
根室地区男子
日付 種目

渡辺　統偉(3) 12.22 髙嶋　滉希(3) 12.57 村山　拓実(3) 12.66 二瓶　佑斗(2) 12.71 前川　快晴(3) 12.89 外川　元気(3) 13.06 上田　逸翔(3) 13.35
中標津広陵中 中標津広陵中 別海中央中 中標津広陵中 別海上風連中 別海上西春別中 標津中

阿部　尊琉(2) 12.66
別海上春別中

渡辺　統偉(3) 24.79 久保　宏貴(3) 25.20 村山　拓実(3) 25.81 二瓶　佑斗(2) 26.56 外川　元気(3) 26.75 吉田　　和(2) 27.12 千葉　修也(2) 27.78 阿部　彦三(2) 28.28
中標津広陵中 中標津広陵中 別海中央中 中標津広陵中 別海上西春別中 別海上西春別中 中標津広陵中 別海中央中
久保　宏貴(3) 59.40 中村　優也(3) 1:00.72 大西耶麻斗(1) 1:07.48 荒井　　衛(2) 1:08.57 我妻　遥斗(2) 1:10.26
中標津広陵中 根室歯舞中 標津中 別海上西春別中 別海中央中
岡部　　滉(3) 2:03.73 高橋　洸成(3) 2:05.70 市澤　大暉(3) 2:12.89 齋藤　祥平(3) 2:16.36 中村　優也(3) 2:21.88 大内　裕也(2) 2:22.88 小野瀨彩人(2) 2:27.77 前嶋　大陸(2) 2:31.37
別海上西春別中 NGR,○ 別海中央中 NGR,○ 中標津広陵中 ○ 別海上西春別中 根室歯舞中 中標津広陵中 標津中 別海上春別中
岡部　　滉(3) 4:19.95 高橋　洸成(3) 4:21.74 齋藤　祥平(3) 4:33.49 泉　　渋起(3) 4:35.28 市澤　大暉(3) 4:46.60 金澤　怜志(2) 4:49.65 鷲見　恵樹(3) 5:00.19 大内　裕也(2) 5:06.89
別海上西春別中 NGR,○ 別海中央中 NGR,○ 別海上西春別中 ○ 別海上西春別中 中標津広陵中 別海上西春別中 中標津広陵中 中標津広陵中
泉　　渋起(3) 9:48.79 金澤　怜志(2) 10:20.99 井村　唯人(2) 10:42.03
別海上西春別中 ○ 別海上西春別中 根室光洋中
島貫　瑛羅(3) 17.28 荒川凌太郎(2) 20.17 飯山　颯太(2) 20.71 掛川新一郎(1) 23.50 石井　健太(1) 24.37 宮西　優太(1) 25.73 板垣　蒼太(1) 26.28
標津中 ○ 別海野付中 別海野付中 別海中央中 別海中央中 別海中央中 別海中央中
中標津広陵中 47.05 別海上西春別中 48.39 標津中 50.75 別海野付中 51.90 別海上春別中 52.49 別海上風連中 52.92 根室歯舞中 53.60
久保　宏貴(3) ○ 齋藤　祥平(3) 羽生　長央(2) 大村　壮矢(2) 村山　隼斗(2) 前川　快晴(3) 神　　右京(2)
髙嶋　滉希(3) 岡部　　滉(3) 上田　逸翔(3) 飯山　颯太(2) 阿部　尊琉(2) 早坂　隆摩(2) 南出　継碁(2)
佐藤　大貴(3) 吉田　　和(2) 小野瀨彩人(2) 髙木　唯人(3) 宮城　隆也(2) 瀬下　陽翔(2) 猪爪　晴人(3)
渡辺　統偉(3) 外川　元気(3) 島貫　瑛羅(3) 荒川凌太郎(2) 前嶋　大陸(2) 響　鼓次朗(3) 中村　優也(3)
瀬下　陽翔(2) 1m55 茅原　歩夢(2) 1m45 松井　　渉(1) 1m30
別海上風連中 標津中 別海上風連中
前川　快晴(3) 2m60
別海上風連中
阿部　尊琉(2) 5m26(+2.5) 内山　大輝(3) 4m89(+1.2) 佐藤　大貴(3) 4m66(+2.5) 村山　隼斗(2) 4m56(+3.1) 響　鼓次朗(3) 4m30(-0.1) 宮城　隆也(2) 3m58(+0.3) 伊井　大河(1) 3m56(+2.5) 角田　淑人(1) 3m54(+1.7)
別海上春別中 公認4m98(+0.9) 別海中央中 中標津広陵中 公認4m46(+0.4) 別海上春別中 公認4m40(+1.8) 別海上風連中 別海上春別中 別海中央中 公認3m41(+1.6) 別海上春別中
髙嶋　滉希(3) 10m21 上田　逸翔(3) 8m69 佐藤　会勇(2) 8m53 木村　悠人(2) 7m74 早坂　隆摩(2) 7m10 白土　瑚楠(3) 6m97 日下　獅道(1) 6m73 掛川新一郎(1) 6m14
中標津広陵中 標津中 別海上春別中 標津中 別海上風連中 標津中 中標津広陵中 別海中央中
島貫　瑛羅(3) 1858点 吉田　泰誠(1) 693点
標津中 ○ 中標津広陵中

根室地区女子
日付 種目

秋田　莉子(2) 14.21 小村　　唯(2) 14.52 川村　心花(2) 14.54 水本　弘美(1) 14.93 小川　真於(1) 15.00 外石　杏奈(2) 15.21 大門　さゆり(3) 15.22 加藤　千依(1) 15.57
別海中央中 別海中央中 中標津広陵中 別海中央中 中標津広陵中 別海中央中 別海西春別中 中標津広陵中
坂口なぎさ(3) 29.68 小村　　唯(2) 29.85 小川　真於(1) 30.11 福原　詩苑(3) 31.01 藤巻　奈那(3) 31.86 野村　朱凛(1) 33.87 新濱　妃奈(1) 33.98 宮前　柊花(1) 35.01
標津中 別海中央中 中標津広陵中 別海中央中 別海中央中 中標津広陵中 別海野付中 別海西春別中
高橋　紅愛(3) 2:33.64 右代　優月(3) 2:33.75 前嶋　香帆(3) 2:40.14 齊藤　さよ(3) 2:43.05 坂口なぎさ(3) 2:49.09 藤田　結香(2) 2:50.45 藤巻　奈那(3) 2:51.29 福嶋　結菜(2) 2:53.93
別海中央中 別海中央中 中標津広陵中 別海中央中 標津中 別海上風連中 別海中央中 中標津広陵中
高橋　紅愛(3) 5:13.86 右代　優月(3) 5:23.58 齊藤　さよ(3) 5:24.51
別海中央中 ○ 別海中央中 別海中央中
外石　杏奈(2) 19.19 佐藤　柊花(2) 20.68
別海中央中 根室光洋中
別海中央中 54.91 中標津広陵中 57.56 別海西春別中 1:02.32 別海上風連中 1:02.44
水本　弘美(1) 本多　　生(2) 大門　さゆり(3) 藤田　結香(2)
秋田　莉子(2) 川村　心花(2) 千葉　雛子(1) 早坂沙里奈(1)
外石　杏奈(2) 福嶋　結菜(2) 宮前　柊花(1) 早坂亜里沙(1)
小村　　唯(2) 前嶋　香帆(3) 佐藤　優奈(3) 杉本万里乃(3)
小舘ひより(1) 1m05
中標津広陵中
秋田　莉子(2) 4m23(+3.0) 本多　　生(2) 4m21(+1.3) 杉本万里乃(3) 3m72(+3.1) 大門　さゆり(3) 3m63(+1.8) 加藤　千依(1) 3m36(+3.1) 早坂亜里沙(1) 3m15(+1.8) 鈴木　菜摘(1) 2m99(+2.5)
別海中央中 公認4m10(+1.2) 中標津広陵中 別海上風連中 公認3m70(+1.8) 別海西春別中 中標津広陵中 公認3m20(+1.5) 別海上風連中 中標津広陵中 公認2m75(+1.4)

杉本万里乃(3) 9m55 福原　詩苑(3) 8m43 佐藤　優奈(3) 7m94 相馬　琉那(3) 7m93 杉本茉奈美(1) 7m46 村山　愛美(1) 7m02
別海上風連中 ○ 別海中央中 別海西春別中 標津中 別海上風連中 別海中央中
佐藤　柊花(2) 1198点 田中　沙綾(1) 905点
根室光洋中 中標津広陵中

凡例  NGR:根室大会記録 ○:標準記録
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第65回 根室地区中体連陸上競技大会 兼 第48回 北海道中学校大会 陸上競技大会予選会
釧路市民陸上競技場 　　2017/06/17 ～ 2017/06/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

8位

6月18日
100m

風：-2.5

1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月17日 400m

6月18日 800m

6月18日
200m

風：-1.9

6月18日 中学3000m

6月17日
110mH(0.914m)

風：+2.4

6月17日 1500m

6月17日 走高跳

6月17日 棒高跳

6月18日 4X100mR

17.81(-0.1)-9m60 23.07(-0.1)-5m74
1m55-59.60 1m25-1:12.28

6月17日 走幅跳

6月18日 砲丸投

6月18日
200m

風：-1.4

6月18日
100m

風：-2.4

6月17日
～18日

四種競技

6月17日
100mH(0.762m)

風：+1.7

6月17日 800m

6月18日 1500m

6月17日 走幅跳

6月18日 4X100mR

6月18日 走高跳

20.59(-1.5)-1m15 23.59(-1.5)-1m15
7m28-32.46(-3.0) 6m04-33.04(-3.0)

6月17日 砲丸投

6月17日
～18日

四種競技


