
中学男子
日付 種目

中越　　歩(1) 12.70 林　健太郎(1) 12.76 坂下　晴樹(1) 13.00 松岡　佳心(1) 13.01 山本　秀俊(1) 13.28 遠藤　陽翔(1) 13.48 根田　凌河(1) 13.52 渡邉　謙神(1) 13.53

釧路鳥取中 ○ 鶴居中 ○ 釧路鳥取中 釧路鳥取中 釧路北中 釧路北中 釧路鳥取西中 浜中茶内中
入仲　健誠(2) 12.09 堀内　皇世(2) 12.33 中田　　翔(2) 12.38 菊地　良聖(2) 12.50 金打　輝来(2) 12.57 木村　鴻介(2) 12.58 田垣龍之介(2) 12.59 五十嵐大峨(2) 12.60
弟子屈中 ○ 浜中茶内中 ○ 釧路鳥取西中 釧路鳥取中 釧路景雲中 附属釧路中 釧路鳥取中 釧路鳥取西中

菊地　良聖(2) 25.82 田垣龍之介(2) 25.89 古野　心輝(2) 26.17 遠藤　舜也(2) 26.53 今野　城輔(2) 26.58 坂下　晴樹(1) 26.76 福居　奎人(2) 26.84
釧路鳥取中 釧路鳥取中 釧路青陵中 釧路春採中 浜中茶内中 釧路鳥取中 釧路共栄中

入仲　健誠(2) 24.91 中田　　翔(2) 25.29 上藤　海登(2) 25.46 久保　将春(2) 25.49 木村　鴻介(2) 25.77 本間　希望(2) 25.78 五十嵐大峨(2) 25.94 高橋　淳絆(2) 26.11
弟子屈中 ○ 釧路鳥取西中 ○ 厚岸真龍中 ○ 富原中 ○ 附属釧路中 釧路青陵中 釧路鳥取西中 別海中央中

佐藤　佑真(2) 57.12 高橋　淳絆(2) 58.18 久保　将春(2) 58.44 野呂　利大(2) 59.80 三上　晃弥(2) 1:01.28 桂田　颯斗(2) 1:03.21 小田優之心(2) 1:04.08
釧路北中 ○ 別海中央中 ○ 富原中 ○ 標茶中 釧路鳥取中 釧路春採中 釧路青陵中

山﨑達誉士(2) 2:16.85 及川　慧晟(2) 2:18.60 阿部　瀧獅(2) 2:21.33 宮坂　大地(1) 2:21.89 桂田　颯斗(2) 2:26.57 三上　晃弥(2) 2:27.93 永谷　陸人(2) 2:28.84 西山　獅音(2) 2:33.71
富原中 ○ 釧路北中 別海上春別中 別海上西春別中 釧路春採中 釧路鳥取中 浜中霧多布中 富原中

佐藤　広人(2) 4:36.15 桑原　祐希(2) 4:39.12 及川　慧晟(2) 4:41.06 阿部　瀧獅(2) 4:51.06 宮坂　大地(1) 4:51.12 迫田　和磨(2) 4:55.50 佐藤　暖斗(2) 4:58.25 山﨑達誉士(2) 4:59.02
附属釧路中 ○ 釧路北中 ○ 釧路北中 ○ 別海上春別中 別海上西春別中 釧路鳥取中 富原中 富原中

佐藤　広人(2) 9:59.07 朝井　風牙(2) 10:14.86 桑原　祐希(2) 10:37.94 迫田　和磨(2) 11:05.88 森　　颯太(2) 11:08.82 佐藤　暖斗(2) 11:19.83 佐々木晴也(2) 11:24.62 佐藤　哲太(2) 11:41.76
附属釧路中 ○ 白糠庶路学園 ○ 釧路北中 釧路鳥取中 釧路鳥取中 富原中 別海上春別中 別海上西春別中

別井　一翔(2) 18.57 中越　　歩(1) 20.06 浅村　修也(2) 20.53
釧路北中 ○ 釧路鳥取中 釧路共栄中
釧路鳥取中 49.87 釧路鳥取西中A 50.69 附属釧路中 51.10 釧路北中 51.15 釧路青陵中 51.18 釧路春採中 51.52 富原中 52.46 釧路景雲中 52.65

坂上　敦哉(2) ○ 根田　凌河(1) 三上　　駿(2) 山本　秀俊(1) 髙山琥大郎(2) 桂田　颯斗(2) 五十嵐大智(2) 本城　伊織(1)
菊地　良聖(2) 中田　　翔(2) 木村　鴻介(2) 別井　一翔(2) 古野　心輝(2) 遠藤　舜也(2) 久保　将春(2) 佐藤　優羽(2)

田垣龍之介(2) 成田　志晏(2) 三木　優斗(2) 遠藤　陽翔(1) 小田優之心(2) 伊藤　一咲(2) 星　　伶音(1) 樋口　泰凱(1)

中越　　歩(1) 五十嵐大峨(2) 谷内　　晴(2) 佐藤　佑真(2) 本間　希望(2) 岩崎洸太郎(2) 工藤　遥澄(2) 金打　輝来(2)

松澤　昂典(2) 1m40 佐藤　優羽(2) 1m25 永戸　爽楽(1) 1m25 早坂　柊人(1) 1m15
根室光洋中 釧路景雲中 釧路鳥取中 別海上風連中

髙橋　和希(2) 5m32(+0.7) 西條　隆晴(2) 5m25(+0.7) 佐藤　佑真(2) 5m18(-0.2) 遠藤　陽翔(1) 5m12(+1.0) 林　健太郎(1) 4m98(+1.1) 金打　輝来(2) 4m75(+2.7) 飛騨　有音(2) 4m59(+0.5) 坂上　敦哉(2) 4m23(+1.2)
釧路鳥取中 ○ 別海中央中 ○ 釧路北中 釧路北中 鶴居中 釧路景雲中 公認4m63(-0.7) 釧路北中 釧路鳥取中

濱田　佑耶(2) 10m50 工藤　遥澄(2) 8m06 青野　天翔(2) 7m66 野田　隆世(1) 7m30 上藤　匡登(1) 6m97 小松　頼暉(2) 6m95 宮島　将吉(2) 6m68 鳴川　大輝(2) 6m52
釧路阿寒中 ○ 富原中 富原中 別海上風連中 厚岸真龍中 富原中 釧路大楽毛中 鶴居中

中学女子
日付 種目

小野　愛葉(1) 13.28 畠山このみ(1) 13.64 柿崎　海華(1) 13.94 小笠原優楽(1) 14.22 伊藤　蒼永(1) 14.28 松村　姫愛(1) 14.52 諏訪邊菜穂(1) 14.54
釧路鳥取中 ○ 釧路鳥取西中 ○ 釧路青陵中 ○ 厚岸真龍中 標茶中 釧路景雲中 釧路鳥取中
工藤　　凜(2) 12.75 清水　華穂(2) 13.39 佐藤　萌笑(2) 13.62 鈴木　眞琴(2) 13.71 倉谷　紗鳥(2) 13.75 荒木羽春音(2) 13.79 西川　結惟(2) 13.91 鈴木　彩絢(2) 13.93

釧路鳥取西中 ○ 附属釧路中 ○ 富原中 釧路北中 釧路鳥取西中 釧路鳥取中 釧路共栄中 釧路景雲中
鈴木　眞琴(2) 28.95 久保　桃子(2) 29.31 土屋　綾音(2) 29.40 渡部　結羽(2) 29.48 中本　結月(2) 30.02 近藤　るな(1) 30.62 小島すばる(2) 30.88 合田　苺花(1) 31.03

釧路北中 富原中 釧路共栄中 釧路共栄中 附属釧路中 釧路鳥取西中 標茶中 富原中
工藤　　凜(2) 26.79 清水　華穂(2) 27.47 石井　優理(2) 28.56 佐藤　萌笑(2) 28.71 佐々木遥香(2) 29.39 渋谷　玲亜(2) 29.48 鈴木　彩芭(2) 29.69 宮澤　采花(2) 30.15

釧路鳥取西中 ○ 附属釧路中 ○ 釧路鳥取中 ○ 富原中 釧路幣舞中 釧路鳥取西中 浜中茶内中 富原中
本田愛咲緋(2) 2:34.62 福士　優梨(2) 2:40.47 倉谷　紗鳥(2) 2:41.21 涌嶋　琴美(1) 2:42.71 花輪　あみ(2) 2:42.91 大津　里緒(2) 2:48.69

釧路美原中 ○ 釧路美原中 釧路鳥取西中 釧路北中 別海中央中 釧路共栄中
小島　　楓(1) 5:05.85 本田愛咲緋(2) 5:08.69 前田　小雛(2) 5:36.79 福士　優梨(2) 5:39.76 岡本つぶら(2) 5:41.60 髙橋　　彩(2) 5:44.64 木口いぶき(1) 5:50.04 村島　光莉(2) 5:53.39

別海上春別中 ○ 釧路美原中 ○ 中標津広陵中 釧路美原中 浜中茶内中 中標津広陵中 浜中茶内中 根室光洋中
小島　　楓(1) 11:41.43 岡本つぶら(2) 12:54.40 木口いぶき(1) 13:59.32 佐澤　璃音(2) 14:19.89 野間空恋羽(2) 14:22.75
別海上春別中 浜中茶内中 浜中茶内中 浜中茶内中 浜中茶内中

鈴木　彩絢(2) 15.31 小野　愛葉(1) 15.93 小笠原優楽(1) 17.05 森田　桃羽(1) 17.20 大津　里緒(2) 17.76 白崎　七菜(2) 18.58 髙森　恵衣(2) 18.72 岡田　　葵(2) 18.89

釧路景雲中 ○ 釧路鳥取中 ○ 厚岸真龍中 ○ 釧路共栄中 ○ 釧路共栄中 ○ 富原中 釧路桜が丘中 釧路共栄中
釧路鳥取西中 52.75 釧路鳥取中 54.01 富原中 55.12 釧路共栄中 55.37 釧路景雲中 55.81 釧路青陵中 57.32 厚岸真龍中 57.55 釧路幣舞中 58.31
倉谷　紗鳥(2) ○ 楢山　玲那(2) ○ 白崎　七菜(2) ○ 土屋　綾音(2) ○ 松村　姫愛(1) 宇野菜々恵(1) 藤谷　千花(2) 木下　春菜(2)

工藤　　凜(2) 小野　愛葉(1) 佐藤　萌笑(2) 渡部　結羽(2) 鈴木　彩絢(2) 渡邊　里香(1) 小笠原優楽(1) 佐々木遥香(2)
渋谷　玲亜(2) 荒木羽春音(2) 久保　桃子(2) 大津　里緒(2) 備前谷優里(2) 山田　絢子(2) 酒井　らら(2) 星川　想來(1)

畠山このみ(1) 石井　優理(2) 宮澤　采花(2) 西川　結惟(2) 竹内　美月(2) 柿崎　海華(1) 前畑　星奈(1) 松崎　朋乃(2)
吉田　麗乃(1) 1m41 西田　蒔乃(1) 1m30 小島すばる(2) 1m30 武石　　愛(2) 1m20 松浦　　愛(2) 1m15 竹内　美月(2) 1m15

釧路共栄中 ○ 厚岸真龍中 標茶中 釧路阿寒中 釧路鳥取中 釧路景雲中
伊藤　蒼永(1) 4m78(+0.9) 涌嶋　琴美(1) 4m48(+1.6) 小栗　有貴(2) 4m41(+0.3) 楢山　玲那(2) 4m32(-0.4) 西川　結惟(2) 4m30(-0.6) 伊藤　妃鞠(2) 4m29(+0.3) 菱沼　千紗(1) 4m16(-0.1) 畠山このみ(1) 3m98(+1.8)

標茶中 ○ 釧路北中 ○ 白糠庶路学園 釧路鳥取中 釧路共栄中 釧路共栄中 鶴居中 釧路鳥取西中
粟野　凜音(2) 10m54 前畑　星奈(1) 10m30 中島　夏輝(1) 9m25 小栗　有貴(2) 9m17 水足　透子(2) 8m92 小端　瑞希(2) 8m21 石田　　幸(2) 7m62 杉本麻由香(1) 7m03

別海上春別中 ○ 厚岸真龍中 ○ 弟子屈中 ○ 白糠庶路学園 ○ 別海上春別中 ○ 標茶虹別中 白糠庶路学園 別海上風連中
吉田　麗乃(1) 1735点 荒木羽春音(2) 1595点 森田こころ(1) 985点

釧路共栄中 ○ 釧路鳥取中 中標津広陵中

凡例  ○:標準記録
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