
釧路地区男子
日付 種目

荒木　快斗(3) 11.63 河野　稜太(3) 11.84 塚野　紘己(3) 11.89 髙橋　真耶(3) 12.15 石嶋　彰成(3) 12.18 和田　陵平(3) 12.27 稲村　奏哉(3) 12.30 川村　兵吾(3) 12.39

釧路鳥取西中 ○ 釧路鳥取中 ○ 釧路北中 ○ 釧路阿寒中 厚岸真龍中 釧路鳥取中 釧路鳥取西中 浜中霧多布中

石塚　璃久(1) 12.96 村上　尋斗(1) 13.22 髙坂　　豊(1) 13.32 佐藤　慶一(1) 13.37 大柳　英輝(1) 13.68 押野見　海(1) 13.79 成澤　征哉(1) 13.79 太田　明輝(1) 14.07

附属釧路中 釧路鳥取中 白糠中 厚岸真龍中 釧路鳥取西中 釧路青陵中 富原中 釧路鳥取西中

荒木　快斗(3) 23.63 河野　稜太(3) 23.95 髙橋　真耶(3) 24.61 稲村　奏哉(3) 24.75 小島　悠聖(2) 25.32 川村　兵吾(3) 25.52 山﨑　勘吉(3) 26.25 佐々木優太(3) 26.47

釧路鳥取西中 ○ 釧路鳥取中 ○ 釧路阿寒中 釧路鳥取西中 釧路共栄中 浜中霧多布中 釧路阿寒中 釧路鳥取中

和田　陵平(3) 54.58 黒田　恒太(2) 56.24 脇坂　映椰(3) 56.66 飯屋崎晃生(3) 56.90 塩﨑　怜央(3) 57.07 小島　悠聖(2) 57.39 三原　主士(2) 57.57 矢田　雅弥(3) 57.97

釧路鳥取中 ○ 釧路鳥取西中 ○ 浜中茶内中 附属釧路中 釧路鳥取中 釧路共栄中 釧路景雲中 釧路鳥取中

黒田　恒太(2) 2:10.52 宮川　悠希(2) 2:11.31 脇坂　映椰(3) 2:12.65 宮崎　莉玖(3) 2:12.77 鈴木　達也(3) 2:14.01 射水　健人(2) 2:16.41 村山　巧馬(2) 2:17.71

釧路鳥取西中 ○ 釧路北中 ○ 浜中茶内中 ○ 釧路鳥取中 ○ 釧路鳥取中 釧路春採中 標茶中

本田　　蓮(3) 4:24.61 小野隆一朗(3) 4:27.52 石橋　優人(3) 4:28.08 酒井　空知(2) 4:28.11 齊藤　りく(3) 4:28.18 宮川　悠希(2) 4:32.72 宮崎　莉玖(3) 4:44.03 恒川　竜典(2) 4:45.00

附属釧路中 ○ 白糠中 ○ 釧路鳥取中 ○ 白糠中 ○ 釧路青陵中 ○ 釧路北中 ○ 釧路鳥取中 釧路景雲中

本田　歩夢(1) 4:37.80 佐々木　俊(1) 4:56.71 稲邉　海渡(1) 5:03.37 平田　大智(1) 5:15.62 荒木　斗真(1) 5:20.85 山平　大輔(1) 5:21.14 篠塚　昴星(1) 5:21.85 高橋　　翔(1) 5:23.65

附属釧路中 釧路幣舞中 釧路鳥取中 富原中 釧路鳥取中 浜中霧多布中 標茶中 釧路鳥取中

小野隆一朗(3) 9:29.25 本田　　蓮(3) 9:29.88 酒井　空知(2) 9:38.84 石橋　優人(3) 9:42.26 齊藤　りく(3) 9:50.44 成田　　心(3) 10:04.39 本田　歩夢(1) 10:04.74

白糠中 ○ 附属釧路中 ○ 白糠中 ○ 釧路鳥取中 ○ 釧路青陵中 ○ 附属釧路中 附属釧路中

茜　碧空(1) 18.58 阿部　省汰(1) 21.03 仲川　雄真(1) 22.46 浅村　健翔(1) 22.91 西山　颯汰(1) 27.40

厚岸中 釧路鳥取中 釧路共栄中 釧路共栄中 釧路鳥取中

芦田　佑斗(1) 20.82 笹森　堅太(1) 20.93 稲邉　海渡(1) 21.13 村上　尋斗(1) 21.25 柳谷　　拓(1) 21.42 中鉢　龍斗(1) 23.09

釧路鳥取中 釧路共栄中 釧路鳥取中 釧路鳥取中 釧路共栄中 標茶虹別中

日向　宏輝(1) 19.32 成澤　征哉(1) 19.45 高橋　　翔(1) 20.73 荒木　斗真(1) 24.29 佐久間皓生(1) 24.62 今村　吏玖(1) 28.29

富原中 富原中 釧路鳥取中 釧路鳥取中 釧路共栄中 釧路鳥取中

遠藤　真人(3) 16.20 益子　暖基(2) 18.41 朝熊　啓人(3) 19.24 安田向上太(3) 20.27 夏目　大夢(2) 21.32

厚岸中 ○ 釧路美原中 釧路青陵中 釧路阿寒中 釧路美原中

釧路鳥取西中 46.77 釧路景雲中 48.11 釧路青陵中 49.39 釧路鳥取中 49.47 附属釧路中 49.58 浜中茶内中 50.93 釧路美原中 51.20 釧路共栄中 51.24

中村　海翔(3) ○ 桶田　英希(2) 深谷　琢斗(2) 岩井　哲平(3) 石塚　璃久(1) 山本　大聖(2) 杉中　大輝(2) 長崎　忠己(2)

荒木　快斗(3) 長谷川佳祐(3) 前田　康陽(3) 和田　陵平(3) 本田　　蓮(3) 脇坂　映椰(3) 夏目　大夢(2) 小島　悠聖(2)

川口　　宥(3) 堀　朝翔(3) 山田　祐人(3) 澁谷　　陸(2) 飯屋崎晃生(3) 坂東　陸人(3) 川端　勇士(2) 加藤　　凌(3)

稲村　奏哉(3) 池田　健真(2) 佐々木慶仁(2) 河野　稜太(3) 本田　歩夢(1) 小椋　稜弥(2) 益子　暖基(2) 菅原　新太(2)

小笠原宇宙(3) 1m65 堀　朝翔(3) 1m50 大久保　響(3) 1m45 野崎　健斗(3) 1m45 澁谷　　陸(2) 1m40 佐伯　基祐(3) 1m40 阿部　省汰(1) 1m30

厚岸真龍中 ○ 釧路景雲中 釧路景雲中 浜中霧多布中 釧路鳥取中 釧路鳥取中 釧路鳥取中

塩﨑　怜央(3) 1m40

釧路鳥取中

遠藤　真人(3) 5m84(+0.7) 川口　　宥(3) 5m73(+0.6) 小野　翔哉(2) 5m45(+0.4) 髙坂　　豊(1) 5m22(0.0) 加藤　　凌(3) 4m96(+0.5) 佐藤渓士郎(2) 4m94(+0.1) 岩田　一真(2) 4m82(+1.7) 米川　　諒(2) 4m77(+1.0)

厚岸中 ○ 釧路鳥取西中 ○ 釧路春採中 白糠中 釧路共栄中 鶴居中 釧路共栄中 釧路共栄中

松井　克鷹(3) 11m22 荒谷　　翔(3) 9m78 岩田　一真(2) 8m80 鳴川　直輝(3) 8m42 折笠　仁哉(2) 7m95 細野　暉紘(2) 7m81 中村　海翔(3) 7m58 鈴木　健太(2) 6m98

鶴居幌呂中 ○ 浜中中 釧路共栄中 鶴居中 鶴居中 鶴居中 釧路鳥取西中 釧路阿寒中

菅原　新太(2) 1225点 遠藤寿希也(2) 876点

釧路共栄中 富原中
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第28回 釧路地区中体連陸上競技大会 兼 第64回根室地区中体連陸上競技大会 兼 北海道中学校陸上競技大会予選 【16014008】
　　釧路市民陸上競技場 【12110】
　　2016/06/18 ～ 2016/06/19

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



第28回 釧路地区中体連陸上競技大会 兼 第64回根室地区中体連陸上競技大会 兼 北海道中学校陸上競技大会予選 【16014008】
　　釧路市民陸上競技場 【12110】
　　2016/06/18 ～ 2016/06/19

釧路地区女子
日付 種目

小林　芽菜(2) 13.40 馬場　夏音(2) 13.46 白神　荷潤(3) 13.51 麓　こより(3) 13.85 奥杉このみ(3) 13.87 宮﨑　若菜(3) 13.89 山口　陽向(3) 13.91 須藤　千歌(3) 14.17

厚岸真龍中 釧路共栄中 釧路青陵中 富原中 白糠庶路中 釧路美原中 釧路景雲中 附属釧路中

木村　夏羽(1) 14.16 浅利ひめの(1) 14.19 仲谷　凛彩(1) 14.38 佐藤ほのり(1) 14.40 長嶺　未悠(1) 14.80 竹内　絢海(1) 14.89 石栗さくら(1) 15.08 原口　星那(1) 15.16

釧路景雲中 釧路青陵中 釧路北中 釧路鳥取西中 釧路青陵中 釧路景雲中 釧路青陵中 釧路鳥取中

馬場　夏音(2) 27.46 麓　こより(3) 28.38 野村　桃花(3) 28.44 白神　荷潤(3) 28.60 宮﨑　若菜(3) 28.84 堀込乃々花(2) 29.03 船木　留奈(2) 29.21 遠田　陽菜(2) 29.46

釧路共栄中 ○ 富原中 釧路青陵中 釧路青陵中 釧路美原中 釧路鳥取西中 釧路共栄中 釧路青陵中

古舘　桃奈(2) 2:30.65 鈴木さくら(3) 2:34.51 村上　未奈(3) 2:37.94 大角　春奈(3) 2:40.21 佐藤　麗蘭(2) 2:41.00 萬屋　佐愛(3) 2:43.35 加藤　夏美(2) 2:48.03

弟子屈中 ○ 釧路鳥取中 釧路鳥取中 釧路共栄中 浜中茶内中 釧路景雲中 白糠中

永戸　日菜(1) 2:44.30 相樂　瑠香(1) 2:46.37 中村　佑月(1) 2:47.89 石橋　　桜(1) 2:48.28 齊藤　衣織(1) 2:48.62 北澤　里奈(1) 2:52.92 小川　桃佳(1) 2:54.78 岡本しらべ(1) 3:01.02

釧路鳥取中 釧路鳥取中 釧路鳥取中 釧路鳥取中 標茶中 釧路景雲中 釧路景雲中 浜中茶内中

古舘　桃奈(2) 5:14.51 村上　未奈(3) 5:15.17 鈴木さくら(3) 5:19.65 萬屋　佐愛(3) 5:20.16 加藤　夏美(2) 5:33.37 笛木　麻和(3) 5:35.79 上杉　梨実(2) 5:38.28 和田　柚妃(2) 5:42.50

弟子屈中 ○ 釧路鳥取中 ○ 釧路鳥取中 釧路景雲中 白糠中 標茶虹別中 釧路北中 標茶中

松田　玲果(3) 15.74 小林　芽菜(2) 15.87 千葉　寿里(3) 16.82 廣瀨かすみ(3) 17.06 佐藤　理乃(3) 17.51 金野　日南(3) 17.72 山口　彩乃(2) 18.63 船木　留奈(2) 18.92

釧路共栄中 ○ 厚岸真龍中 ○ 附属釧路中 ○ 釧路共栄中 ○ 釧路北中 標茶中 富原中 釧路共栄中

釧路共栄中 52.96 釧路青陵中 53.58 附属釧路中 53.71 釧路景雲中 53.88 釧路鳥取西中 54.61 釧路鳥取中 55.28 富原中 56.64 釧路美原中 58.61

松田　玲果(3) ○ 浅利ひめの(1) ○ 敦澤　言美(2) ○ 山口　陽向(3) ○ 飯塚　麗奈(2) 山崎　夏実(3) 五十嵐萌愛(2) 郡　寧音(3)

廣瀨かすみ(3) 白神　荷潤(3) 五福　理紗(3) 中原　帆乃香(3) 堀込乃々花(2) 水沼　晴捺(2) 麓　こより(3) 福士　恋奈(2)

馬場　夏音(2) 野村　桃花(3) 須藤　千歌(3) 金子　梨々香(2) 高津　花羅(3) 山下　芹奈(3) 斉藤あかり(2) 吉田　果穂(3)

船木　留奈(2) 遠田　陽菜(2) 千葉　寿里(3) 三國　愛梨(3) 近藤　みく(2) 菅原　　蝶(3) 早川　明里(2) 宮﨑　若菜(3)

金子　梨々香(2) 1m40 岩﨑　愛依(3) 1m40 山根　里愛(3) 1m35 秋吉美優羽(3) 1m35 仲谷　凛彩(1) 1m25 野呂栄梨佳(2) 1m20 佐々木美夢(1) 1m20

釧路景雲中 ○ 釧路鳥取中 ○ 釧路共栄中 釧路北中 釧路北中 標茶中 釧路鳥取中

中里　美咲(3) 1m25

釧路大楽毛中

廣瀨かすみ(3) 4m82(+0.9) 山口　陽向(3) 4m68(+0.9) 阿部はるか(2) 4m60(+0.6) 山根　里愛(3) 4m56(+1.1) 山本　樹里(3) 4m53(+0.6) 太田　愛菜(2) 4m51(+0.3) 佐藤　理乃(3) 4m37(+0.9) 山田　桃音(2) 4m29(+0.7)

釧路共栄中 ○ 釧路景雲中 ○ 白糠中 ○ 釧路共栄中 釧路共栄中 弟子屈中 釧路北中 釧路共栄中

池田佳紗音(3) 10m63 鈴木　小絢(2) 9m76 吉田　美月(3) 8m61 西村　咲輝(2) 8m40 藤原　未来(3) 8m27 岡田　春菜(2) 8m26 和田　夕奈(3) 8m22 藤田　淳奈(3) 7m61

白糠中 ○ 白糠中 ○ 釧路鳥取西中 釧路鳥取西中 鶴居中 釧路鳥取西中 鶴居中 浜中霧多布中

松田　玲果(3) 2454点 斉藤あかり(2) 1416点 早川　明里(2) 1281点 北畠　奈弥(2) 1200点

釧路共栄中 KJR,KGR,○ 富原中 富原中 富原中

凡例  KJR:釧根中学記録 KGR:釧路大会記録 ○:標準記録
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