
 女子100m
大会記録(GR)                 12.49     笹森　ゆさ(釧路江南高)                2015 4月27日 11:36 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:-0.5) 2組 (風:-0.7)

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

ｼﾗｶﾐ ﾊﾕﾝ ｺｲｹ ﾐｸ

1 845 白神　荷潤(3) 釧路江南高 13.33 1 743 小池　美紅(2) 釧路明輝高 13.78

ﾌﾓﾄ ｺﾖﾘ ﾎﾘｺﾐ ﾉﾉｶ

2 847 麓　こより(3) 釧路江南高 13.35 2 502 堀込乃々花(2) 釧路北陽高 13.81

ﾐｸﾆ ｱｲﾘ ﾉﾛ ｴﾘｶ

3 848 三國　愛梨(3) 釧路江南高 13.42 3 616 野呂栄梨佳(2) 標茶高 14.05

ｼｼﾄﾞ ﾅﾂﾐ ﾉﾑﾗ ﾓｶ

4 386 宍戸　夏海(2) 根室高 13.48 4 846 野村　桃花(3) 釧路江南高 14.39

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｸ ｶﾜｻｷ ﾐｸ

5 856 近藤　みく(2) 釧路江南高 13.58 5 747 川﨑　美玖(2) 釧路明輝高 14.44

ﾄｵﾀﾞ ﾊﾙﾅ

6 854 遠田　陽菜(2) 釧路江南高 13.66

 女子300m
大会記録(GR)                 42.02     山口紗矢子(釧路湖陵高)                2016 4月27日 13:10 決　勝

決　勝　10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

ｼﾗﾀ ﾅｵﾘ ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ

1 503 白田　菜織(2) 釧路北陽高 43.17 1 2614 菊池妃菜希(3) 釧路鳥取西中 43.98

ﾌﾓﾄ ｺﾖﾘ ﾄｵﾀﾞ ﾊﾙﾅ

2 847 麓　こより(3) 釧路江南高 43.69 2 854 遠田　陽菜(2) 釧路江南高 44.62

ｱﾗｼ ﾂｷﾉ ｵｵﾀ ﾏﾅ

3 2079 嵐　　月乃(3) 釧路共栄中 44.98 3 422 太田　愛菜(2) 武修館高 44.88

ﾋﾛﾔｽ ﾘｵ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾝｶ

4 508 廣保　莉緒(2) 釧路北陽高 45.76 4 2074 小野寺鈴華(3) 釧路共栄中 47.42

ｼﾐｽﾞ ｶﾎ ﾐﾔｻﾞﾜ ｺﾄｶ

5 2043 清水　華穂(2) 附属釧路中 46.84 5 2137 宮澤　采花(2) 富原中 48.68

ﾉﾑﾗ ﾓｶ ﾀｶﾊｼ ｸﾚｱ

6 846 野村　桃花(3) 釧路江南高 47.61 6 853 高橋　紅愛(2) 釧路江南高 49.48

3組 4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

ｲｼｶﾞｷ ﾕｲ ﾌｸｼ ﾚﾅ

1 416 石垣　ゆい(1) 武修館高 46.78 1 425 福士　恋奈(2) 武修館高 48.16

ｼﾗｶﾐ ﾊﾕﾝ ﾂﾁﾔ ｱﾔﾈ

2 845 白神　荷潤(3) 釧路江南高 47.83 2 2084 土屋　綾音(2) 釧路共栄中 48.66

ﾅｶﾂｶ ﾉﾄﾞｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲﾅ

3 2132 中塚　和花(3) 富原中 47.88 3 423 小林　芽菜(2) 武修館高 49.06

ｻﾄｳ ﾓｴ ﾐﾔｻﾞｷ ﾆｲﾅ

4 2140 佐藤　萌笑(2) 富原中 48.24 4 2012 宮崎　初菜(3) 釧路幣舞中 49.51

ｸﾗﾔ ｻﾄﾘ ｲﾜﾔ ｲﾁｶ

5 2601 倉谷　紗鳥(2) 釧路鳥取西中 48.43 5 2131 岩谷　一花(3) 富原中 50.37

ﾜﾀﾈﾍﾞ ﾕｳ ｻｻﾞﾜ ｶﾉﾝ

6 2087 渡部　結羽(2) 釧路共栄中 48.43 6 746 佐澤　奏音(2) 釧路明輝高 50.40

ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｸ ｻｻｷ ﾊﾙｶ

7 2551 鈴木　瞳月(3) 白糠中 49.86 7 2014 佐々木遥香(2) 釧路幣舞中 51.35

5組 6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

ｶﾅｵｶ ﾊﾙﾈ ｶﾜｶﾐ ｽﾐﾚ

1 2010 金岡　春音(3) 釧路幣舞中 47.42 1 2613 川上すみれ(3) 釧路鳥取西中 49.31

ｻﾜｲ ﾎﾉｶ ｵｵﾊﾞ ﾈﾈ

2 2635 澤井ほのか(3) 釧路鳥取中 48.08 2 2135 大場　寧々(2) 富原中 49.70

ｼｮｳﾅｲ ﾕﾂﾞｷ ﾎﾝﾀﾞ ｱｻﾋ

3 2134 庄内　優月(3) 富原中 49.37 3 2152 本田愛咲緋(2) 釧路美原中 50.52

ｸﾎﾞ ﾓﾓｺ ｳｴｽｷﾞ ﾘﾐ

4 2141 久保　桃子(2) 富原中 50.47 4 857 上杉　梨実(2) 釧路江南高 51.49

ﾂﾂﾌﾞﾁ ｼｵﾘ ｼﾗｻｷ ﾅﾅ

5 504 筒渕　　栞(2) 釧路北陽高 50.66 5 2139 白崎　七菜(2) 富原中 51.59

ｷﾐﾂﾞｶ ﾕｽﾞﾕ ｺｼﾞﾏ ﾕﾒｶ

6 2469 君塚　柚祐(3) 浜中茶内中 50.78 6 418 小島　夢叶(1) 武修館高 53.13

ﾌｸｵｶ ｶﾅ

7 2086 福岡　可奈(2) 釧路共栄中 54.11



 女子300m

7組 8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

ｻﾄｳ ﾋﾅﾘ ﾌｸｼ ﾕﾘ

1 2631 佐藤陽菜里(3) 釧路鳥取中 50.71 1 2151 福士　優梨(2) 釧路美原中 50.92

ｱﾒ  ﾏﾎ ﾖｺﾔﾏ ﾐｵ

2 2011 飴　　麻帆(3) 釧路幣舞中 51.59 2 2133 横山　美音(3) 富原中 54.36

ﾁﾊﾞ ﾓﾓﾊ ｵｸﾞﾗ ｼﾎ

3 2634 千葉　桃華(3) 釧路鳥取中 52.07 3 2468 小椋　詩歩(3) 浜中茶内中 1:00.76

ｵｶﾓﾄ ﾂﾌﾞﾗ

4 2465 岡本つぶら(2) 浜中茶内中 53.27

ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾅ

5 2013 木下　春菜(2) 釧路幣舞中 53.50

ｸﾛｷ ﾎﾟﾑ

6 2464 黒木　歩夢(3) 浜中茶内中 53.99

ﾔﾏｶﾞ ｱｶﾘ

7 2326 山家　朱理(3) 弟子屈中 55.04

9組 10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

ﾏｷ ｼｽﾞｸ ｽｽﾞｷ ｲﾛﾊ

1 519 真木しずく(2) 釧路北陽高 48.75 1 2837 鈴木　彩芭(2) 浜中茶内中 50.22

ﾐﾔﾀﾞﾃ ﾒｲ ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ

2 505 宮舘　芽衣(2) 釧路北陽高 49.16 2 2142 田中　綾音(2) 富原中 54.23

ﾊﾗ ｺｽﾞｴ ﾀｶﾊｼ ﾙｶ

3 388 原　　梢衣(2) 根室高 50.21 3 2501 髙橋　琉雅(2) 釧路桜が丘中 54.33

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ ﾉﾏ ｸﾚﾊ

4 2044 中本　結月(2) 附属釧路中 50.61 4 2838 野間空恋羽(2) 浜中茶内中 55.85

ｻｻｷ ﾕﾒｶ ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ

5 2470 佐々木夢叶(2) 浜中茶内中 52.24 5 2502 武田ひかる(2) 釧路桜が丘中 55.97

ﾀｶﾓﾘ ﾒｲ ｲﾜﾏﾂ ｱﾔｶ

6 2503 髙森　恵衣(2) 釧路桜が丘中 52.74 6 2155 岩松　彩加(1) 釧路美原中 1:01.14

ｻｻﾞﾜ ﾘｵﾝ ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕｷ

7 2836 佐澤　璃音(2) 浜中茶内中 55.07 7 2329 前田　真幸(3) 弟子屈中 1:01.40

 女子800m
大会記録(GR)               2:19.50     山崎　美玖(釧路湖陵高)                2017 4月27日 15:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾀｶﾊｼ ｸﾚｱ

1 853 高橋　紅愛(2) 釧路江南高 2:39.17

ｳｴｽｷﾞ ﾘﾐ

2 857 上杉　梨実(2) 釧路江南高 2:40.45

ｽｽﾞｷ ﾏｲ

3 507 鈴木　麻衣(2) 釧路北陽高 2:42.16

ﾂﾂﾌﾞﾁ ｼｵﾘ

4 504 筒渕　　栞(2) 釧路北陽高 2:45.46

ﾅｶﾞｻｷ ﾐﾉﾘ

5 385 長崎みのり(3) 根室高 2:46.65

ﾊﾗ ｺｽﾞｴ

6 388 原　　梢衣(2) 根室高 2:50.48

ﾀｶﾊｼ ｶﾎ

7 506 髙橋　香帆(2) 釧路北陽高 2:54.42

ﾏｻﾔ ﾐﾕ

8 20 政谷　美有(3) 北教大釧路 3:01.93

 女子100mH(0.838m)
大会記録(GR)                 15.17     榎本野々花(釧路江南高)                2017 4月27日 13:56 決　勝

決　勝　

(風:-1.3)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｽｽﾞｷ ﾏｲ

1 507 鈴木　麻衣(2) 釧路北陽高 18.42

ｶﾜｻｷ ﾐｸ

2 747 川﨑　美玖(2) 釧路明輝高 19.43

ﾏｻﾔ ﾐﾕ

3 20 政谷　美有(3) 北教大釧路 22.08


