
 男子100m
大会記録(GR)                 10.98     池田　圭吾(釧路明輝高)                2012 4月27日 11:35 決　勝

決　勝　5組

1組 (風:-2.4) 2組 (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

ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾔ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｲｷ

1 4005 橋本　尚弥 アーク 11.43 1 617 柏原　大輝(3) 標茶高 11.78

ｷﾑﾗ ｾﾅ ﾋｶｹﾞ ｶｲﾄ

2 616 木村　世南(3) 標茶高 11.55 2 425 日景　海斗(2) 武修館高 11.84

ｶﾈｺ ｺｳﾀ ｲｲｵｶ ｱｻﾋ

3 4058 金子　航太 オホーツクAC 11.66 3 8 飯岡　旦陽(2) 北教大釧路 11.87

ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｵﾉ ｼｮｳﾔ

4 526 和田　陵平(3) 釧路北陽高 11.72 4 423 小野　翔哉(2) 武修館高 11.91

ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ ﾀﾏｷ ﾖｳｽｹ

5 501 伊藤　大輝(2) 釧路北陽高 11.76 5 4028 玉木　陽介 オホーツクAC 11.94

ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ

6 4008 佐藤　翔太 オホーツクAC 11.76 6 420 遠藤　真人(3) 武修館高 11.96

ｶﾜｸﾞﾁﾕｳ ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ

7 483 川口　　宥(3) 釧路工業高 11.84 7 527 鈴木　竹流(3) 釧路北陽高 12.44

ｻｻｷ ﾕｳﾀ ｶﾄｳ ﾀｲﾁﾛｳ

8 843 佐々木優大(3) 釧路江南高 11.86 8 4002 加藤太一郎  13.46

3組 (風:-1.2) 4組 (風:-0.4)

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

ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀ ﾔﾏｻﾞﾜ ﾚｵﾝ

1 853 黒田　恒太(2) 釧路江南高 12.01 1 850 山澤　怜苑(2) 釧路江南高 12.25

ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｶﾞ ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ

2 6 柴田　大雅(2) 北教大釧路 12.08 2 852 田口　那樹(2) 釧路江南高 12.32

ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ ｱｻｸﾏ ｹｲﾄ

3 421 岩崎　友哉(2) 武修館高 12.15 3 523 朝熊　啓人(3) 釧路北陽高 12.45

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾄ ｸﾎﾞ ﾋﾛｷ

4 419 村上　尋斗(1) 武修館高 12.43 4 504 久保　宏貴(2) 釧路北陽高 12.58

ｵｹﾀ ﾋﾃﾞｷ ｵｵﾜﾀﾞ ｺｳｼﾝ

5 502 桶田　英希(2) 釧路北陽高 12.47 5 595 大和田公心(2) 標茶高 12.84

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ ﾅｶﾏﾁ ﾊﾔﾃ

6 503 小島　悠聖(2) 釧路北陽高 12.55 6 417 中町　　颯(1) 武修館高 12.87

ｱｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

7 416 芦田　佑斗(1) 武修館高 13.11

5組 (風:-1.1)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｸｼﾏ ｺｳｷ

1 854 涌嶋　康輝(2) 釧路江南高 12.26

ﾖﾈｶﾜﾘｮｳ

2 491 米川　　諒(2) 釧路工業高 12.41

ﾑﾗﾔﾏ ﾀｸﾏ

3 508 村山　巧馬(2) 釧路北陽高 12.49

ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｹﾞﾝ

4 528 杉山　示現(3) 釧路北陽高 12.64

ｷﾀｲﾁ ﾅｵ

5 16 北市　　直(3) 北教大釧路 12.97

ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭｷﾔ

6 422 遠藤寿希也(2) 武修館高 13.12

 男子300m
大会記録(GR)                 37.15     鈴木　大輔(北教大釧路)                2015 4月27日 12:35 決　勝

決　勝　13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

ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀ ﾜｸｼﾏ ｺｳｷ

1 853 黒田　恒太(2) 釧路江南高 36.53 GR 1 854 涌嶋　康輝(2) 釧路江南高 37.60

ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ﾏｽｺ ｱﾂｷ

2 4008 佐藤　翔太 オホーツクAC 36.69 GR 2 849 益子　暖基(2) 釧路江南高 37.87

ﾋｶｹﾞ ｶｲﾄ ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｶﾞ

3 425 日景　海斗(2) 武修館高 37.85 3 6 柴田　大雅(2) 北教大釧路 38.23

ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾄ

4 524 北村　龍聖(3) 釧路北陽高 38.08 4 1053 熊谷　悠人(3) 附属釧路中 39.42

ｱｻｸﾏ ｹｲﾄ

5 523 朝熊　啓人(3) 釧路北陽高 39.89

ｻｻｷ ﾕｳﾀ

6 843 佐々木優大(3) 釧路江南高 40.17



 男子300m

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

ｻｶｲ ｼｭﾝｷ ｼﾝ ﾚﾝﾀﾛｳ

1 1953 酒井　俊貴(3) 釧路景雲中 38.37 1 1466 新　蓮太郎(3) 浜中茶内中 39.72

ｻﾄｳ ｾｲｱ ｲﾉｳｴ ﾕﾗ

2 1541 佐藤　星空(3) 厚岸真龍中 38.86 2 1433 井上　悠來(3) 鶴居中 41.37

ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾄ ﾇﾉｶﾜ ｵｳﾏ

3 1543 福田　海人(3) 厚岸真龍中 38.87 3 1119 布川　央真(3) 釧路景雲中 41.64

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ ﾊｾ ｱﾕﾑ

4 1364 鈴木　拓馬(3) 釧路北中 39.53 4 1365 長谷　歩夢(3) 釧路北中 42.40

ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ ｻﾝﾉﾍ ﾗｲｷ

5 1104 足立　尚優(3) 釧路景雲中 40.29 5 1362 三戸　雷仁(3) 釧路北中 43.27

ｵｹﾀ ﾋﾃﾞｷ ｺﾊﾀ ﾘｮｳﾀ

6 502 桶田　英希(2) 釧路北陽高 40.79 6 1361 木幡　亮太(3) 釧路北中 45.66

ｷﾀｲﾁ ﾅｵ

7 16 北市　　直(3) 北教大釧路 41.04

5組 6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

ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ ﾔﾏｻﾞﾜ ﾚｵﾝ

1 852 田口　那樹(2) 釧路江南高 39.70 1 850 山澤　怜苑(2) 釧路江南高 39.32

ｼﾌﾞﾔ ｼﾞｭﾝｷ ﾎﾝﾏ ｼｭﾝﾀ

2 1138 澁谷　純来(3) 富原中 40.58 2 1606 本間　駿汰(3) 釧路鳥取西中 40.42

ﾖｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ

3 1140 吉田　　翼(3) 富原中 40.95 3 1139 吉田　　暁(3) 富原中 40.71

ｻﾄｳ ﾘｭｳ ｸﾎﾞ ﾏｻﾊﾙ

4 1487 佐藤　　龍(3) 釧路青陵中 42.02 4 1145 久保　将春(2) 富原中 41.23

ﾀｶﾋﾗ ﾅﾀｸ ｵｵｻﾜ ﾕｳｶﾞ

5 1431 髙平　楠託(3) 鶴居中 43.06 5 1542 大澤　悠河(3) 厚岸真龍中 41.38

ｵｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ ﾎﾝﾏ ﾕｳﾄ

6 1628 尾﨑　太陽(3) 釧路鳥取中 43.66 6 1480 本間　悠斗(3) 釧路青陵中 42.90

ﾀｹｳﾁ ﾕｷﾄ ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｷ

7 1110 竹内佑貴翔(3) 釧路景雲中 43.73 7 1877 高橋　淳絆(2) 別海中央中 43.82

ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾋﾞｷ ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾑ

8 1363 神保　　響(3) 釧路北中 44.74 8 1358 池田　弘夢(3) 釧路北中 43.96

7組 8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

ﾋﾑｶｲ ｺｳｷ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

1 418 日向　宏輝(1) 武修館高 39.83 1 1371 佐藤　佑真(2) 釧路北中 41.20

ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ｻﾄｳ ﾓｶ

2 1135 木村龍之介(3) 富原中 42.76 2 1627 佐藤　想海(3) 釧路鳥取中 42.10

ｻﾄｳ ｼｭﾝ ｲｶﾞﾗｼ ｺｳ

3 1137 佐藤　　隼(3) 富原中 42.83 3 1129 五十嵐煌生(2) 富原中 43.34

ﾌﾅｷ ﾕｳﾀ ｲｼﾊﾗ ｹｲﾄ

4 1605 船木　優汰(3) 釧路鳥取西中 43.26 4 1133 石原　圭人(3) 富原中 44.38

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｾｲ ｺﾝﾉ ｼﾞｮｳｽｹ

5 1468 堀内　皇世(2) 浜中茶内中 45.16 5 1467 今野　城輔(2) 浜中茶内中 44.49

ﾜｼﾂﾞｶ ﾖｳﾀ

6 1464 鷲塚　陽太(3) 浜中茶内中 44.57

9組 10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

ﾎｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ ｱｶｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ

1 1005 法島　大輔(3) 釧路幣舞中 42.13 1 741 赤川　　翼(2) 釧路明輝高 37.12 GR

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾖｼ ｸｻﾉ ﾖｳｽｹ

2 1143 山﨑達誉士(2) 富原中 43.99 2 1136 草野　陽祐(3) 富原中 44.74

ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾄ ﾉﾛ ﾄｼﾋﾛ

3 1603 田口　彪斗(3) 釧路鳥取西中 44.69 3 1216 野呂　利大(2) 標茶中 45.60

ｵﾊﾞﾀ ｲﾂｷ ﾌｸｲ ｹｲﾄ

4 1130 小幡　一貴(2) 富原中 45.62 4 1062 福居　奎人(2) 釧路共栄中 45.94

ｻﾄｳ ﾕｳﾊ ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲﾁ

5 1115 佐藤　優羽(2) 釧路景雲中 45.97 5 1141 五十嵐大智(2) 富原中 46.28

ｵｸﾔ ﾊﾙ ｵﾀﾞ ﾕｳﾉｼﾝ

6 1630 奥谷　ハル(2) 釧路鳥取中 46.02 6 1481 小田優之心(2) 釧路青陵中 46.45

ﾐｶﾐ ｼｭﾝ ｻﾄｳ ｶｲﾘ

7 1035 三上　　駿(2) 附属釧路中 47.47 7 1465 佐藤　海吏(3) 浜中茶内中 46.70



 男子300m

11組 12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

ﾖｼﾀﾞ ﾑｻｼ ﾋﾞﾄｳ ﾏｻｷ

1 1064 吉田武紗士(2) 釧路共栄中 46.66 1 505 美藤　将来(2) 釧路北陽高 39.54

ﾋﾗｻﾜ ﾐｻｷ ﾏｴﾀﾞｺｳﾖｳ

2 1128 平澤　岬季(2) 富原中 47.95 2 499 前田　康陽(3) 釧路工業高 41.06

ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ｺﾏﾂ ﾚﾝ

3 1142 工藤　遥澄(2) 富原中 50.23 3 1977 小松　　廉(3) 浜中霧多布中 41.84

ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ ｵｵｲｽﾞﾐ ｺｳｾｲ

4 1144 佐藤　暖斗(2) 富原中 50.81 4 1503 大泉　洸誠(3) 釧路桜が丘中 47.26

ｱｵﾉ ｶｹﾙ ｳﾉ ﾘｮｳﾀ

5 1147 青野　天翔(2) 富原中 51.26 5 1479 宇野　諒太(3) 釧路青陵中 49.59

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄ ﾀｹﾀﾞ ｲｵﾘ

6 1546 渡辺　憲翔(2) 厚岸真龍中 51.40 6 1547 武田　伊織(2) 厚岸真龍中 49.63

ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀﾛｳ ｻﾄｳ ｺｳｶﾞ

7 1131 小川総太郎(2) 富原中 51.46 7 1127 佐藤　煌牙(1) 富原中 1:05.36

13組
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｼﾏ ﾃﾝｾｲ

1 1486 戸島　天晴(3) 釧路青陵中 41.13

ﾅﾘﾀ ﾗｲｷ

2 1505 成田　来輝(3) 釧路桜が丘中 41.99

ﾎﾝﾏ ﾉｿﾞﾑ

3 1485 本間　希望(2) 釧路青陵中 46.67

ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ

4 1504 斉藤　　輝(3) 釧路桜が丘中 47.99

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ

5 1132 岡田　和輝(3) 富原中 50.43

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾅ

6 1545 田中　汰尚(2) 厚岸真龍中 51.47

 男子1500m
大会記録(GR)               4:11.46     井上　陽介(釧路地方陸協)              2016 4月27日 16:00 決　勝

決　勝　

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

ｲｼﾊﾞｼﾕｳﾄ ｷﾉｼﾀ ｺｳｾｲ

1 481 石橋　優人(3) 釧路工業高 4:22.71 7 743 木下　航成(3) 釧路明輝高 4:51.07

ｻｲﾄｳﾘｸ ｵｵﾇﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

2 484 齊藤　りく(3) 釧路工業高 4:26.20 8 7 大沼龍之介(2) 北教大釧路 4:52.89

ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ ｷﾀｼﾞﾏｼﾝｺﾞ

3 175 川端　俊司 釧路地方陸協 4:28.42 9 486 北島　慎梧(3) 釧路工業高 5:04.00

ﾓﾛﾌｼﾞ ﾀﾞｲｺﾞ ｶｼﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ

4 180 諸藤　大悟 釧路地方陸協 4:38.23 10 844 梶田　大喬(3) 釧路江南高 5:05.83

ｵｵﾂ ﾀｹﾙ ﾊﾏﾔ ﾕｳﾄ

5 851 大津　武琉(2) 釧路江南高 4:41.12 11 395 濵屋　悠斗(3) 根室高 5:23.45

ﾌｼﾞｶﾜ ｼｭﾝｽｹ

6 506 藤川　峻輔(2) 釧路北陽高 4:47.02

 男子110mH(1.067m)
大会記録(GR)                 15.35     西田　尚将(弟子屈高)                  2011 4月27日 13:51 決　勝

決　勝　
(風:-1.6)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｽｺ ｱﾂｷ

1 849 益子　暖基(2) 釧路江南高 18.29


