
高校男子
日付 種目

河野　稜太(1) 11.29 緒方　陽也(2) 11.36 木村　世南(1) 11.42 川崎　　蓮(2) 11.56 松本　舜敏(2) 11.59 石嶋　彰成(1) 11.64 斉藤　慧太(1) 11.68 福井　将真(1) 11.73

釧路湖陵高 釧路江南高 標茶高 釧路湖陵高 釧路工業高 厚岸翔洋高 別海高 厚岸翔洋高

高橋　真耶(1) 22.90 河野　稜太(1) 23.47 長谷川佳祐(1) 23.59 斉藤　慧太(1) 23.63 和田　陵平(1) 23.88 山内　堅斗(1) 24.26 富岡亜友翔(2) 24.36 鈴木　竹流(1) 24.67

釧路湖陵高 釧路湖陵高 釧路工業高 別海高 釧路北陽高 中標津高 根室高 釧路北陽高

吉永　雄星(2) 51.44 石栗　琉成(2) 52.88 小野寺智也(2) 53.04 菊地　康介(2) 55.32 長谷川佳祐(1) 57.29 和田　陵平(1) 57.44 岡部　威也(1) 59.12

釧路湖陵高 釧路北陽高 釧路湖陵高 標茶高 釧路工業高 釧路北陽高 中標津高

疋島　陸斗(2) 2:02.36 本郷　宏樹(2) 2:02.41 吉永　雄星(2) 2:03.05 北村　龍聖(1) 2:07.08 伊藤　一晟(2) 2:09.51 岡部　威也(1) 2:15.08 猪股　賢也(2) 2:18.60 河野　翔太(2) 2:18.71

根室高 釧路湖陵高 釧路湖陵高 釧路北陽高 釧路江南高 中標津高 釧路工業高 中標津高

伊藤　一晟(2) 4:12.81 本郷　宏樹(2) 4:14.02 疋島　陸斗(2) 4:17.38 本田　　蓮(1) 4:17.69 齊藤　りく(1) 4:22.47 嶋田　乃翔(2) 4:27.93 北村　龍聖(1) 4:33.99 髙橋　　駿(1) 4:41.57

釧路江南高 釧路湖陵高 根室高 釧路湖陵高 釧路工業高 釧路工業高 釧路北陽高 釧路北陽高

鬼頭　洋介(2) 16:52.72 澤辺　北斗(2) 16:54.92 齊藤　りく(1) 16:58.45 石橋　優人(1) 17:32.62 神谷　　燎(1) 18:09.84 成田　　心(1) 18:25.69 大熊優太郞(2) 18:58.59 齋藤　　恋(2) 20:03.42

釧路湖陵高 釧路湖陵高 釧路工業高 釧路工業高 別海高 釧路江南高 標茶高 根室高

緒方　陽也(2) 15.40 遠藤　真人(1) 16.41 吉井今日汰(2) 16.75 富岡亜友翔(2) 17.10 友貞　　颯(1) 18.13 牛渡　康聖(1) 18.18 山崎　聖弥(2) 18.29 斉藤　隼斗(2) 18.49

釧路江南高 武修館高 釧路北陽高 根室高 中標津高 釧路湖陵高 標津高 釧路湖陵高

吉井今日汰(2) 1:00.38 飯屋崎晃生(1) 1:01.71 磯田　海人(2) 1:02.61 山崎　聖弥(2) 1:02.63 朝熊　啓人(1) 1:05.01 友貞　　颯(1) 1:06.78 丸田　大輔(2) 1:10.98

釧路北陽高 釧路湖陵高 釧路工業高 標津高 釧路北陽高 中標津高 釧路江南高

鬼頭　洋介(2) 10:32.50 澤辺　北斗(2) 10:40.98 神谷　　燎(1) 10:41.00 成田　　心(1) 11:04.64 飛島　陸玖(2) 11:13.55 河野　翔太(2) 11:32.82 齋藤　　恋(2) 11:41.02 向井　陽平(1) 12:21.47

釧路湖陵高 釧路湖陵高 別海高 釧路江南高 釧路高専 中標津高 根室高 中標津高

渡邊　慎吾(1) 26:25.60 鈴木　達也(1) 28:22.63 北村　竜斗(1) 28:46.88 梶田　大喬(1) 35:22.84

釧路湖陵高 釧路湖陵高 標茶高 釧路江南高

釧路湖陵高 43.92 釧路工業高 44.57 標茶高 45.68 釧路北陽高 45.71 中標津高 46.30 釧路江南高 46.87 釧路明輝高 47.14 標津高 47.19

高橋　真耶(1) 川口　　宥(1) 菊地　康介(2) 石栗　琉成(2) 木村　海斗(2) 伊藤　一晟(2) 堀　　朝翔(1) 佐藤　祐希(2)

川崎　　蓮(2) 長谷川佳祐(1) 木村　世南(1) 和田　陵平(1) 町居　幸輝(2) 佐々木優太(1) 小笠原宇宙(1) 山崎　聖弥(2)

吉永　雄星(2) 山田　祐人(1) 宍戸　大夢(2) 吉井今日汰(2) 友貞　　颯(1) 丸田　大輔(2) 佐藤　和磨(2) 佐々木研斗(2)

河野　稜太(1) 松本　舜敏(2) 柏原　大輝(1) 鈴木　竹流(1) 山内　堅斗(1) 緒方　陽也(2) 今井　郁也(2) 椎久　陽也(1)

釧路湖陵高 3:29.52 釧路北陽高 3:39.81 釧路江南高 3:41.96 標茶高 3:42.32 釧路工業高 3:45.56 標津高 3:47.68 根室高 3:50.19

小野寺智也(2) 吉井今日汰(2) 佐々木優太(1) 菊地　康介(2) 山田　祐人(1) 佐藤　祐希(2) 富岡亜友翔(2)

河野　稜太(1) 北村　龍聖(1) 伊藤　一晟(2) 木村　世南(1) 磯田　海人(2) 山崎　聖弥(2) 疋島　陸斗(2)

高橋　真耶(1) 和田　陵平(1) 丸田　大輔(2) 柏原　大輝(1) 大村　海斗(2) 椎久　陽也(1) 齋藤　　恋(2)

吉永　雄星(2) 石栗　琉成(2) 緒方　陽也(2) 宍戸　大夢(2) 長谷川佳祐(1) 佐々木研斗(2) 柿本　健登(2)

坂本光太郎(2) 1m80 佐々木研斗(2) 1m75 小笠原宇宙(1) 1m70 野崎　健斗(1) 1m50 大久保　響(1) 1m50

霧多布高 標津高 釧路明輝高 霧多布高 釧路工業高

丸田　大輔(2) 3m20 佐々木優太　(1) 2m30

釧路江南高 釧路江南高

川口　　宥(1) 6m32(+2.8) 甲斐　竣介(2) 6m30(+2.9) 芦田　晴斗(2) 6m02(+4.2) 川村　兵吾(1) 5m93(+3.9) 佐藤　和磨(2) 5m92(+2.8) 小田　洋人(1) 5m70(+3.1) 佐藤　祐希(2) 5m52(+3.0) 町居　幸輝(2) 5m45(+2.8)

釧路工業高 公認記録なし 釧路工業高 公認記録なし 釧路湖陵高 公認記録なし 霧多布高 公認記録なし 釧路明輝高 公認5m63(+1.2) 根室高 公認5m38(+2.0) 標津高 公認記録なし 中標津高 公認記録なし

芦田　晴斗(2) 13m05(+5.2) 遠藤　真人(1) 12m53(+3.1) 柏原　大輝(1) 12m22(+3.4) 佐藤　祐希(2) 12m00(+3.5) 川口　　宥(1) 11m65(+3.0) 佐々木研斗(2) 11m38(+6.2) 神山　海斗(2) 11m20(+2.1) 杉山　示現(1) 11m11(+4.5)

釧路湖陵高 公認記録なし 武修館高 公認記録なし 標茶高 公認11m77(+1.6) 標津高 公認記録なし 釧路工業高 公認記録なし 標津高 公認記録なし 釧路工業高 公認11m11(+1.8) 釧路北陽高 公認記録なし

松井　克鷹(1) 11m25 叶内　健太(2) 8m72 長澤　　力(1) 8m14 新濱　魁士(1) 5m52 滝沢　誠也(2) 4m62

釧路江南高 釧路湖陵高 標津高 根室高 根室高

鈴木　雄大(2) 39m65 角谷　正人(2) 29m08 佐藤　大地(2) 28m96 塩澤　孝信　(1) 28m09 荒矢　敏希(2) 26m40 清野　大喜(2) 26m24 渡邊　龍翔(1) 22m86 阿部　優輝(1) 20m81

釧路江南高 別海高 根室高 釧路江南高 霧多布高 標茶高 標津高 弟子屈高

鈴木　雄大(2) 47m56 松井　克鷹(1) 34m03 佐藤　大地(2) 27m96 長澤　　力(1) 18m82

釧路江南高 釧路江南高 根室高 標津高

角谷　正人(2) 49m97 叶内　健太(2) 46m25 渡邊　龍翔(1) 44m23 葛迫　悠稀(2) 44m14 荒矢　敏希(2) 42m55 塩澤　孝信　(1) 37m77 木村　世南(1) 37m08 北館　柚有(1) 21m43

別海高 釧路湖陵高 標津高 中標津高 霧多布高 釧路江南高 標茶高 霧多布高
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織田杯・池田杯争奪 第44回 釧路新人陸上競技大会 【16014013】
釧路市民陸上競技場 【12110】
2017/08/26 ～ 2017/08/27



織田杯・池田杯争奪 第44回 釧路新人陸上競技大会 【16014013】
釧路市民陸上競技場 【12110】
2017/08/26 ～ 2017/08/27

高校女子
日付 種目

山崎　愛結(2) 12.36 舟生陽奈多(2) 12.87 島　菜々佳(2) 12.98 白神　荷潤(1) 13.08 石川　　渚(2) 13.44 三國　愛梨(1) 13.53 千葉　寿里(1) 13.88

武修館高 釧路湖陵高 弟子屈高 釧路江南高 釧路北陽高 釧路江南高 釧路湖陵高

山崎　愛結(2) 25.57 佐藤ルミナ(2) 26.58 舟生陽奈多(2) 26.92 島　菜々佳(2) 27.20 三國　愛梨(1) 27.70 五ノ井柚希(2) 28.35 松岡　美沙(1) 29.26

武修館高 武修館高 釧路湖陵高 弟子屈高 釧路江南高 釧路江南高 別海高

熊谷　　麗(2) 1:01.32 佐藤ルミナ(2) 1:03.38 川村　真菜(2) 1:04.91 佐々木葉月(2) 1:05.58 野村　桃花(1) 1:07.44 唐﨑　陽野(1) 1:07.98 松岡　美沙(1) 1:08.58 佐藤　優奈(2) 1:16.47

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

稲村　愛梨(2) 2:31.12 鈴木さくら(1) 2:35.17 唐﨑　陽野(1) 2:36.47 萬屋　佐愛(1) 2:42.54 佐々木葉月(2) 2:44.00 長崎みのり(1) 2:49.19 野呂祐月菜(1) 2:52.15 小田嶋彩夏(1) 3:06.34

釧路湖陵高 釧路北陽高 標津高 武修館高 霧多布高 根室高 厚岸翔洋高 釧路東高

稲村　愛梨(2) 5:12.30 鈴木さくら(1) 5:16.81 番場　美祐(2) 5:21.44 萬屋　佐愛(1) 5:37.28 佐久間友菜(2) 5:49.03 小田嶋彩夏(1) 6:28.15 葛西　穂佳(2) 6:52.38

釧路湖陵高 釧路北陽高 釧路湖陵高 武修館高 釧路東高 釧路東高 中標津高

番場　美祐(2) 11:59.18 村上　未奈(1) 12:15.47 油谷彩優里(2) 12:32.49 佐久間友菜(2) 13:03.64 葛西　穂佳(2) 15:45.52 小澤百合菜(1) 16:20.77

釧路湖陵高 釧路北陽高 標茶高 釧路東高 中標津高 根室高

岡田　朝加(2) 15.24 鎌田　南沙(2) 15.42 岩島　志穂(2) 16.17 髙杉　ルナ(2) 16.55 千葉　寿里(1) 17.01 小原　里彩(2) 17.59 山室みやび(1) 21.97

武修館高 標津高 釧路江南高 武修館高 釧路湖陵高 釧路江南高 中標津高

麓　こより(1) 1:07.38 岩島　志穂(2) 1:11.52 岡田　朝加(2) 1:13.55

釧路江南高 釧路江南高 武修館高

油谷彩優里(2) 28:30.51 長崎みのり(1) 43:18.13

標茶高 根室高

武修館高 50.55 釧路江南高 51.50 釧路湖陵高 52.25 標津高 53.97 中標津高 58.74

佐藤ルミナ(2) 岩島　志穂(2) 千葉　寿里(1) 三浦　　花(2) 山室みやび(1)

山崎　愛結(2) 白神　荷潤(1) 舟生陽奈多(2) 鎌田　南沙(2) 川口　真実(2)

岡田　朝加(2) 麓　こより(1) 川村　真菜(2) 中川　　葵(2) 葛西　穂佳(2)

髙杉　ルナ(2) 熊谷　　麗(2) 佐藤　理乃(1) 唐﨑　陽野(1) 池田真亜友(1)

釧路江南高 4:13.88 武修館高 4:19.14 釧路湖陵高 4:24.70 標津高 4:31.68 釧路北陽高 4:39.54

五ノ井柚希(2) 萬屋　佐愛(1) 川村　真菜(2) 三浦　　花(2) 堤　　愛花(2)

麓　こより(1) 佐藤ルミナ(2) 舟生陽奈多(2) 鎌田　南沙(2) 鈴木さくら(1)

野村　桃花(1) 岡田　朝加(2) 稲村　愛梨(2) 唐﨑　陽野(1) 村上　未奈(1)

熊谷　　麗(2) 山崎　愛結(2) 番場　美祐(2) 中川　　葵(2) 石川　　渚(2)

堤　　愛花(2) 1m43 鹿内いぶき(1) 1m25

釧路北陽高 霧多布高

川口　真実(2) 1m25

中標津高

小原　里彩(2) 2m50 五ノ井柚希(2) 2m50 山室みやび(1) 2m40

釧路江南高 釧路江南高 中標津高

鎌田　南沙(2) 5m26(+1.9) 佐藤　理乃(1) 4m67(+2.5) 白神　荷潤(1) 4m49(+3.6) 三浦　　花(2) 4m41(+4.6) 石川　　渚(2) 4m37(+3.2)

標津高 釧路湖陵高 公認記録なし 釧路江南高 公認記録なし 標津高 公認4m37(+1.0) 釧路北陽高 公認記録なし

佐藤　理乃(1) 9m88(+2.9) 川村　真菜(2) 9m65(+2.2)

釧路湖陵高 公認9m14(+1.7) 釧路湖陵高 公認記録なし

池田佳紗音(1) 8m86 池本　　蛍(1) 7m22 佐藤　日菜(1) 7m20 飯島　　綾(2) 6m47 高崎　りの(1) 5m60

武修館高 根室高 中標津農高 中標津農高 中標津高

伊藤　杏樹(2) 27m10 小林　彩花(2) 26m18 品堀　楓華(2) 23m72 池本　　蛍(1) 22m28 砂越　瑠李(1) 21m97 中島　美夢(1) 17m47 三本　華凜(1) 14m25 小野　愛弥(1) 12m22

釧路明輝高 釧路江南高 標津高 根室高 別海高 釧路明輝高 釧路江南高 中標津農高

小林　彩花(2) 29m69 飯島　　綾(2) 28m82 伊藤　杏樹(2) 26m44 中川　　葵(2) 18m76 引地　華帆(2) 13m65 永坂　悠未(2) 12m41

釧路江南高 中標津農高 釧路明輝高 標津高 釧路江南高 霧多布高

砂越　瑠李(1) 31m13 品堀　楓華(2) 27m35 佐藤　日菜(1) 26m21 高崎　りの(1) 25m91 中川　　葵(2) 25m70 永坂　悠未(2) 24m23 中島　美夢(1) 20m22 小野　愛弥(1) 17m86

別海高 標津高 中標津農高 中標津高 標津高 霧多布高 釧路明輝高 中標津農高
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