
高校男子
日付 種目

河野　稜太(2) 11.05 川口　　宥(2) 11.10 渋谷　　陸(1) 11.17 伊藤　大輝(1) 11.20 山内　堅斗(2) 11.25 佐々木優太(2) 11.26 小野　翔哉(1) 11.31 髙橋　真耶(2) 11.39
釧路湖陵高 ○ 釧路工業高 ○ 釧路高専 ○ 釧路北陽高 ○ 中標津高 ○ 釧路江南高 ○ 武修館高 釧路湖陵高
河野　稜太(2) 23.14 木村　世南(2) 23.25 和田　陵平(2) 23.32 赤川　　翼(1) 23.34 髙橋　真耶(2) 23.35 日景　海斗(1) 23.37 山内　堅斗(2) 23.81 長谷川佳祐(2) 24.20
釧路湖陵高 標茶高 釧路北陽高 釧路明輝高 釧路湖陵高 武修館高 中標津高 釧路工業高
赤川　　翼(1) 51.03 黒田　恒太(1) 51.91 北村　龍聖(2) 51.92 木村　世南(2) 52.68 加藤　奨基(1) 53.93 谷内　太陽(1) 56.65 日景　海斗(1) 59.01
釧路明輝高 ○ 釧路江南高 ○ 釧路北陽高 ○ 標茶高 釧路高専 釧路湖陵高 武修館高
本田　　蓮(2) 2:00.63 北村　龍聖(2) 2:03.86 涌嶋　康輝(1) 2:04.47 髙橋　洸成(1) 2:05.15 齊藤　りく(2) 2:06.31 村山　巧馬(1) 2:12.61 中村　優也(1) 2:22.73
釧路湖陵高 ○ 釧路北陽高 ○ 釧路江南高 別海高 釧路工業高 釧路北陽高 根室高
本田　　蓮(2) 4:11.53 石橋　優人(2) 4:19.03 齊藤　りく(2) 4:19.12 髙橋　洸成(1) 4:23.56 藤川　峻輔(1) 4:47.38 木口　秋馬(1) 4:47.44 髙橋　　駿(2) 4:48.49 大和田公心(1) 4:58.05
釧路湖陵高 ○ 釧路工業高 ○ 釧路工業高 ○ 別海高 釧路北陽高 標茶高 釧路北陽高 標茶高
石橋　優人(2) 16:25.17 吉川　颯真(2) 17:07.44 泉　　渋起(1) 17:50.79 佐藤　正晴(2) 18:04.39 梶田　大喬(2) 18:50.20 北島　慎梧(2) 18:50.50 木下　航成(2) 19:52.30
釧路工業高 ○ 釧路湖陵高 別海高 釧路高専 釧路江南高 釧路工業高 釧路明輝高
遠藤　真人(2) 16.06 牛渡　康聖(2) 17.17 米川　　諒(1) 18.10 友貞　　颯(2) 18.66 朝熊　啓人(2) 19.47 山田　祐人(2) 19.85 村山　拓実(1) 21.42
武修館高 ○ 釧路湖陵高 釧路工業高 中標津高 釧路北陽高 釧路工業高 別海高
谷内　太陽(1) 1:00.30 黒田　恒太(1) 1:01.16 朝熊　啓人(2) 1:03.44 岩崎　友哉(1) 1:03.70 市澤　大暉(1) 1:04.08 友貞　　颯(2) 1:07.30 山田　祐人(2) 1:07.33 久保　宏貴(1) 1:08.91
釧路湖陵高 釧路江南高 釧路北陽高 武修館高 釧路湖陵高 中標津高 釧路工業高 釧路北陽高
神谷　　燎(2) 10:35.80 吉川　颯真(2) 10:51.92 吉田　大起(1) 11:14.45 木口　秋馬(1) 11:36.35 藤川　峻輔(1) 12:03.04 北島　慎梧(2) 12:08.00 木下　航成(2) 12:12.03 髙橋　　駿(2) 12:16.75
別海高 ○ 釧路湖陵高 別海高 標茶高 釧路北陽高 釧路工業高 釧路明輝高 釧路北陽高
渡邊　慎吾(2) 26:51.75 北村　竜斗(2) 27:38.41 梶田　大喬(2) 27:56.99 鈴木　達也(2) 28:19.57 濱屋　悠斗(2) 34:41.37 新濱　魁士(2) 36:05.66
釧路湖陵高 ○ 標茶高 ○ 釧路江南高 ○ 釧路湖陵高 ○ 根室高 根室高
釧路湖陵高 43.53 標茶高 44.30 釧路北陽高 44.64 武修館高 44.73 別海高 45.46 釧路江南高 45.63 釧路工業高 45.90 厚岸翔洋高 47.15
萩野　颯太(1) ○ 根岸　　蓮(1) ○ 伊藤　大輝(1) 小野　翔哉(1) 阿部　尊琉(1) 黒田　恒太(1) 米川　　諒(1) 布施　太輝(2)
髙橋　真耶(2) 熊谷　柊飛(1) 和田　陵平(2) 遠藤　真人(2) 村山　拓実(1) 益子　暖基(1) 長谷川佳祐(2) 石嶋　彰成(2)
塚野　紘己(2) 木村　世南(2) 小島　悠聖(1) 遠藤寿希也(1) 外川　元気(1) 涌嶋　康輝(1) 山田　祐人(2) 藤森　　翌(1)
河野　稜太(2) 柏原　大輝(2) 鈴木　竹流(2) 日景　海斗(1) 斉藤　慧太(2) 佐々木優太(2) 川口　　宥(2) 福井　将真(2)
釧路江南高 3:31.88 釧路湖陵高 3:32.01 標茶高 3:37.24 釧路北陽高 3:37.64 武修館高 3:46.82 釧路工業高 3:46.83
佐々木優太(2) ○ 谷内　太陽(1) ○ 木村　世南(2) 美藤　将来(1) 日景　海斗(1) 山田　祐人(2)
涌嶋　康輝(1) 河野　稜太(2) 熊谷　柊飛(1) 和田　陵平(2) 小野　翔哉(1) 齊藤　りく(2)
益子　暖基(1) 本田　　蓮(2) 根岸　　蓮(1) 村山　巧馬(1) 遠藤　真人(2) 川口　　宥(2)
黒田　恒太(1) 髙橋　真耶(2) 柏原　大輝(2) 北村　龍聖(2) 遠藤寿希也(1) 長谷川佳祐(2)
野崎　健斗(2) 1m60 塩﨑　怜央(2) 1m60 山家　裕樹(2) 1m50
霧多布高 釧路北陽高 弟子屈高
田口　那樹(1) 2m90 佐々木優太(2) 2m60
釧路江南高 釧路江南高
小野　翔哉(1) 6m42(-0.9) 川村　兵吾(2) 6m26(+1.1) 萩野　颯太(1) 5m82(-0.9) 川口　　宥(2) 5m80(+0.5) 柏原　大輝(2) 5m72(+0.6) 佐藤渓士郎(1) 5m63(-1.0) 山澤　怜苑(1) 5m37(-0.2) 米川　　諒(1) 5m28(+0.4)
武修館高 ○ 霧多布高 ○ 釧路湖陵高 釧路工業高 標茶高 釧路湖陵高 釧路江南高 釧路工業高
柏原　大輝(2) 12m75(+1.9) 佐藤渓士郎(1) 11m74(+1.0) 山澤　怜苑(1) 11m64(+1.8) 菅野　雅貴(2) 10m59(+2.3) 杉山　示現(2) 10m01(+1.4)
標茶高 ○ 釧路湖陵高 釧路江南高 釧路高専 公認10m45(+1.2) 釧路北陽高
長澤　　力(2) 9m12 鈴木　健太(1) 9m01 塚田　宇宙(2) 8m75 髙澤　啓太(1) 7m56 上田　逸翔(1) 7m29 滝沢　誠也(2) 6m39
標津高 釧路高専 厚岸翔洋高 根室高 標津高 根室高
松井　克鷹(2) 35m30 塩澤　孝信(2) 30m63 渡邊　龍翔(2) 29m42 阿部　優輝(2) 23m89 上田　逸翔(1) 20m91 滝沢　誠也(2) 20m70 新濱　魁士(2) 20m00 岩崎　翔也(2) 18m99
釧路江南高 ○ 釧路江南高 ○ 標津高 弟子屈高 標津高 根室高 根室高 標茶高
松井　克鷹(2) 47m32 長澤　　力(2) 36m51 田中　崇登(1) 22m59
釧路江南高 ○ 標津高 ○ 標津高
渡邊　龍翔(2) 56m20 塩澤　孝信(2) 43m03 野口　　昴(1) 36m25 阿部　和憲(1) 34m38 阿部　尊琉(1) 32m90 山本　大稀(1) 30m37 塩﨑　怜央(2) 29m97 野崎　　颯(1) 22m88
標津高 ○ 釧路江南高 標津高 釧路湖陵高 別海高 釧路北陽高 釧路北陽高 釧路高専

凡例  ○:標準記録

8月26日
円盤投

(1.750kg)

8月26日
ハンマー投
(6.000kg)

8月25日 やり投

8月26日 走幅跳

8月25日 三段跳

8月25日
砲丸投

(6.000kg)

8月26日 4X400mR

8月25日 走高跳

8月26日 棒高跳

8月26日 3000mSC

8月26日 5000mW

8月25日 4X100mR

8月25日 5000m

8月26日
110mH(1.067m) 

風：-0.2

8月25日 400mH

200m 
風：-1.6

8月26日 400m

8月25日 800m

8月26日 1500m

8位

8月26日
100m 

風：+2.1

織田杯・池田杯争奪 第45回 釧路新人陸上競技大会 【18014013】 
釧路市民陸上競技場 【12110】 
2018/08/25 ～ 2018/08/26

1位 2位 3位 4位

8月25日

5位 6位 7位



織田杯・池田杯争奪 第45回 釧路新人陸上競技大会 【18014013】 
釧路市民陸上競技場 【12110】 
2018/08/25 ～ 2018/08/26

高校女子
日付 種目

白神　荷潤(2) 12.93 太田　愛菜(1) 13.20 白田　菜織(1) 13.41 和　　歩奈(1) 13.60 堀込乃々花(1) 13.79 水野　桃花(1) 13.91 宍戸　夏海(1) 13.96 金子梨々香(1) 14.16
釧路江南高 ○ 武修館高 ○ 釧路北陽高 ○ 釧路湖陵高 釧路北陽高 厚岸翔洋高 根室高 釧路高専

白神　荷潤(2) 27.57 白田　菜織(1) 27.71 遠田　陽菜(1) 28.25 山田　桃音(1) 28.46 堀込乃々花(1) 28.69 和　　歩奈(1) 29.39 野呂栄梨佳(1) 29.42 松岡　美沙(2) 29.44
釧路江南高 ○ 釧路北陽高 ○ 釧路江南高 釧路湖陵高 釧路北陽高 釧路湖陵高 標茶高 別海高
麓　こより(2) 59.60 馬場　夏音(1) 1:03.22 野村　桃花(2) 1:04.39 廣保　莉緒(1) 1:05.47 萬屋　佐愛(2) 1:06.56 山田　桃音(1) 1:07.11 佐澤　奏音(1) 1:13.90
釧路江南高 ○ 武修館高 釧路江南高 釧路北陽高 武修館高 釧路湖陵高 釧路明輝高
野村　桃花(2) 2:38.50 筒渕　　栞(1) 2:40.93 野呂祐月菜(2) 2:42.92 長崎みのり(2) 2:43.55 佐澤　奏音(1) 2:56.17 原　　梢衣(1) 3:02.09 髙橋　香帆(1) 3:03.48 藤田　玲奈(1) 3:07.39
釧路江南高 釧路北陽高 厚岸翔洋高 根室高 釧路明輝高 根室高 釧路北陽高 霧多布高
右代　優月(1) 5:10.18 高橋　紅愛(1) 5:17.61 上杉　梨実(1) 5:28.00 筒渕　　栞(1) 5:30.09 齋藤　さよ(1) 5:32.37 長崎みのり(2) 5:34.72 和泉　佳那(1) 5:48.31 原　　梢衣(1) 5:49.62
別海高 ○ 釧路江南高 釧路江南高 釧路北陽高 別海高 根室高 中標津高 根室高
右代　優月(1) 11:01.00 高橋　紅愛(1) 11:33.92 上杉　梨実(1) 11:41.80 齋藤　さよ(1) 11:44.56 村上　未奈(2) 12:26.21 和泉　佳那(1) 12:32.32 髙橋　香帆(1) 13:34.96
別海高 ○ 釧路江南高 ○ 釧路江南高 ○ 別海高 ○ 釧路北陽高 中標津高 釧路北陽高
小林　芽菜(1) 16.97 三國　愛梨(2) 17.48 佐藤　理乃(2) 17.74 鈴木　麻衣(1) 17.92 福士　恋奈(1) 18.16 近藤　みく(1) 18.51 宮舘　芽衣(1) 20.69
武修館高 釧路江南高 釧路湖陵高 釧路北陽高 武修館高 釧路江南高 釧路北陽高
麓　こより(2) 1:05.18 三國　愛梨(2) 1:07.78 馬場　夏音(1) 1:11.10 萬屋　佐愛(2) 1:11.94 平川　真衣(1) 1:23.35
釧路江南高 ○ 釧路江南高 ○ 武修館高 ○ 武修館高 釧路明輝高
谷口　果林(1) 33:51.22 小野　愛弥(2) 40:44.76
標茶高 中標津農高
釧路江南高 51.13 武修館高 52.25 釧路湖陵高 54.39 釧路北陽高 54.52 中標津高 57.15 釧路明輝高 57.39 根室高 59.73
三國　愛梨(2) ○ 太田　愛菜(1) ○ 和　　歩奈(1) 宮舘　芽衣(1) 山室みやび(2) 平川　真衣(1) 宍戸　夏海(1)
麓　こより(2) 馬場　夏音(1) 山田　桃音(1) 白田　菜織(1) 角田川奈海(1) 小池　美紅(1) 池本　　蛍(2)
遠田　陽菜(1) 小林　芽菜(1) 佐藤　理乃(2) 廣保　莉緒(1) 高崎　りの(2) 川﨑　美玖(1) 東峰　梨夢(1)
白神　荷潤(2) 萬屋　佐愛(2) 三上　葉月(1) 堀込乃々花(1) 和泉　佳那(1) 佐澤　奏音(1) 長崎みのり(2)
釧路江南高 4:10.20 釧路北陽高 4:22.63 武修館高 4:24.28 釧路湖陵高 4:39.18 釧路明輝高 4:56.23
野村　桃花(2) ○ 廣保　莉緒(1) 馬場　夏音(1) 佐藤　理乃(2) 川﨑　美玖(1)
三國　愛梨(2) 白田　菜織(1) 太田　愛菜(1) 山田　桃音(1) 佐澤　奏音(1)
遠田　陽菜(1) 堀込乃々花(1) 福士　恋奈(1) 三上　葉月(1) 小池　美紅(1)
麓　こより(2) 鈴木　麻衣(1) 萬屋　佐愛(2) 和　　歩奈(1) 平川　真衣(1)
金子梨々香(1) 1m40 鹿内いぶき(2) 1m25
釧路高専 霧多布高

阿部　　遥(1) 1m25
中標津高

山室みやび(2) 2m30 平川　真衣(1) 2m20 遠田　陽菜(1) 1m90 近藤　みく(1) 1m70
中標津高 釧路明輝高 釧路江南高 釧路江南高
太田　愛菜(1) 4m91(+2.0) 阿部はるか(1) 4m81(+1.8) 小池　美紅(1) 4m56(+1.4) 川﨑　美玖(1) 4m42(+1.3) 水野　桃花(1) 4m34(+1.0) 平野　香羽(1) 4m11(+1.3) 小笠原あみ(1) 3m82(+2.4) 髙橋　妃那(1) 3m43(+1.6)
武修館高 釧路江南高 釧路明輝高 釧路明輝高 厚岸翔洋高 釧路高専 別海高 公認3m24(+1.4) 釧路東高
佐藤　理乃(2) 10m07(+1.6) 阿部はるか(1) 9m90(+1.5) 小池　美紅(1) 9m32(+1.1)
釧路湖陵高 釧路江南高 釧路明輝高
金子　麻夢(1) 8m38 池田佳紗音(2) 8m02 佐藤　日菜(2) 7m12 作田　　栞(2) 6m23 横田　紀香(1) 5m50 松原　　花(1) 4m47
厚岸翔洋高 ○ 武修館高 中標津農高 根室高 中標津農高 釧路江南高
池本　　蛍(2) 26m96 岡田　春奈(1) 24m73 東峰　梨夢(1) 23m83 中島　美夢(2) 23m65 砂越　瑠李(2) 23m08 池田佳紗音(2) 20m93 三本　華凜(2) 15m04 木村　未来(2) 14m57
根室高 ○ 釧路江南高 根室高 釧路明輝高 別海高 武修館高 釧路江南高 弟子屈高
岡田　春奈(1) 20m55 作田　　栞(2) 16m39 西　　美咲(1) 12m60
釧路江南高 根室高 釧路明輝高
池本　　蛍(2) 35m22 砂越　瑠李(2) 31m62 東峰　梨夢(1) 27m06 佐藤　麗蘭(1) 25m91 高崎　りの(2) 24m19 角田川奈海(1) 23m58 佐藤　日菜(2) 23m01 金子　麻夢(1) 22m15
根室高 ○ 別海高 ○ 根室高 霧多布高 中標津高 中標津高 中標津農高 厚岸翔洋高

凡例  ○:標準記録

8月25日
砲丸投

(4.000kg)

8月25日 やり投

8月26日
円盤投

(1.000kg)

8月26日
ハンマー投
(4.000kg)

8月26日 棒高跳

8月25日 走幅跳

8月26日 三段跳

8月25日 走高跳

8月25日 4X100mR

8月26日 4X400mR

8月26日
100mH(0.838m) 

風：+0.8

8月25日 400mH

8月26日 5000mW

8月25日 800m

8月26日 1500m

8月25日 3000m

8月26日
100m 

風：+2.3

8月25日
200m 

風：-1.1

8月26日 400m

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位


