
中学女子100m
大会記録(GR)                 12.91     京谷　侑香(釧路鳥取中)                2011 4月27日 09:40 決　勝

決　勝　15組

1組 (風:-1.1) 2組 (風:-2.0)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ﾐﾅﾐ ｳﾗﾗ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾚﾝ

1 2848 南　うらら(3) 浜中散布中 13.09 1 2077 松田　果蓮(3) 釧路共栄中 14.12
ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ ｱﾗｷ ﾊｽﾈ

2 2614 菊池妃菜希(3) 釧路鳥取西中 13.22 2 2622 荒木羽春音(2) 釧路鳥取中 14.14
ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ

3 2600 工藤　　凜(2) 釧路鳥取西中 13.52 3 2103 鈴木さくら(3) 釧路景雲中 14.31
ﾐｽﾞﾉ ﾘﾝ ﾀﾆﾑｶｲ ﾐﾂﾞｷ

4 2533 水野  　琳(3) 厚岸真龍中 13.53 4 2098 谷向　美月(3) 釧路景雲中 14.42
ﾅｶﾂｶ ﾉﾄﾞｶ ｲﾄｳ ｸﾙﾐ

5 2132 中塚　和花(3) 富原中 13.58 5 2096 伊藤　胡桃(3) 釧路景雲中 14.61
ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ ﾌｼﾞｲ ｻﾄﾐ

6 2076 馬場　歩果(3) 釧路共栄中 13.59 6 2042 藤井　聡弥(3) 附属釧路中 14.64
ﾀﾆﾑｶｲ ﾐｸ ｼﾐｽﾞ ｶﾎ

7 2097 谷向　美空(3) 釧路景雲中 13.73 7 2043 清水　華穂(2) 附属釧路中 14.66
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾝｶ ｷﾐﾂﾞｶ ﾕｽﾞﾕ

8 2074 小野寺鈴華(3) 釧路共栄中 13.74 8 2469 君塚　柚祐(3) 浜中茶内中 14.78

3組 (風:-1.5) 4組 (風:-1.9)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｻﾄｳ ﾓｴ ﾐﾔｻﾞﾜ ｺﾄｶ

1 2140 佐藤　萌笑(2) 富原中 14.02 1 2137 宮澤　采花(2) 富原中 14.42
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｶ ﾊﾗﾀﾞ ﾚｱ

2 2036 山崎　愛歌(3) 附属釧路中 14.54 2 2534 原田  玲杏(3) 厚岸真龍中 14.68
ｼｮｳﾅｲ ﾕﾂﾞｷ ｻﾜｲ ﾎﾉｶ

3 2134 庄内　優月(3) 富原中 14.71 3 2635 澤井ほのか(3) 釧路鳥取中 14.70
ｲﾜﾔ ｲﾁｶ ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾞｷ

4 2131 岩谷　一花(3) 富原中 14.78 4 2104 竹内　美月(2) 釧路景雲中 14.75
ﾜﾀﾈﾍﾞ ﾕｳ ｼﾌﾞﾔ ﾚｱ

5 2087 渡部　結羽(2) 釧路共栄中 14.90 5 2602 渋谷　玲亜(2) 釧路鳥取西中 14.84
ｸﾎﾞ ﾓﾓｺ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

6 2141 久保　桃子(2) 富原中 14.93 6 2355 鈴木　眞琴(2) 釧路北中 15.14
ｵｸﾞﾘ ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｸ

7 2927 小栗　有貴(2) 白糠庶路学園 15.13 7 2551 鈴木　瞳月(3) 白糠中 15.16
ｵｶﾞﾜ ﾏｵ

8 2648 小川　真於(3) 中標津広陵中 15.18

5組 (風:-1.6) 6組 (風:-1.9)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ ｶﾅｵｶ ﾊﾙﾈ

1 2106 鈴木　彩絢(2) 釧路景雲中 14.57 1 2010 金岡　春音(3) 釧路幣舞中 14.74
ｶﾜｶﾐ ｽﾐﾚ ﾅﾗﾔﾏ ﾚｲﾅ

2 2613 川上すみれ(3) 釧路鳥取西中 14.71 2 2621 楢山　玲那(2) 釧路鳥取中 14.91
ｻｶﾞ ｶｽﾞﾎ ｷﾊﾀ ｻﾗ

3 2359 嵯峨　和穂(3) 釧路北中 14.78 3 2615 木幡　咲良(3) 釧路鳥取西中 15.17
ｲﾄｳ ﾋﾏﾘ ｱﾀﾞﾁ ｺｺﾈ

4 2088 伊藤　妃鞠(2) 釧路共栄中 14.82 4 2610 足立　心愛(3) 釧路鳥取西中 15.43
ﾆｼｶﾜ ﾕｲ ｲｼｲ ﾕﾘ

5 2085 西川　結惟(2) 釧路共栄中 15.17 5 2623 石井　優理(2) 釧路鳥取中 15.47
ｸﾜｼﾞﾏ ｻｷ ﾂﾁﾔ ｱﾔﾈ

6 2633 桑島　彩綺(3) 釧路鳥取中 15.22 6 2084 土屋　綾音(2) 釧路共栄中 15.48
ｴﾉﾓﾄ ﾅﾉﾊ ｻｻｷ ﾊﾙｶ

7 2080 榎本菜乃花(3) 釧路共栄中 15.64 7 2014 佐々木遥香(2) 釧路幣舞中 15.64

7組 (風:-1.6) 8組 (風:-1.2)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｲﾄｳ ｱｵｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾗ

1 2217 伊藤　蒼永(1) 標茶中 15.43 1 2650 渡辺　ゆら(2) 中標津広陵中 14.97
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ ﾐﾔｻﾞｷ ﾆｲﾅ

2 2486 山田　絢子(2) 釧路青陵中 15.44 2 2012 宮崎　初菜(3) 釧路幣舞中 14.98
ｸﾛｷ ﾎﾟﾑ ﾌﾄﾞｳ ﾙｲ

2 2464 黒木　歩夢(3) 浜中茶内中 15.44 3 2632 不藤　琉音(3) 釧路鳥取中 15.39
ﾀｹｶﾞﾊﾗ ﾐｷ ｺﾔﾅｷﾞ ｱｽｶ

4 2887 竹ヶ原美輝(2) 厚岸中 15.45 4 2868 小柳明日香(3) 別海中央中 15.51
ｺｼﾞﾏ ｽﾊﾞﾙ ｵｵﾂ ﾘｵ

5 2214 小島すばる(2) 標茶中 15.74 5 2083 大津　里緒(2) 釧路共栄中 15.56
ｺｳﾀﾞ ﾐｶ ｻﾄﾞ ｺｺﾒ

6 2075 神田　美嘉(3) 釧路共栄中 15.95 6 2032 佐渡　心芽(3) 附属釧路中 15.87
ﾉｵﾓﾃ ｱｻﾋ

7 2333 野表　朝姫(1) 弟子屈中 15.90
ﾔﾏﾓﾘ ﾐﾕ

8 2037 山森　心優(3) 附属釧路中 15.97



中学女子100m

9組 (風:-1.1) 10組 (風:-0.8)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ﾖｺﾔﾏ ﾐｵ ｼﾗｻｷ ﾅﾅ

1 2133 横山　美音(3) 富原中 15.44 1 2139 白崎　七菜(2) 富原中 15.54
ﾀｶﾉ ﾐﾕｳ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ

2 2636 高野　美優(2) 釧路鳥取中 15.48 2 2061 吉田　麗乃(1) 釧路共栄中 15.74
ﾇﾏﾀ ﾅﾅﾐ ｱﾒ  ﾏﾎ

3 2082 沼田菜々美(2) 釧路共栄中 15.69 3 2011 飴　　麻帆(3) 釧路幣舞中 15.79
ｵｵﾔ ｱｵｲ ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ

4 2138 大屋　碧衣(2) 富原中 15.71 4 2089 岡田　　葵(2) 釧路共栄中 15.85
ﾅｲﾄｳ ｼﾉ ﾌｼﾞﾔ ﾁｶ

5 2081 内藤　詩乃(3) 釧路共栄中 15.98 5 2539 藤谷　千花(2) 厚岸真龍中 15.97
ﾀﾂﾐ ｱｶﾘ ｲﾄｳ ﾘｵ

6 2218 多津美あかり(1) 標茶中 15.99 6 2611 伊藤　梨桜(3) 釧路鳥取西中 16.03
ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾅ ﾀｶﾓﾘ ﾒｲ

7 2013 木下　春菜(2) 釧路幣舞中 16.09 7 2503 髙森　恵衣(2) 釧路桜が丘中 16.09
ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾉ

8 2015 松崎　朋乃(2) 釧路幣舞中 16.34

11組 (風:-1.1) 12組 (風:-1.5)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｻｻｷ ﾕﾒｶ ｽｽﾞｷ ｲﾛﾊ

1 2470 佐々木夢叶(2) 浜中茶内中 15.22 1 2837 鈴木　彩芭(2) 浜中茶内中 14.90
ｳﾁﾔ ﾐｻｷ ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ

2 2612 内谷　心咲(3) 釧路鳥取西中 15.93 2 2142 田中　綾音(2) 富原中 15.98
ﾌｸｵｶ ｶﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂｷ

3 2086 福岡　可奈(2) 釧路共栄中 16.04 3 2323 中島　夏輝(1) 弟子屈中 16.32
ﾌﾙｶﾜ ﾘｵ ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ

4 2537 古川　梨央(2) 厚岸真龍中 16.20 4 2502 武田ひかる(2) 釧路桜が丘中 16.87
ﾀｶﾊｼ ﾙｶ ｲﾄｳ ﾕｳ

5 2501 髙橋　琉雅(2) 釧路桜が丘中 16.22 5 2536 伊藤　　優(2) 厚岸真龍中 16.89
ﾄﾉｻｷ ﾕｽﾞｷ

6 2358 外崎　柚希(2) 釧路北中 16.59

13組 (風:-2.5) 14組 (風:-1.1)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｶﾄｳ ｶｴ ｾｷﾓﾄ ｶｲﾘ

1 2652 加藤　楓瑛(2) 釧路鳥取中 16.06 1 2640 關本　海璃(2) 釧路鳥取中 16.42
ｻｶｲ ﾗﾗ ｲﾇｲ ﾅﾅｶ

2 2540 酒井　らら(2) 厚岸真龍中 16.11 2 2651 乾　七々愛(2) 釧路鳥取中 16.49
ﾔﾏｶﾞ ｱｶﾘ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ

3 2326 山家　朱理(3) 弟子屈中 16.25 3 2485 望月　美羽(2) 釧路青陵中 16.75
ﾓﾘ ﾅﾂﾐ ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾙ

4 2357 森　　夏美(2) 釧路北中 16.29 4 2216 中川　愛流(1) 標茶中 17.19
ﾏﾂｳﾗ ﾏﾅ ﾋﾗｲ ｻｷ

5 2630 松浦　　愛(2) 釧路鳥取中 16.31 5 2792 平良　咲季(2) 釧路阿寒湖中 17.39
ｻﾄｳ ﾑﾂｷ

6 2654 佐藤　夢姫(2) 釧路鳥取中 16.51
ﾜｸｼﾏ ｺﾄﾐ

7 2353 涌嶋　琴美(1) 釧路北中 16.65

15組 (風:-2.4)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｵﾉ ﾏﾅﾊ

1 2624 小野　愛葉(1) 釧路鳥取中 14.88
ｽﾜﾍﾞ ﾅﾎ

2 2625 諏訪邊菜穂(1) 釧路鳥取中 16.64
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾂﾐ

3 2650 中島　華摘(2) 釧路鳥取中 17.10
ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾔｶ

4 2356 谷口　紗華(2) 釧路北中 17.86
ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕｷ

5 2329 前田　真幸(3) 弟子屈中 18.08
ﾐﾅﾐﾔ ｺﾊｸ

6 2538 南谷　琥珀(2) 厚岸真龍中 18.29
ｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ

7 2484 久保　七海(2) 釧路青陵中 19.70



中学女子800m
大会記録(GR)               2:26.01     山崎　美玖(弟子屈中)                  2014 4月27日 14:50 決　勝

決　勝　3組

1組 2組
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾓﾘﾀ ﾅﾅﾊ ﾌｸｼ ﾕﾘ

1 2078 森田　七羽(3) 釧路共栄中 2:34.25 1 2151 福士　優梨(2) 釧路美原中 2:45.99

ｱﾗｼ ﾂｷﾉ ﾏｴﾀﾞ ｺﾋﾅ

2 2079 嵐　　月乃(3) 釧路共栄中 2:34.28 2 2643 前田　小雛(2) 中標津広陵中 2:50.08

ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾅ ｸﾗﾔ ｻﾄﾘ

3 2658 北島　奈々(3) 中標津広陵中 2:38.30 3 2601 倉谷　紗鳥(2) 釧路鳥取西中 2:50.69

ﾋﾛﾔｽ ﾓｴ ｵｶﾓﾄ ﾂﾌﾞﾗ

4 2366 廣保　萌衣(3) 釧路北中 2:40.30 4 2465 岡本つぶら(2) 浜中茶内中 2:51.96

ﾎﾝﾀﾞ ｱｻﾋ ﾌｴｷ ﾅﾅ

5 2152 本田愛咲緋(2) 釧路美原中 2:41.96 5 2817 笛木　菜和(2) 標茶虹別中 2:52.85

ｲﾅｻﾞﾜ ﾕﾘﾝ ｻｻﾞﾜ ﾘｵﾝ

6 2035 稲澤　友凛(3) 附属釧路中 2:43.94 6 2836 佐澤　璃音(2) 浜中茶内中 2:53.36

ｲﾄｳ ｱｶﾘ ﾌｴｷ ﾊﾅ

7 2211 伊藤　朱里(3) 標茶中 2:44.96 7 2821 笛木　花和(3) 標茶虹別中 2:53.59

ﾜｸｼﾏ ｺﾄﾐ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘﾉ

8 2353 涌嶋　琴美(1) 釧路北中 2:46.91 8 2346 松澤　凛音(3) 釧路音別中 2:56.58

ｵｵﾊﾞ ﾈﾈ ﾏﾂｳﾗ ﾏﾅ

9 2135 大場　寧々(2) 富原中 2:46.98 9 2630 松浦　　愛(2) 釧路鳥取中 2:57.61

ﾁﾊﾞ ﾓﾓﾊ ﾀｶﾊｼ ｱﾔ

10 2634 千葉　桃華(3) 釧路鳥取中 2:49.54 10 2641 髙橋　　彩(2) 中標津広陵中 2:57.66

ｻﾄｳ ﾋﾅﾘ ｺｼﾞﾏ ｽﾊﾞﾙ

11 2631 佐藤陽菜里(3) 釧路鳥取中 2:51.83 11 2214 小島すばる(2) 標茶中 2:59.06

ﾓﾘﾀ ﾓﾓﾊ ｲﾄｳ ｱｵｲ

12 2062 森田　桃羽(1) 釧路共栄中 2:52.83 12 2217 伊藤　蒼永(1) 標茶中 3:01.44

ｵｵﾂ ﾘｵ ﾉﾏ ｸﾚﾊ

13 2083 大津　里緒(2) 釧路共栄中 2:53.60 13 2838 野間空恋羽(2) 浜中茶内中 3:03.29

ﾀｶﾉ ﾐﾕｳ ｶﾒﾀﾞ ｽｽﾞ

14 2636 高野　美優(2) 釧路鳥取中 2:56.34 14 2345 亀田　　涼(3) 釧路音別中 3:10.11

ｵｸﾞﾗ ｼﾎ

15 2468 小椋　詩歩(3) 浜中茶内中 3:27.39

3組
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｽﾜﾍﾞ ﾅﾎ

1 2625 諏訪邊菜穂(1) 釧路鳥取中 2:53.40

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾂﾐ

2 2650 中島　華摘(2) 釧路鳥取中 2:55.74

ｷｿ ｺｺﾅ

3 2154 木曽　心菜(2) 釧路美原中 2:56.97

ﾅｶﾞｲ ｻｷ

4 2793 長井　咲樹(3) 釧路阿寒湖中 3:02.27

ｻﾄｳ ﾑﾂｷ

5 2654 佐藤　夢姫(2) 釧路鳥取中 3:07.90

ﾄﾞﾃ ｱｵｲ

6 2617 土手　葵生(3) 釧路鳥取西中 3:09.59

ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾙ

7 2216 中川　愛流(1) 標茶中 3:12.87

ｻｲﾄｳ ｱｽｶ

8 2212 齋藤明日香(3) 標茶中 3:13.09

ｲｲ ｻﾄﾐ

9 2820 伊井　聡美(3) 標茶虹別中 3:14.26

ﾖｼﾀﾞ ﾕｷ

10 2215 吉田　有希(2) 標茶中 3:17.60

ｺﾊﾞﾀ ﾐｽﾞｷ

11 2816 小端　瑞希(2) 標茶虹別中 3:18.95

ﾀﾂﾐ ｱｶﾘ

12 2218 多津美あかり(1) 標茶中 3:19.23

ｲﾜﾏﾂ ｱﾔｶ

13 2155 岩松　彩加(1) 釧路美原中 3:51.76



中学女子100mH(0.762m)
大会記録(GR)                 14.99     村岡　柊有(釧路景雲中)                2015 4月27日 14:00 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:-1.1) 2組 (風:-1.6)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ ｺﾔﾅｷﾞ ｱｽｶ

1 2076 馬場　歩果(3) 釧路共栄中 15.76 1 2868 小柳明日香(3) 別海中央中 20.01

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾚﾝ ｴﾉﾓﾄ ﾅﾉﾊ

2 2077 松田　果蓮(3) 釧路共栄中 16.05 2 2080 榎本菜乃花(3) 釧路共栄中 20.18

ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ

3 2106 鈴木　彩絢(2) 釧路景雲中 16.70 3 2061 吉田　麗乃(1) 釧路共栄中 20.22

ｲﾄｳ ｸﾙﾐ ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ

4 2096 伊藤　胡桃(3) 釧路景雲中 17.02 4 2089 岡田　　葵(2) 釧路共栄中 20.36

ﾓﾘﾀ ﾓﾓﾊ

5 2062 森田　桃羽(1) 釧路共栄中 18.60

ｻｶﾞ ｶｽﾞﾎ

6 2359 嵯峨　和穂(3) 釧路北中 22.01


