
期日： 平成28年5月8日（日）
場所： 釧路市民陸上競技場

種目

邉見　幸斗(3) 10.78 金子　航太 10.90 三村　哲慶(3) 10.94 窪田　亘助(2) 10.99 夏目　翔悟(2) 11.10 武田　和真(2) 11.11 佐藤　真旗(3) 11.13 新屋　　力 13.01

釧路江南高 ｵﾎｰﾂｸＡＣ 釧路湖陵高 釧路江南高 釧路江南高 中標津高 別海高 標津高教員

鈴木　大輔(4) 54.27 三浦聡一郎(2) 55.88 木戸　優希(2) 56.27 邉見　幸斗(3) 56.63 武田　和真(2) 56.86 松崎　祐渡(3) 56.86 佐藤　真旗(3) 1:00.02

道教大釧路 道教大釧路 釧路工業高 釧路江南高 中標津高 釧路高専 別海高

齊藤　正輝(3) 4:16.37 井上　陽介 4:19.01 水谷慎太郎(3) 4:32.34 伊藤　一晟(1) 4:34.10 武石　大地(3) 4:36.06 志賀　満貴(2) 4:40.61 柏木　　壮(3) 4:43.49 高橋　昌也(3) 4:44.37

釧路公立大 釧路地方陸協 別海高 釧路江南高 釧路工業高 別海高 釧路湖陵高 武修館高

森　　壮汰(3) 16:13.90 井上　陽介 16:55.14 佐々木翔也(2) 16:58.65 水谷慎太郎(3) 17:12.75 武石　大地(3) 17:15.38 高橋　昌也(3) 17:16.41 本松　俊太(2) 17:23.89 大谷　　誠 17:23.94

道教大釧路 釧路地方陸協 釧路湖陵高 別海高 釧路工業高 武修館高 道教大釧路 釧路地方陸協

沼倉　正広 16.16 窪田　亘助(2) 16.42 川崎　航生(2) 17.12 高橋　翔綺(2) 17.47 波平　裕貴 17.83 山村　一輝(3) 20.12

別海ＡＣ 釧路江南高 釧路北陽高 釧路江南高 釧路地方陸協 釧路湖陵高

釧路江南高Ａ 44.13 中標津高 45.49 霧多布高 45.53 根室高Ａ 46.22 釧路湖陵高Ａ 46.72 釧路湖陵高Ｂ 47.31 釧路北陽高A 47.43 釧路高専 48.38

都築　　旬(2) 山室　泰雅(3) 島脇　悠斗(3) 佐々木一誠(3) 難波奏一朗(2) 川崎　　蓮(1) 川崎　航生(2) 椎久　翔也(2)

窪田　亘助(2) 武田　和真(2) 佐藤　圭吾(3) 木下　貴敬(3) 高橋　由耶(2) 吉永　雄星(1) 北　　海斗(2) 増田　啓介(2)

夏目　翔悟(2) 渡辺　麻嵐(3) 渡部　　悟(3) 加藤　貫太(3) 大澤　雅弥(3) 畠山　隆児(2) 下村　　黎(2) 松崎　祐渡(3)

邉見　幸斗(3) 佐藤　宏哉(3) 村上　霞茉(2) 酒井　靖弥(2) 三村　哲慶(3) 小野寺智也(1) 皆川　義惇(2) 西村　渓太(3)

川崎　航生(2) 1m80 坂本光太郎(1) 1m70 佐々木研斗(1) 1m60 金澤　直輝(1) 1m60 緒方　陽也(1) 1m50 芦田　晴斗(1) 1m45

釧路北陽高 霧多布高 標津高 釧路湖陵高 釧路江南高 釧路湖陵高

片野　竜博(3) 3m10

釧路江南高

佐藤　圭吾(3) 6m80(+4.6) 村上　霞茉(2) 6m66(+5.7) 渡部　　悟(3) 6m57(+3.4) 菊池　尚大(3) 6m26(+4.6) 田邊　僚太(3) 6m06(+5.2) 加藤　貫太(3) 6m04(+5.8) 難波奏一朗(2) 5m89(+7.3) 佐藤　和磨(1) 5m70(+6.4)

霧多布高 公認記録なし 霧多布高 公認記録なし 霧多布高 公認6m44(+1.9) 武修館高 公認記録なし 武修館高 公認記録なし 根室高 公認記録なし 釧路湖陵高 公認記録なし 釧路明輝高 公認記録なし

菊池　尚大(3) 12m94(+8.5) 大澤　雅弥(3) 12m32(+8.1) 難波奏一朗(2) 11m67(+6.7)

武修館高 公認記録なし 釧路湖陵高 公認記録なし 釧路湖陵高 公認記録なし

高橋　隆聖(4) 11m50

道教大釧路

椎野　智也(2) 12m07 掛水　慎悟(3) 10m17 田中　湧世(2) 9m57 鈴木　雄大(1) 9m53 佐藤　　航(2) 8m75 佐藤　大地(1) 7m92

釧路江南高 標茶高 標茶高 釧路江南高 標津高 根室高

森本　悠歩(4) 51m42 岡村　航平(2) 48m91 木下　貴敬(3) 47m87 渡辺　麻嵐(3) 47m81 渡邉　汰一(2) 47m37 田中　湧世(2) 44m35 高木　翔平(3) 44m22 田中　　陸(2) 41m29

道教大釧路 釧路公立大 根室高 中標津高 標津高 標茶高 釧路高専 釧路江南高
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第45回　釧路陸上競技春季選手権大会

期日： 平成28年5月8日（日）
場所： 釧路市民陸上競技場

種目

笹森　ゆさ(3) 12.14 佐藤　　直(3) 12.41 佐藤ルミナ(1) 12.42 小関　千尋(3) 12.51 山崎　愛結(1) 12.73 藤島　瑶季(3) 12.74 石森　理子(2) 12.77 小菅　綾音(2) 12.89

釧路江南高 釧路湖陵高 武修館高 釧路江南高 武修館高 釧路江南高 釧路江南高 釧路湖陵高

佐藤　理子(3) 1:00.86 杉森　琉奈(3) 1:02.11 山崎　美玖(2) 1:02.88 冨田　永遠(2) 1:04.32 中村　　和(2) 1:06.72 久保田早耶(3) 1:07.91 齋藤　舞花(3) 1:10.12 渡辺　真珠(3) 1:11.12

釧路湖陵高 釧路湖陵高 釧路湖陵高 釧路江南高 釧路江南高 標津高 中標津高 中標津高

郡　　結衣(3) 2:28.51 中村　　和(2) 2:39.73 稲村　愛梨(1) 2:47.25 村野　静香(2) 2:47.71 佐々木葉月(1) 2:52.36 上野ひなた(3) 2:52.51 泉　　春日(2) 2:56.55 中村　瑠菜(3) 3:13.00

武修館高 釧路江南高 釧路湖陵高 釧路湖陵高 霧多布高 釧路江南高 中標津高 別海高

久保山莉乃(3) 11:39.47 中村　　碧(2) 11:50.49 番場　美祐(1) 12:28.79 上野ひなた(3) 12:54.63 稲村　愛梨(1) 13:04.06

釧路湖陵高 釧路北陽高 釧路湖陵高 釧路江南高 釧路湖陵高

小関　千尋(3) 14.86 榎本野々花(2) 15.26 西田　千種(3) 16.68 岩島　志穂(1) 17.71 尾崎　　楓(2) 18.19 島貫　紗英(2) 18.24 田村　陽菜(2) 18.60 宮下ほのか(2) 18.62

釧路江南高 釧路江南高 弟子屈高 釧路江南高 釧路湖陵高 釧路江南高 釧路北陽高 中標津高

釧路湖陵高Ａ 50.11 釧路江南高Ａ 50.48 武修館高 51.34 釧路江南高Ｂ 52.62 釧路江南高Ｃ 56.09 中標津高 57.02

佐藤　理子(3) GR 小関　千尋(3) 高杉　ルナ(1) 島貫　紗英(2) 小原　里彩(1) 齋藤　舞花(3)

小菅　綾音(2) 石森　理子(2) 山崎　愛結(1) 冨田　永遠(2) 熊谷　　麗(1) 佐藤七都光(3)

杉森　琉奈(3) 榎本野々花(2) 佐藤ルミナ(1) 藤島　瑶季(3) 五ノ井柚希(1) 小島みなみ(2)

佐藤　　直(3) 笹森　ゆさ(3) 岡田　朝加(1) 小家山　春(2) 岩島　志穂(1) 渡辺　真珠(3)

金丸　妃菜(2) 1m55 尾崎　　楓(2) 1m50 後藤ちさと(3) 1m35 堤　　愛花(1) 1m35

武修館高 釧路湖陵高 武修館高 釧路北陽高

青木　朱理(3) 2m60 島貫　紗英(2) 2m30 小島みなみ(2) 2m20

釧路江南高 釧路江南高 中標津高

石森　理子(2) 5m00(+4.9) 小家山　春(2) 5m00(+6.6) 鈴木みなみ(3) 4m98(+4.7) 榊　  あみ(2) 4m87(+7.1) 後藤ちさと(3) 4m80(+4.3) 三沢　綾女(4) 4m75(+8.5) 小菅　綾音(2) 4m48(+7.5) 干場　寧々(3) 4m43(+3.9)

釧路江南高 公認記録なし 釧路江南高 公認記録なし 武修館高 公認記録なし 標茶高 公認記録なし 武修館高 公認記録なし 道教大釧路 公認記録なし 釧路湖陵高 公認記録なし 釧路明輝高 公認記録なし

野下ちはる(3) 40m57 池田　萌香(3) 32m29 板谷　奏風(3) 26m89 小西　香琳(2) 23m97 向　ひより(2) 22m98 長谷川　遥(3) 20m36 小坂　捺菜(2) 17m71 北村　彩乃(2) 14m45

弟子屈高 釧路江南高 釧路江南高 霧多布高 釧路北陽高 中標津農高 根室高 中標津高
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