
小学男子
種目

朝井　亮牙(3) 15.77 掛川新二郎(3) 16.61 白田　悠真(3) 16.66 高橋　春翔(3) 16.81 蹴揚　崇通(3) 17.08 會田　風汰(3) 17.13 佐藤　嘉人(3) 17.51 上林　　新(3) 17.54
白糠陸少 GR 別海陸少 共栄陸上ク 別海陸少 釧路ＡＣ 弟子屈RC 鶴居ＡＣ 別海陸少
北原　汰一(4) 14.85 大森　悠斗(4) 15.11 平間　雄大(4) 15.21 奥山　　修(4) 15.57 鈴木　拓斗(4) 15.71 岩田　琉依(4) 16.21 木幡　隼也(4) 16.32 蝋山　慎太(4) 16.59
釧路富原小 ○ 別海陸少 ○ 共栄陸上ク ○ 共栄陸上ク 釧路昭和小 釧路青葉小 釧路ＡＣ 別海陸少
岩田　琉輝(5) 15.45 菅原　充晃(5) 15.62 遠藤　陽翔(5) 15.63 樋口　　豪(5) 15.88 関　　優道(5) 16.08 大関　愛斗(5) 16.09 宮﨑　怜治(5) 16.13 中谷　優羽(5) 16.86
釧路青葉小 標茶陸少 釧路青葉小 共栄陸上ク 標茶陸少 共栄陸上ク 浜中茶内小 別海陸少
入仲　健誠(6) 14.46 奥山　　遼(6) 14.56 浅村　修也(6) 14.75 別井　一翔(6) 14.78 高橋　淳絆(6) 15.03 佐藤　佑真(6) 15.09 宮下　寛汰(6) 15.42 飛彈　有音(6) 15.68
弟子屈RC 共栄陸上ク 共栄陸上ク 釧路青葉小 別海陸少 釧路青葉小 弟子屈RC 釧路青葉小
朝井　亮牙(3) 2:51.68 會田　風汰(3) 3:09.64 蹴揚　崇通(3) 3:10.91 江口　楓太(3) 3:16.60 掛川新二郎(3) 3:23.23 高平　楓真(3) 3:23.75 遠藤　優陽(3) 3:31.05 高橋　春翔(3) 3:35.50
白糠陸少 GR 弟子屈RC 釧路ＡＣ 釧路青葉小 別海陸少 鶴居ＡＣ 釧路青葉小 別海陸少
北原　汰一(4) 2:51.06 岩田　琉依(4) 2:59.45 蝋山　慎太(4) 3:00.45 吉田　駿一(4) 3:04.93 竹川　勘雲(4) 3:04.99 武田　那智(4) 3:12.38 菊池　　黎(4) 3:33.69 本郷　諒祐(4) 3:45.10
釧路富原小 ○ 釧路青葉小 別海陸少 浜中茶内小 釧路ＡＣ 釧路遠矢小 釧路ＡＣ 釧路ＡＣ
関　　優道(5) 5:42.63 江口　蒼太(5) 5:54.63 宮﨑　怜治(5) 5:56.16 吉田　智哉(5) 5:59.09 中谷　優羽(5) 6:11.66 矢島　永吉(5) 6:15.79
標茶陸少 釧路青葉小 浜中茶内小 標茶陸少 別海陸少 標茶陸少
朝井　風牙(6) 5:20.18 桑原　祐希(6) 5:35.63 高橋　淳絆(6) 5:52.50 蠣崎　太智(6) 6:06.75 上杉　宗也(6) 6:15.11
白糠陸少 釧路青葉小 別海陸少 標茶陸少 釧路青葉小
菅原　充晃(5) 19.38
標茶陸少
別井　一翔(6) 16.58 秋山　　爽(6) 17.15
釧路青葉小 標茶陸少
共栄陸上クＢ 1:05.85 別海陸少 1:06.60
大槻　祐介(4) 蝋山　慎太(4)
平間　雄大(4) 大森　悠斗(4)
木明　詩臣(4) 高橋　春翔(3)
奥山　　修(4) 掛川新二郎(3)
釧路青葉小Ｂ 1:03.98 標茶陸少 1:07.59 弟子屈RCＢ 1:10.22
岩田　琉輝(5) 吉田　智哉(5) 宮崎　　心(4)
遠藤　陽翔(5) 菅原　充晃(5) 秋元　翔平(5)
岩田　琉依(4) 矢島　永吉(5) 菅野陽南汰(5)
外崎　吏斗(5) 関　　優道(5) 下谷　歩夢(5)
弟子屈RCＡ 1:00.72 釧路青葉小Ａ 1:00.91 共栄陸上クＡ 1:01.54
宮下　寛汰(6) 別井　一翔(6) 吉田武紗士(6)
中原　　岬(6) 佐藤　佑真(6) 浅村　修也(6)
木名瀬周太(6) 桑原　祐希(6) 大関　愛斗(5)
入仲　健誠(6) 飛彈　有音(6) 奥山　　遼(6)
下谷　歩夢(5) 1m05
弟子屈RC
浅村　修也(6) 1m20 秋山　　爽(6) 1m15 蠣崎　太智(6) 1m15
共栄陸上ク 標茶陸少 標茶陸少
齊藤　夕真(4) 3m21(+0.6) 武田　那智(4) 3m09(-0.2) 北島　維人(4) 2m26(-0.2)
釧路青葉小 釧路遠矢小 別海陸少
下谷　歩夢(5) 3m41(+1.4) 秋元　翔平(5) 3m32(+3.3) 外崎　吏斗(5) 3m22(+2.5)
弟子屈RC 弟子屈RC 釧路青葉小
佐藤　佑真(6) 4m02(-0.3) 入仲　健誠(6) 3m89(+0.9) 木名瀬周太(6) 3m68(+2.0)
釧路青葉小 弟子屈RC 弟子屈RC
木名瀬周太(6) 6m36
弟子屈RC
佐藤　嘉人(3) 22m94 高平　楓真(3) 22m61
鶴居ＡＣ 鶴居ＡＣ
奥山　　修(4) 41m47 大森　悠斗(4) 35m96 上村宗仁朗(4) 32m59 北田　隆翔(4) 29m82 木明　詩臣(4) 29m34 宮崎　　心(4) 24m50
共栄陸上ク GR,○ 別海陸少 GR 共栄陸上ク 共栄陸上ク 共栄陸上ク 弟子屈RC
竹内　琉真(5) 42m36 大関　愛斗(5) 41m87 矢島　永吉(5) 31m67 外崎　吏斗(5) 31m47 菅野陽南汰(5) 30m21 吉田　貴翔(5) 29m28
釧路中央小 GR 共栄陸上ク GR 標茶陸少 釧路青葉小 弟子屈RC 標茶陸少
中原　　岬(6) 46m71 奥山　　遼(6) 40m37 飛彈　有音(6) 33m54 吉田武紗士(6) 30m07
弟子屈RC GR 共栄陸上ク 釧路青葉小 共栄陸上ク
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小学女子
種目

櫻井　柑奈(3) 16.59 小林　碧羽(3) 16.78 波平　莉子(3) 16.90 下橋　由季(3) 17.03 原田　玲乃(3) 17.14 木曽莉々菜(3) 17.39 上田　真温(3) 17.50 嵐　伊紗那(3) 18.06
釧路昭和小 釧路ＡＣ 釧路ＡＣ 釧路ＡＣ 厚岸RC 釧路ＡＣ 厚岸RC 共栄陸上ク
平野　一花(4) 14.97 上田　侑奈(4) 15.94 森生　和夏(4) 16.12 渡部　桜音(4) 16.39 高橋　藍結(4) 16.52 浅利　るな(4) 16.84 梅津　柚月(4) 17.24 佐藤　美和(4) 17.78
共栄陸上ク GR,○ 標茶陸少 共栄陸上ク 共栄陸上ク 別海陸少 共栄陸上ク 鶴居ＡＣ 標茶陸少
岡元　麻桜(5) 14.74 菱沼　千紗(5) 15.14 伊藤　蒼永(5) 15.35 山田　夢歩(5) 15.37 小野　愛葉(5) 15.44 野表　朝姫(5) 15.51 渡邊　里香(5) 15.67 米岡　美乙(5) 15.71
共栄陸上ク ○ 鶴居ＡＣ 標茶陸少 別海陸少 共栄陸上ク 弟子屈RC 共栄陸上ク 釧路青葉小
工藤　　凜(6) 13.50 清水　華穂(6) 13.83 渡部　結羽(6) 14.15 荒木羽春音(6) 14.22 小栗　有貴(6) 14.73 宮澤　采花(6) 15.12 佐々木遥香(6) 15.30
共栄陸上ク ○ 釧路ＡＣ ○ 共栄陸上ク ○ 共栄陸上ク 白糠陸少 釧路ＡＣ 釧路城山小
原田　玲乃(3) 3:13.10 阿部　若菜(3) 3:18.09 北島　凛音(3) 3:18.13 木曽莉々菜(3) 3:18.36 恒川　　純(3) 3:21.51 嵐　伊紗那(3) 3:22.21 下橋　由季(3) 3:24.07 飛彈　遥音(3) 3:26.24
厚岸RC 根室北斗小 別海陸少 釧路ＡＣ 共栄陸上ク 共栄陸上ク 釧路ＡＣ 釧路青葉小
中村　朱苗(4) 3:05.33 藤田　真央(4) 3:05.89 高橋　藍結(4) 3:09.98 井上　悠里(4) 3:10.50 小杉山萌未(4) 3:17.16 嵯峨　千寛(4) 3:20.30 佐藤　美和(4) 3:20.48 熊谷　紗耶(4) 3:20.93
厚岸真龍小 標茶陸少 別海陸少 共栄陸上ク 標茶陸少 釧路青葉小 標茶陸少 標茶陸少
涌嶋　琴美(5) 2:49.48 木村　寧々(5) 2:57.92 米岡　美乙(5) 2:57.93 木口いぶき(5) 3:01.86 蹴揚おとは(5) 3:09.96 髙橋　由奈(5) 3:11.12 中島　夏輝(5) 3:16.56 中川　愛流(5) 3:25.38
共栄陸上ク ○ 標茶陸少 釧路青葉小 浜中茶内小 釧路ＡＣ 釧路ＡＣ 弟子屈RC 標茶陸少
板谷　芙美(6) 2:44.34 土屋　綾音(6) 2:48.07 石川穂乃花(6) 2:48.13 本田愛咲緋(6) 2:48.14 花輪　あみ(6) 2:51.87 本間　朱里(6) 2:55.08 外崎　柚希(6) 3:01.54 小島すばる(6) 3:06.04
釧路青葉小 共栄陸上ク 共栄陸上ク 釧路美原小 別海陸少 標茶陸少 釧路青葉小 標茶陸少
前畑　星奈(5) 16.22 小野　愛葉(5) 16.43 森田　桃羽(5) 16.57 小笠原優楽(5) 16.75 旭岡　莉那(5) 17.20 中田　響希(5) 18.45 本庄ひまり(5) 18.53
厚岸RC 共栄陸上ク 共栄陸上ク 厚岸RC 共栄陸上ク 厚岸RC 厚岸RC
鈴木　彩絢(6) 14.28 荒木羽春音(6) 14.35 竹ヶ原美輝(6) 15.49 恒川　　温(6) 15.56 南　ひな夢(6) 16.32
共栄陸上ク ○ 共栄陸上ク ○ 厚岸RC ○ 共栄陸上ク 厚岸RC
標茶陸少Ｃ 1:08.46 釧路青葉小 1:13.32 別海陸少 1:18.56
藤田　真央(4) 土屋　結愛(4) 板垣　和心(4)
上田　侑奈(4) 宮川あかね(4) 高橋　藍結(4)
佐藤　美和(4) 川嶋　柚稀(4) 和田　梨恋(4)
小杉山萌未(4) 渡部　花梨(4) 山崎　　遊(4)
共栄陸上クＢ 1:02.26 厚岸RC 1:03.19 標茶陸少Ｂ 1:05.24 鶴居ＡＣ 1:06.14
渡邊　里香(5) ○ 中田　響希(5) 伊藤　梨月(5) 鈴木　萌生(5)
小野　愛葉(5) 小笠原優楽(5) 伊藤　蒼永(5) 藤原　和香(5)
旭岡　莉那(5) 西田　蒔乃(5) 多津美あかり(5) 菱沼　実桜(5)
岡元　麻桜(5) 前畑　星奈(5) 木村　寧々(5) 菱沼　千紗(5)
共栄陸上クＡ 57.34 標茶陸少Ａ 1:01.27 弟子屈RC 1:04.47
荒木羽春音(6) ○ 本間　朱里(6) 中島　夏輝(5)
渡部　結羽(6) 斉藤　志奈(6) 野表　朝姫(5)
鈴木　彩絢(6) 小島すばる(6) 萩原　　愛(5)
工藤　　凜(6) 和田　夏妃(6) 下谷　妃乃(6)
吉田　麗乃(5) 1m10 諏訪邊菜穂(5) 1m05 菱沼　千紗(5) 1m05
共栄陸上ク ○ 共栄陸上ク 鶴居ＡＣ
恒川　　温(6) 1m29 下谷　妃乃(6) 1m10
共栄陸上ク ○ 弟子屈RC
森生　和夏(4) 3m37(+0.7) 渡部　桜音(4) 3m11(+0.6) 小杉山萌未(4) 2m97(-0.2) 川嶋　柚稀(4) 2m92(-0.1) 豊田　亜依(4) 2m80(+0.6) 板垣　和心(4) 2m76(-1.1) 梅津　柚月(4) 2m71(-0.7) 中村穂乃加(4) 2m55(0.0)
共栄陸上ク ○ 共栄陸上ク 標茶陸少 釧路青葉小 標茶陸少 別海陸少 鶴居ＡＣ 別海陸少
涌嶋　琴美(5) 3m87(+1.7) 伊藤　蒼永(5) 3m75(+2.8) 野表　朝姫(5) 3m66(+3.2) 諏訪邊菜穂(5) 3m39(+0.5) 伊藤　梨月(5) 3m22(+0.7) 高野　瑚雪(5) 3m16(+2.4) 鈴木　萌生(5) 3m08(+0.9) 小笠原優楽(5) 3m07(+2.1)
共栄陸上ク ○ 標茶陸少 ○ 弟子屈RC 共栄陸上ク 標茶陸少 別海陸少 鶴居ＡＣ 厚岸RC
工藤　　凜(6) 4m10(0.0) 下谷　妃乃(6) 3m82(+1.5) 斉藤　志奈(6) 3m81(-0.4) 花輪　あみ(6) 3m64(+0.6) 外崎　柚希(6) 3m32(+1.4)
共栄陸上ク ○ 弟子屈RC 標茶陸少 別海陸少 釧路青葉小
小栗　有貴(6) 6m80 佐藤いろは(6) 6m37 及川和香奈(6) 5m66 横山　史佳(6) 5m53
白糠陸少 ○ 厚岸RC 釧路青葉小 釧路青葉小
竹内あかり(3) 16m89 上田　真温(3) 15m81 菱沼　華帆(3) 12m01 齊藤わかな(3) 11m75
釧路中央小 厚岸RC 鶴居ＡＣ 鶴居ＡＣ
豊田　亜依(4) 19m84
標茶陸少
渡邊　里香(5) 36m65 中島　夏輝(5) 36m38 前畑　星奈(5) 27m73 西田　蒔乃(5) 25m53 中川　愛流(5) 20m75 川崎　星和(5) 20m52
共栄陸上ク GR,○ 弟子屈RC GR,○ 厚岸RC 厚岸RC 標茶陸少 弟子屈RC
竹ヶ原美輝(6) 43m81 木下　春菜(6) 34m16 斉藤　志奈(6) 33m14 南　ひな夢(6) 29m12 佐藤いろは(6) 26m99 横山　史佳(6) 21m39
厚岸RC 釧路ＡＣ 標茶陸少 厚岸RC 厚岸RC 釧路青葉小
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