
日付 種目

今森　　賛(0) 11.07 会津　聖哉 11.30 木村　世南(1) 11.43 柳　　悠仁 11.48 松本　舜敏(2) 11.53 澤田　直人 11.54 澁谷　　陸(3) 11.67 福井　将真(1) 11.70
白樺AC 釧路地方陸協 標茶高 釧路地方陸協 釧路工業高 OSAKA .T.C 釧路鳥取中 厚岸翔洋高
今森　　賛(0) 22.84 木村　世南(1) 23.33 中村　大晟(3) 23.47 畠山　健太(3) 23.89 長谷川佳祐(1) 26.48
白樺AC 標茶高 武修館高 武修館高 釧路工業高
伊藤　一晟(2) 2:03.80 川端　俊司 2:10.57 菊地　康介(2) 2:17.02 山家　裕樹(1) 2:17.99 河野　翔太(2) 2:22.73
釧路江南高 釧路地方陸協 標茶高 弟子屈高 中標津高
伊藤　一晟(2) 4:11.93 酒井　空知(3) 4:12.55 齊藤　りく(1) 4:14.91 諸藤　大悟(4) 4:21.15 川端　俊司 4:27.50 河野　翔太(2) 4:45.95 成田　　心(1) 4:46.97 山家　裕樹(1) 4:52.39
釧路江南高 白糠中 釧路工業高 釧路公立大 釧路地方陸協 中標津高 釧路江南高 弟子屈高
石橋　優人(1) 16:19.14 吉川　颯真(1) 17:29.00 成田　　心(1) 17:50.69 河島　竜平(3) 18:07.77 佐藤　正晴(1) 18:22.04 大熊優太郞(2) 18:39.41 向井　陽平(1) 18:50.74 伊藤　 嵐(1) 19:52.89
釧路工業高 釧路湖陵高 釧路江南高 標津高 釧路高専 標茶高 中標津高 中標津高
中村　大晟(3) 15.61 緒方　陽也(2) 15.71 遠藤　真人(1) 16.89 吉井今日汰(2) 16.97 富岡亜友翔(2) 17.03 友貞　　颯(1) 18.44
武修館高 釧路江南高 武修館高 釧路北陽高 根室高 中標津高
大澤　征矢(4) 24:52.93 藤田 　　樹(2) 27:47.63 北村　竜斗(1) 28:59.76 梶田　大喬(1) 35:21.82
道教大釧路 帯広農業高 標茶高 釧路江南高

釧路湖陵高 43.47 釧路工業高 45.17 標茶高 45.28 釧路北陽高 45.38 釧路地方陸協 45.47 高専連合 46.24 標津高A 46.43
川崎　　蓮(2) 川口　　宥(1) 清野　大喜(2) 石栗　琉成(2) 波平　裕貴 澤田　直人 新屋　　力
河野　稜太(1) 長谷川佳祐(1) 木村　世南(1) 和田　陵平(1) 沼倉　正広 増田　啓介(3) 河島　竜平(3)
吉永　雄星(2) 山田　祐人(1) 菊地　康介(2) 吉井今日汰(2) 柳　　悠仁 増田悠一郎(5) 植田　優人(3)
高橋　真耶(1) 松本　舜敏(2) 柏原　大輝(1) 鈴木　竹流(1) 西田　尚将 能登谷　拓武 渡邉　汰一(3)

北陽・工業連合 3:38.26 釧路江南高 3:41.36 標茶高 3:50.61 根室高 3:55.78 富原中 4:06.20
田中　　瑠 佐々木優太(1) 菊地　康介(2) 富岡亜友翔(2) 成澤　征哉(2)
木戸　優希 伊藤　一晟(2) 木村　世南(1) 小田　洋人(2) 日向　宏輝(2)
渋谷　瑛一 丸田　大輔(2) 大熊優太郞(2) 藤谷　龍門(1) 板垣　結大(1)
清野　颯斗 緒方　陽也(2) 柏原　大輝(1) 柿本　健登(2) 澁谷　純来(1)

坂本光太郎(2) 1m75 小笠原宇宙(1) 1m70 野崎　健斗(1) 1m60
霧多布高 釧路明輝高 霧多布高
沼倉　正広 3m20 佐々木優太(1) 2m50
釧路地方陸協 釧路江南高
村上　霞茉(3) 7m02(+1.9) 緒方　陽也(2) 6m23(+2.3) 川口　　宥(1) 6m08(+0.6) 甲斐　竣介(2) 5m97(+3.5) 川村　兵吾(1) 5m92(+1.2) 小田　洋人(2) 5m84(+2.6) 芦田　晴斗(2) 5m83(-0.6) 福井　将真(1) 5m46(+1.1)
霧多布高 釧路江南高 公認6m11(0.0) 釧路工業高 釧路工業高 公認5m66(-0.1) 霧多布高 根室高 公認5m79(+1.3) 釧路湖陵高 厚岸翔洋高
遠藤　真人(1) 12m56(+1.9) 岩田　一真(3) 12m42(+1.1) 柏原　大輝(1) 12m14(+1.3) 佐藤　祐希(2) 11m28(+0.5) 佐々木研斗(2) 10m49(+1.6)
武修館高 釧路共栄中 標茶高 標津高 標津高
松井　克鷹(1) 11m03 長澤　　力(1) 7m11 新濱　魁士(1) 6m32 藤谷　龍門(1) 6m01 滝沢　誠也(1) 5m87
釧路江南高 標津高 根室高 根室高 根室高
更科　亮輔 34m87
弟子屈壮年団
鈴木　雄大(2) 38m31 佐藤　大地(2) 29m13 荒矢　敏希(2) 28m86 清野　大喜(2) 28m48 佐藤　　航(3) 26m70 塩澤　孝信(1) 25m87 渡邊　龍翔(1) 25m25 河島　竜平(3) 21m75
釧路江南高 根室高 霧多布高 標茶高 標津高 釧路江南高 標津高 標津高

山下　大輔 47m43
釧路地方陸協
鈴木　雄大(2) 44m58 渡邉　汰一(3) 37m35 佐藤　　航(3) 34m11 松井　克鷹(1) 29m29 長澤　　力(1) 27m17 佐藤　大地(2) 24m18
釧路江南高 標津高 標津高 釧路江南高 標津高 根室高
渡邉　汰一(3) 51m17 葛迫　悠稀(2) 49m43 渡邊　龍翔(1) 45m33 荒矢　敏希(2) 43m47 塩澤　孝信(1) 36m48 北館　柚有(1) 27m85 今井　郁也(2) 22m72 新濱　魁士(1) 15m45
標津高 中標津高 標津高 霧多布高 釧路江南高 霧多布高 釧路明輝高 根室高
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日付 種目

小関　千尋(1) 12.84 金丸　妃菜(3) 13.05 馬場　夏音(3) 13.07 白神　荷潤(1) 13.28 浅利ひめの(2) 13.32 熊谷　　麗(2) 13.34
日赤看護大 武修館高 釧路共栄中 釧路江南高 釧路青陵中 釧路江南高
熊谷　　麗(2) 27.09 麓　こより(1) 27.33 三國　愛梨(1) 28.45 唐﨑　陽野(1) 28.76
釧路江南高 釧路江南高 釧路江南高 標津高
稲村　愛梨(2) 2:26.16 番場　美祐(2) 2:31.82 鈴木さくら(1) 2:32.66 唐﨑　陽野(1) 2:34.68 佐々木葉月(2) 2:34.95 長崎みのり(1) 2:44.97 佐藤　優奈(2) 3:01.05 政谷　美有(1) 3:03.64
釧路湖陵高 釧路湖陵高 釧路北陽高 標津高 霧多布高 根室高 釧路明輝高 道教大釧路
石垣　ゆい(2) 5:11.97 鈴木さくら(1) 5:13.79 森田　七羽(1) 5:22.48 萬屋　佐愛(1) 5:27.36 伊藤　朱里(1) 5:27.44 石橋　　桜(2) 5:28.92 相樂　瑠香(2) 5:42.56 井上　沙知(2) 5:51.09
釧路鳥取西中 釧路北陽高 釧路共栄中 武修館高 標茶中 釧路鳥取中 釧路鳥取中 標茶中
村上　未奈(1) 11:42.12
釧路北陽高
岡田　朝加(2) 15.35 小林　芽菜(3) 15.63 鎌田　南沙(2) 15.90 小関　千尋(1) 16.29 岩島　志穂(2) 16.70 髙杉　ルナ(2) 17.39
武修館高 厚岸真龍中 標津高 日赤看護大 釧路江南高 武修館高
油谷　彩優里(2) 27:29.38 花積　　唯 34:45.62 栗栖　菜摘(2) 35:33.58 長崎みのり(1) 40:06.41
標茶高 釧路景雲中教員 帯広農業高 根室高

武修館高 49.95 釧路江南高A 51.00 釧路湖陵高 51.46 釧路江南高B 53.21
佐藤ルミナ(2) 岩島　志穂(2) 佐藤　理乃(1) 三國　愛梨(1)
山崎　愛結(2) 白神　荷潤(1) 舟生陽奈多(2) 五ノ井柚希(2)
岡田　朝加(2) 麓　こより(1) 川村　真菜(2) 小原　里彩(2)
髙杉　ルナ(2) 熊谷　　麗(2) 稲村　愛梨(2) 野村　桃花(1)

釧路江南高A 4:09.07 釧路江南高B 4:35.38
野村　桃花(1) 三國　愛梨(1)
熊谷　　麗(2) 白神　荷潤(1)
五ノ井柚希(2) 岩島　志穂(2)
麓　こより(1) 小原　里彩(2)

金丸　妃菜(3) 1m60 堤　　愛花(2) 1m40 鹿内いぶき(1) 1m20 川口　真実(2) 1m15
武修館高 釧路北陽高 霧多布高 中標津高
小原　里彩(2) 2m40
釧路江南高
鎌田　南沙(2) 4m86(+0.7) 佐藤　理乃(1) 4m50(+0.4) 三浦　　花(2) 4m43(-0.1) 白神　荷潤(1) 4m06(+2.2) 石川　　渚(2) 4m02(+1.9)
標津高 釧路湖陵高 標津高 釧路江南高 公認4m01(+0.7) 釧路北陽高
鈴木　小絢(3) 9m36 池田佳紗音(1) 8m89 池本　　蛍(1) 7m22 中島　美夢(1) 6m33 佐藤　優奈(2) 3m99
白糠中 武修館高 根室高 釧路明輝高 釧路明輝高
小林　彩花(2) 26m88 伊藤　杏樹(2) 25m71 池本　　蛍(1) 24m65 品堀　楓華(2) 23m57 弓場由紀子 22m37
釧路江南高 釧路明輝高 根室高 標津高 弟子屈壮年団
小林　彩花(2) 34m92 伊藤　杏樹(2) 26m82 中川　　葵(2) 18m05
釧路江南高 KHR,KR 釧路明輝高 標津高
品堀　楓華(2) 26m90 永坂　悠未(2) 23m92 高崎　りの(1) 23m34 中川　　葵(2) 23m20 中島　美夢(1) 17m04
標津高 霧多布高 中標津高 標津高 釧路明輝高

凡例  KHR:釧根高校記録 KR:釧根記録
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