
中学男子100m
大会記録(GR)                 11.42     窪田　亘助(釧路鳥取西中)              2014 4月27日 09:00 決　勝

決　勝　16組

1組 (風:+0.4) 2組 (風:-3.0)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶﾞ ﾎﾝﾏ ｼｭﾝﾀ

1 4029 山田　楓河(3) 美幌中 11.40 GR 1 1606 本間　駿汰(3) 釧路鳥取西中 12.65
ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

2 1053 熊谷　悠人(3) 附属釧路中 11.89 2 1364 鈴木　拓馬(3) 釧路北中 12.79
ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾄ ｲｼｻﾞｷ ﾘｭｳｷ

3 1543 福田　海人(3) 厚岸真龍中 12.10 3 1211 石﨑　琉輝(3) 標茶中 12.98
ｻﾄｳ ｾｲｱ ｴﾋﾞﾅ ﾘｭｳｼﾝ

4 1541 佐藤　星空(3) 厚岸真龍中 12.20 4 1262 蝦名　龍信(3) 釧路大楽毛中 13.15
ｻｶｲ ｼｭﾝｷ ﾎﾘｳﾁ ｺｳｾｲ

5 1953 酒井　俊貴(3) 釧路景雲中 12.23 5 1468 堀内　皇世(2) 浜中茶内中 13.15
ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ ﾇﾉｶﾜ ｵｳﾏ

6 1104 足立　尚優(3) 釧路景雲中 12.35 6 1119 布川　央真(3) 釧路景雲中 13.18
ﾊｾ ｱﾕﾑ ｵｵﾀﾆ ｺｳｷ

7 1365 長谷　歩夢(3) 釧路北中 12.36 7 1434 大谷　晃輝(3) 鶴居中 13.25
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄﾋﾛ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｷ

8 1108 長谷川智広(3) 釧路景雲中 12.82 8 1111 川村　雄己(3) 釧路景雲中 13.43

3組 (風:-0.1) 4組 (風:-0.1)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾉｳｴ ﾕﾗ

1 1005 法島　大輔(3) 釧路幣舞中 12.29 1 1433 井上　悠來(3) 鶴居中 12.70
ﾄｼﾏ ﾃﾝｾｲ ﾌﾅｷ ﾕｳﾀ

2 1486 戸島　天晴(3) 釧路青陵中 12.39 2 1605 船木　優汰(3) 釧路鳥取西中 12.77
ﾎﾝﾏ ﾕｳﾄ ﾅｶﾀ ｼｮｳ

3 1480 本間　悠斗(3) 釧路青陵中 12.79 3 1611 中田　　翔(2) 釧路鳥取西中 12.86
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ ｸﾎﾞ ﾏｻﾊﾙ

4 1114 渡辺　聖也(3) 釧路景雲中 12.84 4 1145 久保　将春(2) 富原中 12.91
ｼﾌﾞﾔ ｼﾞｭﾝｷ ｲｼｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ

4 1138 澁谷　純来(3) 富原中 12.84 5 1213 石﨑　大雅(3) 標茶中 12.95
ｱｻﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｶﾈｳﾁ ｷﾗ

6 1310 浅田　陽翔(3) 釧路春採中 12.85 6 1101 金打　輝来(2) 釧路景雲中 13.07
ｻﾄｳ ﾘｭｳ ｵｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ

7 1487 佐藤　　龍(3) 釧路青陵中 12.93 7 1628 尾﨑　太陽(3) 釧路鳥取中 13.24
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼ

8 1824 本多　佑士(2) 標茶虹別中 13.60

5組 (風:-0.3) 6組 (風:-1.4)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱｹﾞﾌｼﾞ ｶｲﾄ

1 1135 木村龍之介(3) 富原中 12.79 1 1548 上藤　海登(2) 厚岸真龍中 13.04
ｵｵｻﾜ ﾕｳｶﾞ ﾍﾞﾂｲ ｶｽﾞﾄ

2 1542 大澤　悠河(3) 厚岸真龍中 12.97 2 1372 別井　一翔(2) 釧路北中 13.29
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾑ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

3 1358 池田　弘夢(3) 釧路北中 13.04 3 1371 佐藤　佑真(2) 釧路北中 13.36
ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊｸ ｻｲﾄｳ ｶﾅﾃﾞ

4 1312 仲澤　虎伯(3) 釧路春採中 13.09 4 1311 齊藤　　奏(3) 釧路春採中 13.56
ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ

5 1139 吉田　　暁(3) 富原中 13.28 5 1302 岩崎洸太郎(2) 釧路春採中 13.72
ｲｲﾀﾞ ｼｮｳｴﾂ ｺﾝﾉ ｼﾞｮｳｽｹ

6 1268 飯田　晶悦(3) 釧路大楽毛中 13.29 6 1467 今野　城輔(2) 浜中茶内中 13.78
ｻﾄｳ ｲｯｾｲ ﾀｹｳﾁ ﾕｷﾄ

7 1313 佐藤　勇晴(3) 釧路春採中 13.38 7 1110 竹内佑貴翔(3) 釧路景雲中 13.86

7組 (風:-1.8) 8組 (風:-0.9)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ﾓｶ ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ

1 1627 佐藤　想海(3) 釧路鳥取中 13.07 1 1031 木村　鴻介(2) 附属釧路中 13.00
ﾖｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｻﾄｳ ｼｭﾝ

2 1140 吉田　　翼(3) 富原中 13.25 2 1137 佐藤　　隼(3) 富原中 13.33
ｻﾝﾉﾍ ﾗｲｷ ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｷ

3 1362 三戸　雷仁(3) 釧路北中 13.32 3 1877 高橋　淳絆(2) 別海中央中 13.43
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｶﾞ ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾋﾞｷ

4 1616 五十嵐大峨(2) 釧路鳥取西中 13.62 4 1363 神保　　響(3) 釧路北中 13.59
ﾀｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｵｲｼ ｿｳﾏ

5 1684 田垣龍之介(2) 釧路鳥取中 13.69 5 1263 大石　壮馬(3) 釧路大楽毛中 13.63
ｶﾐﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ ﾉﾛ ﾄｼﾋﾛ

6 1061 上村清太朗(2) 釧路共栄中 13.77 6 1216 野呂　利大(2) 標茶中 13.63
ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙﾄ ｻﾄｳ ｺｳﾀ

7 1109 五十嵐遥都(3) 釧路景雲中 13.86 7 1273 佐藤　虹汰(2) 釧路大楽毛中 13.64
ｺﾏﾂ ﾗｲｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｽﾞｷ

8 1146 小松　頼暉(2) 富原中 13.94 8 1626 川端　柚輝(3) 釧路鳥取中 13.82

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学男子100m

9組 (風:-1.5) 10組 (風:-1.4)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾀﾆｳﾁ ﾊﾙ

1 1641 吉田　泰誠(3) 中標津広陵中 12.95 1 1034 谷内　　晴(2) 附属釧路中 13.83
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ ﾎﾝﾏ ﾉｿﾞﾑ

2 1303 遠藤　瞬也(2) 釧路春採中 13.66 2 1485 本間　希望(2) 釧路青陵中 13.91
ｵｸﾔ ﾊﾙ ｺﾊﾀ ﾘｮｳﾀ

3 1630 奥谷　ハル(2) 釧路鳥取中 14.00 3 1361 木幡　亮太(3) 釧路北中 14.07
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ

4 1637 髙橋　和希(2) 釧路鳥取中 14.03 4 1504 斉藤　　輝(3) 釧路桜が丘中 14.28
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ ｻﾄｳ ｱｷﾗ

5 1266 中村　優斗(3) 釧路大楽毛中 14.09 5 1602 佐藤　　晃(3) 釧路鳥取西中 14.41
ｲｲ ﾀｲｶﾞ ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ

6 1866 伊井　大河(3) 別海中央中 14.20 6 1544 佐藤　慧吾(2) 厚岸真龍中 14.44
ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾄ ｽﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ

7 1640 村上　櫂斗(2) 釧路鳥取中 14.50 7 1274 須藤　翼冴(2) 釧路大楽毛中 14.57

11組 (風:-2.0) 12組 (風:-1.0)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾋﾗ ﾅﾀｸ ﾌｸｲ ｹｲﾄ

1 1431 髙平　楠託(3) 鶴居中 14.03 1 1062 福居　奎人(2) 釧路共栄中 14.29
ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾄ ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲﾁ

2 1603 田口　彪斗(3) 釧路鳥取西中 14.10 2 1141 五十嵐大智(2) 富原中 14.60
ｶﾂﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｵﾀﾞ ﾕｳﾉｼﾝ

3 1304 桂田　颯斗(2) 釧路春採中 14.11 3 1481 小田優之心(2) 釧路青陵中 14.70
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ｴﾋﾞﾅ ﾄﾗﾉｽｹ

4 1142 工藤　遥澄(2) 富原中 14.50 4 1271 蝦名虎之介(2) 釧路大楽毛中 14.70
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾐｶﾐ ｼｭﾝ

5 1269 本田　悠真(3) 釧路大楽毛中 14.82 5 1035 三上　　駿(2) 附属釧路中 14.78
ｱｻﾑﾗ ｼｭｳﾔ

6 1063 浅村　修也(2) 釧路共栄中 15.39
ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾄ

7 1631 川島　優人(2) 釧路鳥取中 15.99

13組 (風:-1.6) 14組 (風:-2.8)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾖｼﾀﾞ ﾑｻｼ

1 1132 岡田　和輝(3) 富原中 14.16 1 1064 吉田武紗士(2) 釧路共栄中 14.70
ｲﾄｳ ｲｯｻ ﾎﾘｺﾐ ﾘｸ

2 1301 伊藤　一咲(2) 釧路春採中 14.38 2 1614 堀込　利玖(2) 釧路鳥取西中 14.87
ﾋﾀﾞ ｱﾙﾄ ｱｵﾉ ｶｹﾙ

3 1369 飛騨　有音(2) 釧路北中 14.48 3 1147 青野　天翔(2) 富原中 15.12
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ｻﾄｳ ﾕｳﾊ

4 1354 遠藤　陽翔(1) 釧路北中 14.78 4 1115 佐藤　優羽(2) 釧路景雲中 15.15
ｻｻｷ ﾊｸﾄ ﾅﾘﾀ ｼｱﾝ

5 1277 佐々木伯人(2) 釧路大楽毛中 14.89 5 1612 成田　志晏(2) 釧路鳥取西中 15.21
ﾕｻ ｾｲﾘｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄ

6 1638 遊佐　星琉(2) 釧路鳥取中 15.81 6 1546 渡辺　憲翔(2) 厚岸真龍中 15.39
ｵｵｼｭｳ ﾚﾝｷ

7 1615 大集　蓮城(2) 釧路鳥取西中 15.88

15組 (風:-3.2) 16組 (風:-1.7)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ ｷｸﾁ ﾘｮｳｾｲ

1 1305 田中　雅斗(2) 釧路春採中 14.96 1 1682 菊地　良聖(2) 釧路鳥取中 13.81
ﾀﾅｶ ｹﾝ ﾅｶｶﾞﾜ ｵｳｽｹ

2 1264 田中　　拳(3) 釧路大楽毛中 15.26 2 1483 中川　央輔(2) 釧路青陵中 15.44
ｻﾜﾉ ﾊﾙﾄ ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ

3 1357 澤野　陽登(3) 釧路北中 15.50 3 1307 久保田琉惺(1) 釧路春採中 17.09
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｷﾁ ﾆｶﾐ ﾚｵ

4 1275 宮島　将吉(2) 釧路大楽毛中 15.55 4 1155 二上　礼良(1) 釧路美原中 17.50
ﾉﾛ ｲｯｾｲ

5 1270 野呂　壱星(3) 釧路大楽毛中 15.66
ﾀｹﾀﾞ ｲｵﾘ

6 1547 武田　伊織(2) 厚岸真龍中 15.71
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾅ

7 1545 田中　汰尚(2) 厚岸真龍中 15.90

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学男子1500m
大会記録(GR)               4:23.64     金橋　佳佑(釧路景雲中)                2014 4月27日 15:30 決　勝

決　勝　4組

1組 2組
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾆｼ ﾄﾜ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ

1 1629 大西　飛翔(3) 釧路鳥取中 4:27.32 1 1032 佐藤　広人(2) 附属釧路中 4:56.35
ﾕﾀﾆ ﾀｶｷ ｸｻﾉ ﾖｳｽｹ

2 1214 油谷　駿輝(3) 標茶中 4:43.52 2 1136 草野　陽祐(3) 富原中 5:08.13
ｱｻｲ ﾌｳｶﾞ ｻｺﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

3 1926 朝井　風牙(2) 白糠庶路学園 4:46.82 3 1680 迫田　和磨(2) 釧路鳥取中 5:10.59
ｳﾒﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ

4 1006 梅田　凌雅(3) 釧路幣舞中 4:49.24 4 1144 佐藤　暖斗(2) 富原中 5:12.81
ｱｻﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ

5 1310 浅田　陽翔(3) 釧路春採中 4:50.34 5 1978 永谷　陸人(2) 浜中霧多布中 5:13.51
ｼﾝ ﾚﾝﾀﾛｳ ｵｵｲｽﾞﾐ ｺｳｾｲ

6 1466 新　蓮太郎(3) 浜中茶内中 4:53.80 6 1503 大泉　洸誠(3) 釧路桜が丘中 5:14.13
ｸﾘﾀ ｼﾝｺﾞ ｵﾂﾄ ﾏﾅﾄ

7 1356 栗田　紳冴(3) 釧路北中 4:53.96 7 1506 乙戸真七斗(3) 釧路桜が丘中 5:14.85
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾏ

8 1368 桑原　祐希(2) 釧路北中 4:55.74 8 1366 和田　尚眞(3) 釧路北中 5:15.41
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｽﾞｷ ﾋﾗﾓﾄ ﾛｲ

9 1626 川端　柚輝(3) 釧路鳥取中 5:00.42 9 1552 平本　路育(2) 白糠中 5:16.32
ｱｻﾉ ﾀｲｷ ﾓﾘ ｿｳﾀ

10 1120 浅野　泰輝(3) 釧路景雲中 5:00.73 10 1681 森　　颯太(2) 釧路鳥取中 5:20.14
ｵｲｶﾜ ｹｲｾｲ ｻﾄｳ ｶｲﾘ

11 1370 及川　慧晟(2) 釧路北中 5:05.55 11 1465 佐藤　海吏(3) 浜中茶内中 5:34.23
ﾅﾘﾀ ﾗｲｷ

12 1505 成田　来輝(3) 釧路桜が丘中 5:10.47
ﾜｼﾂﾞｶ ﾖｳﾀ

13 1464 鷲塚　陽太(3) 浜中茶内中 5:16.05
ｵｷｻﾞｷ ﾏｻﾄ

14 1359 岡崎　優人(3) 釧路北中 5:47.28

3組 4組
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾖｼ ｺﾏﾂ ﾚﾝ

1 1143 山﨑達誉士(2) 富原中 5:14.70 1 1977 小松　　廉(3) 浜中霧多布中 4:58.28
ﾊｼﾀﾞ ｱｶﾘ ｶﾂﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ

2 1333 橋田　　明(2) 弟子屈中 5:17.95 2 1304 桂田　颯斗(2) 釧路春採中 5:32.69
ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾄ ﾋﾗｻﾜ ﾐｻｷ

3 1631 川島　優人(2) 釧路鳥取中 5:19.77 3 1128 平澤　岬季(2) 富原中 5:33.21
ﾐｶﾐ ｺｳﾔ ｷﾑﾗ ｼﾕｳ

4 1634 三上　晃弥(2) 釧路鳥取中 5:23.41 4 1601 木村　梓悠(3) 釧路鳥取西中 5:34.16
ｻｻｷ ﾕｳｷ ﾏﾂｵｶ ｹｲｼﾝ

5 1151 佐々木悠希(2) 釧路美原中 5:24.12 5 1621 松岡　佳心(1) 釧路鳥取中 5:37.29
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ ｴﾋﾞﾅ ﾄﾗﾉｽｹ

6 1182 若林愛那斗(2) 釧路阿寒中 5:25.88 6 1271 蝦名虎之介(2) 釧路大楽毛中 5:56.57
ﾐｷ ﾏｻﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ

7 1036 三木　優斗(2) 附属釧路中 5:27.47 7 1276 山本　利玖(2) 釧路大楽毛中 6:02.69
ｶﾈｺ ﾀｲｾｲ ｽﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ

8 1636 金子　大晟(2) 釧路鳥取中 5:28.56 8 1274 須藤　翼冴(2) 釧路大楽毛中 6:10.55
ｶﾉﾏﾀ ｲﾂｷ ｳﾉ ﾘｮｳﾀ

9 1033 鹿又　　樹(2) 附属釧路中 5:29.23 9 1479 宇野　諒太(3) 釧路青陵中 6:12.76
ﾄﾐｻﾞｷ ﾀｸﾄ ｽｷﾞﾅｶ ﾘｭｳｷ

10 1826 富崎　琢斗(2) 別海野付中 5:33.67 10 1154 杉中　流輝(2) 釧路美原中 6:29.67
ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾐ ｻﾄｳ ｺｳｶﾞ

11 1092 内田　惇心(2) 釧路景雲中 5:51.74 11 1127 佐藤　煌牙(1) 富原中 7:08.42
ﾄﾉｻｷ ﾘﾄ

12 1355 外崎　吏斗(1) 釧路北中 6:05.73

中学男子100mH(0.838m) 中学男子110mH(0.914m)
大会記録(GR)     17.32   根岸　　連(富原中)   2016 大会記録(GR)   15.68   中村　大晟(厚岸中)  2014

4月27日 13:55 決　勝 4月27日 13:50 決　勝

決　勝　 決　勝　
(風:-1.3) (風:-1.6)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾍﾞﾂｲ ｶｽﾞﾄ ｲｼｻﾞｷ ﾘｭｳｷ

1 1372 別井　一翔(2) 釧路北中 17.25 GR 1 1211 石﨑　琉輝(3) 標茶中 17.20
ｱｻﾑﾗ ｼｭｳﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ

2 1063 浅村　修也(2) 釧路共栄中 19.54 1 1641 吉田　泰誠(3) 中標津広陵中 17.20
ﾋﾀﾞ ｱﾙﾄ ｲｼｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ

3 1369 飛騨　有音(2) 釧路北中 20.88 3 1213 石﨑　大雅(3) 標茶中 17.81
ｲﾀｶﾞｷ ｿｳﾀ

4 1868 板垣　蒼太(3) 別海中央中 20.08

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場


