 土屋　心緒(1) 釧路北中
ﾑﾗｼﾏ ﾋｶﾘ ﾀｶﾊｼ ｱｲｶ

4 389 村島　光莉(2) 根室高 5 2816 髙橋　愛華(1) 標茶虹別中
ﾋｼﾇﾏ ｶﾎ ｷｿ ﾘﾘﾅ

5 2431 菱沼　華帆(2) 鶴居中 6 2160 木曽　莉々菜(2) 釧路美原中
ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｵ ｻｸﾗｲｱﾔｶ ｱﾔｶ

6 2829 北島　凛音(2) 別海野付中 7 2581 櫻井　彩花(2) 別海西春別中

ﾂﾁﾔ ﾕｱﾝ ﾌｴｷ ｻﾅ

7 2361 土屋　結愛(3) 釧路北中 8 2818 笛木　桜和(1) 標茶虹別中
ｼﾗﾄ ｷﾗﾘ

8 2833 白土　きらり(1) 別海野付中

－5－



共通男子1000m 共通女子1000m
7月9日 11:15 決　勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖｼ ｸﾜﾀ ｳﾙ

1 1536 高橋　千嘉(2) 厚岸真龍中 6 2532 桑田　羽琉(2) 厚岸真龍中
ｼﾏ ｿｳｽｹ ｻﾄｳ ﾘｺ

2 1285 島　蒼典(1) 釧路大楽毛中 7 168 佐藤　理子 釧路地方陸協

ﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ

3 1136 千田　陽生(3) 釧路富原中
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｷ

4 11 中山　智貴 釧路地方陸協

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｸ

5 1134 山崎　琉矩(3) 釧路富原中

共通男子1500m 共通女子1500m
7月9日 09:45 決　勝

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾋﾗﾓﾄ ﾛｲ ﾔｸﾞﾁ ﾊﾙｷ ﾓｷﾞ ﾋﾅﾀ

1 494 平本　路育(2) 釧路工業高 1 1628 矢口　大貴(3) 釧路鳥取中 9 911 茂木　ひなた(J1) オホーツクＡＣ

ｷｸﾁ ﾚｲ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾎ ｵｶﾀﾞ ﾚﾅ

2 1356 菊池　黎(3) 釧路北中 2 1017 近藤　拓穂(1) 釧路幣舞中 10 387 岡田　怜奈(1) 根室高
ｻﾄｳ ﾕｳｶﾞ ｱｷｻﾄ ｺｳﾍｲ ﾀｶﾊｼ ｱｲｶ

3 802 佐藤　悠河(3) 釧路東高 3 1433 秋里　康平(2) 鶴居中 11 2816 髙橋　愛華(1) 標茶虹別中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ｻｲﾄｳ ｶﾅﾄ ﾏﾂｲ ﾚﾅ

4 1068 渡部　正太郎(3) 釧路共栄中 4 395 齋藤　奏斗(1) 根室高 12 2354 松井　玲菜(1) 釧路北中
ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ ｱﾗｷ ｼｮｳﾀ

5 175 川端　俊司 釧路地方陸協 5 1621 荒木　翔太(2) 釧路鳥取中
ﾎﾝﾀﾞ ｿｳｼ ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ

6 1821 本多　蒼士(1) 標茶虹別中 6 402 福田　煌太(1) 根室高
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ ﾁﾊﾞ ﾋﾅﾀ

7 386 高橋　優吾(2) 根室高 7 1872 千葉　陽向(2) 別海中央中
ﾅｶﾈ ｹﾝﾀﾛｳ ｴｸﾞﾁ ﾌｳﾀ

8 4043 中根　健太郎 釧路地方陸協 8 1359 江口　楓太(2) 釧路北中
ﾏﾂﾀﾞ ﾖｳﾀ

9 23 松田　陽太(1) 釧教大
ｼﾗﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ

10 1830 白土　誠一郎(3) 別海野付中
ｺﾊﾏ ﾚﾝ

11 1881 小濱　漣(1) 別海中央中
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｷ

12 11 中山　智貴 釧路地方陸協

ﾆｼｳﾁ ｼｮｳﾀ

13 17 西内　翔太(2) 釧教大

共通男子3000m 共通女子3000m
7月9日 13:05 決　勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ｻｶｲ ﾉｿﾞﾑ ﾌｸｼ ﾕﾘ

1 19 吉田　大起(2) 釧教大 7 1552 酒井　希望(3) 白糠中 12 425 福士　優梨(2) 武修館高
ｼﾗｻﾜ ｵｳｼﾝ ｼﾗｲｼ ﾔﾏﾄ

2 1064 白澤　桜真(1) 釧路共栄中 8 239 白石　大和(J2) オホーツクＡＣ

ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ

3 1137 山崎　蒼太(3) 釧路富原中 9 175 川端　俊司 釧路地方陸協

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ｵｵﾇﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 7月9日 13:05 決　勝
4 1068 渡部　正太郎(3) 釧路共栄中 10 4044 大沼　龍之介 釧路陸協

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｸ ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

5 1134 山崎　琉矩(3) 釧路富原中 11 4005 井上　陽介 オホーツクAC ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ

ｳﾒﾀﾞ ﾋｭｳﾄ 13 101 高橋　昌也 釧路陸協
6 1011 梅田　彪叶(3) 釧路幣舞中 ｻｺﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

14 436 迫田　和磨(2) 武修館高

中学男子110mH[0.914m]
7月9日 09:30 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｾｲ ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲﾄ

4 1161 渡邉　悠聖(2) 釧路美原中 6 1828 北島　維人(3) 別海野付中
ｻｻｶﾞﾜ ｱﾕﾑ ｶﾜﾉ ｱｵｲ

5 1072 笹川　歩夢(3) 釧路共栄中 7 152 河野　葵(1) 本別中

共通男子5000m
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中学女子100mH[0.762m-8.0m]
7月9日 09:30 予　選

7月9日 11:10 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾉ ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ ﾓｷﾞ ﾋﾅﾀ

2 2533 原田　玲乃(2) 厚岸真龍中 2 2352 山根　愛結(1) 釧路北中 3 911 茂木　ひなた(J1) オホーツクＡＣ

ｼｵﾀﾞ ｺﾉﾊ ｱｶｶﾞﾜ ﾘｵﾅ ｸﾎﾞﾀ ｺﾊﾙ

3 2092 塩田　梢葉(1) 釧路景雲中 3 2497 赤川　莉央奈(2) 釧路青陵中 4 2096 久保田　小春(1) 釧路景雲中
ｳｴﾀﾞ ﾏｵ ｼﾗｻｷ ﾐｲﾅ ｶﾝﾀﾞ ｼｭﾘ

4 2531 上田　真温(2) 厚岸真龍中 4 2132 白崎　瑞奈(1) 釧路富原中 5 2126 神田　朱凜(2) 釧路富原中
ｶﾈｺ ﾏｵ ｲﾉｳｴ ﾕｳﾘ ｱｻﾘ ﾕｲﾈ

5 2495 金子　真桜(3) 釧路青陵中 5 2362 井上　悠里(3) 釧路北中 6 2095 浅里　結心(1) 釧路景雲中
ｱﾗｼ ｲｻﾅ ｱﾗｷ ｶﾅﾈ ｷﾑﾗ ﾕｳｶ

6 2064 嵐　伊紗那(2) 釧路共栄中 6 2621 荒木　夏和音(2) 釧路鳥取中 7 2091 木村　優花(1) 釧路景雲中
ｶﾏﾀﾞ ｶﾎ ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘﾝ

7 2828 鎌田　夏帆(2) 別海野付中 7 2066 中村　茉稟(2) 釧路共栄中

共通男子110mJH[0.991m] 共通男子110mH[1.067m]
7月9日 10:05 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｻｶﾞﾜ ｱﾕﾑ ﾇﾏｸﾗ ﾏｻﾋﾛ

2 1072 笹川　歩夢(3) 釧路共栄中 6 180 沼倉　正広 釧路陸協

中学男子100mH[0.838m] 共通女子100mH[0.838m]
7月9日 10:05 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｸﾏ ｶｲｼﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ

2 1107 佐久間　櫂司(1) 釧路景雲中 5 802 長谷川　純稟(2) 釧路東高 7 3816 白石　光(3) 北見藤高
ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ

6 430 馬場　歩果(3) 武修館高

共通女子100mYH[0.762m-8.5m]
7月9日 10:10 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾉｳｴ ﾕｳﾘ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾗ

2 2362 井上　悠里(3) 釧路北中 5 416 小笠原　優楽(1) 武修館高
ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓｶ ｶﾝﾀﾞ ﾙｲ

3 2672 竹田　百伽(3) 釧路鳥取中 6 2121 神田　琉音(3) 釧路富原中
ﾄﾀﾞ ﾓﾓﾈ ｶﾈｺ ﾏｵ

4 2038 戸田　百音(3) 附属釧路義務 7 2495 金子　真桜(3) 釧路青陵中

共通男子300mH
7月9日 09:00 決　勝

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｷ

5 863 高橋　淳絆(2) 釧路江南高

共通男子5000mW
7月9日 10:35 決　勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ

1 861 吉田　光汰(3) 釧路江南高

－7－



共通男子棒高跳 共通女子棒高跳
7月9日 09:00 決　勝    

ｶﾜﾉ ﾃﾂﾔ ｸﾗﾔ ｻﾄﾘ

1 10 河野　哲也 十勝陸協 1 831 倉谷　紗鳥(2) 釧路江南高
ﾇﾏｸﾗ ﾏｻﾋﾛ

2 180 沼倉　正広 釧路陸協
ﾖｼﾀﾞ ﾑｻｼ

3 862 吉田　武紗士(2) 釧路江南高
ﾐｶﾐ ｺｳﾔ

4 864 三上　晃弥(2) 釧路江南高

共通男子走高跳 共通女子走高跳
7月9日 12:30 決　勝    7月9日 11:00 決　勝    

ｴﾋﾞﾅ ﾄﾗﾉｽｹ ｻｸﾗｲｱﾔｶ ｱﾔｶ

1 492 蝦名　虎之助(2) 釧路工業 1 2581 櫻井　彩花(2) 別海西春別中
ｽｽﾞｷ ﾚｲ ｶﾏﾀﾞ ｶﾎ

2 1439 鈴木　零生(1) 鶴居中 2 2828 鎌田　夏帆(2) 別海野付中
ｵﾔ  ｺｳｽｹ ｻﾄｳ ﾉﾉﾊ

3 1287 尾屋　光翼(3) 釧路大楽毛中 3 2433 佐藤　希乃羽(2) 鶴居中
ﾄﾐﾀﾘｮｳｽｹ ﾘｮｳｽｹ ﾆｼﾀﾞ ｼﾉ

4 1581 富田　僚介(3) 別海西春別中 4 418 西田　蒔乃(1) 武修館高
ｱｹﾞﾌｼﾞ ｶｲﾄ

5 491 上藤　海登(2) 釧路工業
ﾜｶｽｷﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ

6 2 若椙　宜弘(4) 釧教大

共通男子走幅跳
7月9日 09:00 決　勝    

1組 2組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

ﾐﾅﾐ ｽﾊﾞﾙ m ｷﾀﾃﾞ ﾘｭｳｲﾁ m
1 1438 南　昴輝(1) 鶴居中 +/- 1 1593 北出　龍一(1) 釧路鳥取西中 +/-

ﾈﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ m ｺﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ m
2 1594 根田　奏(1) 釧路鳥取西中 +/- 2 1535 小寺　翔太(2) 厚岸真龍中 +/-

ﾏﾂﾀﾞﾃ ｸｳｶﾞ m ｶﾜﾓﾄ ｿｳﾔ m
3 1275 松館　空雅(2) 釧路大楽毛中 +/- 3 1616 川本　創也(2) 釧路鳥取西中 +/-

ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳﾘｭｳ m ﾂﾅﾌﾞﾁ ﾚﾝ m
4 401 横山　翔隆(1) 根室高 +/- 4 1108 綱淵　蓮(1) 釧路景雲中 +/-

ｺﾝ ｲｯｼｭｳ m ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾋ m
5 1138 今　一柊(3) 釧路富原中 +/- 5 1357 遠藤　優陽(2) 釧路北中 +/-

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ m ｺｽｷﾞ ﾕｳｶﾞ m
6 1437 藤原　拓也(1) 鶴居中 +/- 6 390 小杉　勇雅(1) 根室高 +/-

ﾆｼｸﾞﾁ ﾕﾗ m ｱｼﾛ ｿﾗ m
7 1537 西口　侑良(2) 厚岸真龍中 +/- 7 471 安代　そら(1) 釧路工業 +/-

ﾀｶﾋﾗ ﾌｳﾏ m ｱﾝｻﾞｲ ｻｸ m
8 1431 髙平　楓真(2) 鶴居中 +/- 8 1610 安斉　朔(2) 釧路鳥取西中 +/-

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｷ m ｼﾏｽﾞ ﾕｳﾄ m
9 24 山本　龍輝(1) 釧教大 +/- 9 397 島津　湧人(3) 根室高 +/-

ﾏﾙﾔﾏ ﾄｱ m ｻﾄｳ ﾕｳﾏ m
10 745 丸山　斗空(1) 釧路明輝高 +/- 10 865 佐藤　佑真(2) 釧路江南高 +/-

ﾋﾛﾊｼ ｹﾝｺﾞ m ﾀｶｻｶ ﾋﾛﾌﾐ m
11 1554 廣橋　謙吾(3) 白糠中 +/- 11 1553 髙坂　洸史(3) 白糠中 +/-

ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ m ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ m
12 744 前田　良(1) 釧路明輝高 +/- 12 416 遠藤　陽翔(1) 武修館高 +/-

ｲﾉｳｴ ﾕﾗ m ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ m
13 801 井上　悠來(3) 釧路東高 +/- 13 869 林　健太郎(1) 釧路江南高 +/-

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ m ｷｸﾁ ﾊｸｱ m
14 4008 遠藤　真人 釧路地方陸協 +/- 14 417 菊地　珀亜(1) 武修館高 +/-

ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ m

15 4048 松尾　和樹 白樺AC +/-

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
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共通女子走幅跳
7月9日 11:00 決　勝    

1組 2組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾜ m ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ m
1 2499 山本　璃和(2) 釧路青陵中 +/- 1 2594 村山　未玖(2) 釧路鳥取西中 +/-

ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ m ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾅ m
2 2593 村上　真央(2) 釧路鳥取西中 +/- 2 2068 渡辺　琴奈(1) 釧路共栄中 +/-

ﾐｳﾗ ｲｵﾘ m ｻｶｷ ｶﾉｱ m
3 2093 三浦　伊織(1) 釧路景雲中 +/- 3 2133 榊　かのあ(1) 釧路富原中 +/-

ｼﾏﾇｷ ｱﾐ m ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾘﾝ m
4 803 島貫　愛海(2) 釧路東高 +/- 4 2351 岩渕　佳鈴(1) 釧路北中 +/-

ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ m ｶﾜﾅｶ ﾕｳ m
5 2623 竹田　彩伽(2) 釧路鳥取中 +/- 5 2675 川中　友結(2) 釧路鳥取中 +/-

ｱｵｷ ｺﾉﾐ m ｻｸﾏ  ﾐｳ m
6 2359 青木　このみ(3) 釧路北中 +/- 6 2110 佐久間　美羽(2) 釧路景雲中 +/-

ｿﾛﾁ ﾋﾅ m ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕ m
7 2067 曹路地　陽菜(1) 釧路共栄中 +/- 7 2674 宮崎　真悠(2) 釧路鳥取中 +/-

ﾋﾗｵ ｺﾕｷ m ｳﾒﾂ ﾕﾂﾞｷ m
8 2123 平尾　こゆき(3) 釧路富原中 +/- 8 2413 梅津　柚月(3) 鶴居中 +/-

ｼｵﾀﾞ  ｱﾘｶ m ｼﾑﾗ ﾓｴ m
9 2113 塩田　有栞(2) 釧路景雲中 +/- 9 2432 志村　萌絵(2) 鶴居中 +/-

ﾐﾔｻﾞｷ ｷｮｳｶ m ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾉ m
10 837 宮崎　恭佳(1) 釧路江南高 +/- 10 2533 原田　玲乃(2) 厚岸真龍中 +/-

ﾋｼﾇﾏ ﾁｻ m ｼｵﾀﾞ ｺﾉﾊ m
11 759 菱沼　千紗(1) 釧路明輝高 +/- 11 2092 塩田　梢葉(1) 釧路景雲中 +/-

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾁｻ m ﾜｸｼﾏ ｺﾄﾐ m
12 2414 松林　千紗(3) 鶴居中 +/- 12 836 涌嶋　琴美(1) 釧路江南高 +/-

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵﾄ m
13 2063 渡部　桜音(3) 釧路共栄中 +/-

共通男子三段跳 共通女子三段跳
7月9日 13:00 決　勝    7月9日 13:00 決　勝    

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳﾘｭｳ m ﾜｸｼﾏ ｺﾄﾐ m
1 401 横山　翔隆(1) 根室高 +/- 1 836 涌嶋　琴美(1) 釧路江南高 +/-

ｱｼﾛ ｿﾗ m
2 471 安代　そら(1) 釧路工業高 +/-

ｵｾｷ ﾀｸﾄ m
3 479 小関　拓斗(1) 釧路工業高 +/-

共通男子砲丸投[5.000kg] 共通男子砲丸[6.000kg]
7月9日 12:00 決　勝    7月9日 12:00 決　勝    

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

ｵﾉ ｲｽﾞｷ ﾓﾘ ｼｮｳﾏ

1 1282 小野　依希(1) 釧路大楽毛中 m 1 387 森　祥真(1) 根室高 m
ｺﾝﾉ ｼｮｳｷ ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

2 1472 紺野　翔暉(1) 釧路青陵中 m 2 435 工藤　遥澄(2) 武修館高 m
ｺﾔﾏ ﾊﾙ

3 1061 小山　青琉(2) 釧路共栄中 m
ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾄ

4 1499 井上　愛翔(1) 釧路青陵中 m
ｱｽﾞﾏ ｺｳｷ 7月9日 12:00 決　勝    

5 1434 東　皇希(1) 鶴居中 m
ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

6 1436 佐藤　鷲斗(1) 鶴居中 m ｲｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ

ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ 1 20 石澤　一澄(1) 釧教大 m
7 1124 岩崎　佑希(1) 釧路富原中 m

ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ

8 1432 佐藤　嘉人(2) 鶴居中 m
ｺﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ

9 1535 小寺　翔太(2) 厚岸真龍中 m
ｶﾐﾑﾗ ｼｭｳｼﾞﾛｳ

10 1066 上村　宗仁朗(3) 釧路共栄中 m

共通男子砲丸投[7.260kg]
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中学女子砲丸投[2.721kg] 共通女子砲丸投[4.000kg]
7月9日 12:00 決　勝    7月9日 12:00 決　勝    

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

ｲｼﾊﾗ ｷｻｷ ｻｶｲ ｸﾚｱ

1 2042 石原　来咲(1) 附属釧路義務 m 1 2634 酒井　紅玲愛(3) 釧路鳥取中 m
ﾅﾔ ﾙﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ

2 2070 納谷　瑠奈(1) 釧路共栄中 m 2 757 渡部　結羽(2) 釧路明輝高 m
ﾏﾂﾉ ｱｵｲ

3 2272 松野　蒼(1) 釧路大楽毛中 m
ﾀｹﾀﾞ ｺﾄﾐ

4 2134 竹田　ことみ(1) 釧路富原中 m
ｷｸﾁ ﾘﾝ

5 2817 菊地　凛(1) 標茶虹別中 m
ﾏﾂﾀﾞﾃ ｱﾝﾅ

6 2835 松舘　杏奈(1) 別海野付中 m
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｶ

7 2592 髙橋　萌果(1) 釧路鳥取西中 m
ﾏﾁﾔﾕﾉ ﾕﾉ

8 2583 町屋　友音(2) 別海西春別中 m
ﾁﾋﾛ ﾘｵ

9 2673 千廣　里桜(2) 釧路鳥取中 m
ｻｶｲ ｸﾚｱ

10 2634 酒井　紅玲愛(3) 釧路鳥取中 m
ｲﾄｳ ﾐﾚｲ

11 2069 伊藤　未湖(1) 釧路共栄中 m
ﾀｶﾊｼ ｾﾘｶ

12 2883 髙橋　芹香(3) 別海中央中 m

共通男子円盤投[1.750kg] 共通女子円盤投
7月9日 13:00 決　勝    7月9日 13:00 決　勝    

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

ｱｹﾞﾌｼﾞ ﾀｸﾄ ﾏｴﾊﾀ ｻｸﾗ

1 476 上藤　匡登(1) 釧路工業高 m 1 2541 前畑　さくら(1) 厚岸真龍中 m
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾄｳﾐﾈ ｱﾑ

2 435 工藤　遥澄(2) 武修館高 m 2 385 東峰　歩夢(3) 根室高 m
ｻｶｲ ﾐﾂｷ

3 382 酒井　美充(3) 根室高 m

共通男子ハンマー投[6.000kg]
7月9日 13:45 決　勝    

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

ｱｹﾞﾌｼﾞ ﾀｸﾄ ﾅﾙｶﾜ ﾋﾛｷ

1 476 上藤　匡登(1) 釧路工業高 m 3 742 鳴川　大輝(2) 釧路明輝高 m
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ

2 427 岡田　和輝(3) 武修館高 m 4 270 木村　康補(3) 北海道標津高 m

共通男子ハンマー投[7.260kg] 共通女子ハンマー投
7月9日 13:45 決　勝    7月9日 13:45 決　勝    

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ

1 176 山下　大輔 釧路陸協 m 1 167 阿部　冬彩 釧路陸協 m
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共通男子やり投 共通女子やり投
7月9日 10:30 決　勝    7月9日 10:30 決　勝    

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ ｵｶﾀﾞ ﾚﾅ

1 746 森田　陽生(1) 釧路明輝高 m 1 387 岡田　怜奈(1) 根室高 m
ｺｽｷﾞ ﾕｳｶﾞ ｻｶｲ ﾐﾂｷ

2 390 小杉　勇雅(1) 根室高 m 2 382 酒井　美充(3) 根室高 m
ﾓﾘ ｼｮｳﾏ ﾄｳﾐﾈ ｱﾑ

3 387 森　祥真(1) 根室高 m 3 385 東峰　歩夢(3) 根室高 m
ｲﾉｳｴ ﾕﾗ

4 801 井上　悠來(3) 釧路東高 m
ｻﾄｳ ﾊｸﾄ

5 389 佐藤　羽玖斗(2) 根室高 m
ｼﾓ ｹｲﾀ

6 271 下　恵太(3) 北海道標津高 m
ﾀｶﾋﾗ ﾅﾀｸ

7 485 髙平　楠託(3) 釧路工業高 m

7月9日 09:00 決　勝    7月9日 09:00 決　勝    

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

ﾆｼﾀﾞ　ﾄﾓｷ ｻﾄｳ ｿﾅ

1 1305 西田　共希(3) 釧路春採中 m 1 2020 佐藤　そな(1) 釧路幣舞中 m
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｶ

2 1475 山本　祐智(1) 釧路青陵中 m 2 2592 髙橋　萌果(1) 釧路鳥取西中 m
ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ ｶﾉ ﾅﾅﾐ

3 1436 佐藤　鷲斗(1) 鶴居中 m 3 2018 鹿野　七海(2) 釧路幣舞中 m
ｺﾔﾏ ﾊﾙ ﾀｶﾊｼ ｾﾘｶ

4 1061 小山　青琉(2) 釧路共栄中 m 4 2883 髙橋　芹香(3) 別海中央中 m
ｱｷｻﾄ ｺｳﾍｲ ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ

5 1433 秋里　康平(2) 鶴居中 m 5 2878 髙橋　心乃(1) 別海中央中 m
ﾔｸﾞﾁ ﾊﾙｷ ﾋｼﾇﾏ ｶﾎ

6 1628 矢口　大貴(3) 釧路鳥取中 m 6 2431 菱沼　華帆(2) 鶴居中 m
ｵﾉ ﾀｲｶﾞ ｳｴﾀﾞ ﾏｵ

7 1311 小野　泰駕(2) 釧路春採中 m 7 2531 上田　真温(2) 厚岸真龍中 m
ｱｽﾞﾏ ｺｳｷ ﾏｴﾊﾀ ｻｸﾗ

8 1434 東　皇希(1) 鶴居中 m 8 2541 前畑　さくら(1) 厚岸真龍中 m
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ

9 1432 佐藤　嘉人(2) 鶴居中 m
ﾁﾊﾞ ｱｵｲ

10 1312 千葉　蒼生(2) 釧路春採中 m
ﾋﾛﾊｼ ｹﾝｺﾞ

11 1554 廣橋　謙吾(3) 白糠中 m

中学女子ジャベリックスロー中学男子ジャベリックスロー
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