
小学男子
区分 種目

菅原　千吉(2) 18.17 平賀　琥珀(2) 18.29 関口　大志(2) 18.90 菱沼　翔稀(1) 20.92 大森　歩夢(1) 22.07
陸別小 知床斜里RC 共栄陸上ク 鶴居AC 別海中央小
北原　一輝(2) 17.10 齋藤　巧将(1) 18.31 松田　圭世(1) 18.67 永野　雄聖(1) 18.88 武田　光玄(1) 19.81

富原小 共栄陸上ク 共栄陸上ク 別海中央小 釧路光陽小
平賀　琥珀(2) 28m75 菱沼　翔稀(1) 21m36 大森　歩夢(1) 20m64 齋藤　巧将(1) 19m61 松田　圭世(1) 18m40 菅原　千吉(2) 18m37 岡部　耕太(1) 17m23 関口　大志(2) 15m74
知床斜里RC 鶴居AC 別海中央小 共栄陸上ク 共栄陸上ク 陸別小 共栄陸上ク 共栄陸上ク
渡部　俊太(3) 15.73 山久保柚輝(3) 16.29 菊池　　瞬(3) 16.59 竹村　祥希(3) 16.81 武藤　清春(3) 16.88 加藤　零凰(3) 17.02 槙　　颯斗(3) 17.06 高橋　紘彬(3) 17.48
共栄陸上ク 十勝陸上ク 共栄陸上ク 共栄陸上ク 共栄陸上ク 富原小 十勝陸上ク 別海陸少

山久保柚輝(3) 2:50.94 進藤　久琉(3) 3:07.23 千葉　旭陽(3) 3:12.48 北本凛太郎(3) 3:13.83 高橋　理仁(3) 3:15.77 小杉山紫久(3) 3:20.39 二瓶　宏太(3) 3:25.50 髙橋　翔斗(3) 3:28.51
十勝陸上ク 知床斜里RC 別海陸少 共栄陸上ク 別海陸少 標茶陸少 共栄陸上ク 標茶陸少
渡部　俊太(3) 3m35(+0.8) 菊池　　瞬(3) 3m16(-0.8) 金子　　仁(3) 2m91(+1.1) 二瓶　宏太(3) 2m73(+1.7) 下谷　蒼唯(3) 2m68(+1.1) 高橋　理仁(3) 2m66(+0.7) 田中　李來(3) 2m35(+1.5) 木村　政人(3) 2m22(+0.6)
共栄陸上ク 共栄陸上ク 共栄陸上ク 共栄陸上ク 弟子屈RC 別海陸少 共栄陸上ク 共栄陸上ク
高橋　紘彬(3) 27m96 木村　政人(3) 27m18 原田　悠生(3) 25m33 髙橋　翔斗(3) 24m86 竹村　祥希(3) 24m20 梅澤　　匠(3) 21m93 牛坂　智紀(3) 15m99 加藤　零凰(3) 15m42

別海陸少 共栄陸上ク 共栄陸上ク 標茶陸少 共栄陸上ク 共栄陸上ク 共栄陸上ク 富原小
綱淵　　蓮(4) 14.65 鎌田亜津煌(4) 15.23 菱川　暖喜(4) 15.37 木明　藍琉(4) 16.08 堀内　勇希(4) 16.35 松田　翼冴(4) 16.57 藤原　拓也(4) 16.91 鈴木　零生(4) 17.05

共栄陸上ク 知床斜里RC 知床斜里RC 共栄陸上ク 別海陸少 標茶陸少 鶴居AC 鶴居AC
鈴木　雅登(4) 3:13.39 西川　悠輝(4) 3:22.01 本多　蒼士(4) 3:33.68
釧路AC 知床斜里RC 上西虹別陸上ク

鎌田亜津煌(4) 3m78(+0.8) 綱淵　　蓮(4) 3m72(+0.6) 木明　藍琉(4) 3m59(+2.1) 藤原　拓也(4) 3m11(+0.1) 松田　翼冴(4) 3m03(-0.2) 西嶋　悠元(4) 2m92(-1.2) 廣橋　温真(4) 2m90(+1.8) 石井　滉大(4) 2m36(+0.3)
知床斜里RC 共栄陸上ク 共栄陸上ク 公認3m42(-1.1) 鶴居AC 標茶陸少 標茶陸少 白糠陸少 別海陸少
大南　颯祐(4) 33m03 高島　悠月(4) 30m44 平間　啓太(4) 27m86 鈴木　零生(4) 25m90 堀内　勇希(4) 23m85 石井　滉大(4) 16m04
共栄陸上ク 厚岸RC 共栄陸上ク 鶴居AC 別海陸少 別海陸少
山久保健琉(5) 14.14 西口　侑良(5) 15.55 小寺　翔太(5) 16.07 山本　零人(5) 16.41 佐野氷佳流(5) 16.52 千葉　陽向(5) 16.79 佐々木進之介(5) 17.22

十勝陸上ク 厚岸RC 厚岸RC 上西虹別陸上ク 知床斜里RC 別海陸少 知床斜里RC
朝井　亮牙(5) 5:07.72 白石　大和(5) 5:11.37 山久保健琉(5) 5:13.38 髙橋　信宗(5) 5:16.57 進藤　久晴(5) 5:24.47 千葉　陽向(5) 5:46.59 山本　零人(5) 6:21.10
白糠陸少 オホーツクキッズ 十勝陸上ク 知床斜里RC 知床斜里RC 別海陸少 上西虹別陸上ク
佐野氷佳流(5) 1m10 高平　楓真(5) 1m10
知床斜里RC 鶴居AC

緒方　暁也(5) 3m92(+0.5) 朝井　亮牙(5) 3m61(+1.3) 高平　楓真(5) 3m59(-0.1) 白石　大和(5) 3m34(-0.8)
釧路AC 白糠陸少 鶴居AC オホーツクキッズ
佐藤　嘉人(5) 34m14 髙橋　信宗(5) 25m90 小寺　翔太(5) 22m33 西口　侑良(5) 21m24
鶴居AC 知床斜里RC 厚岸RC 厚岸RC

三井　蒼士(6) 13.61 平間　雄大(6) 13.84 大森　晴斗(6) 13.87 北原　汰一(6) 14.18 大森　悠斗(6) 14.30 鈴木　蒼士(6) 14.46 菅原　大吉(6) 14.57 髙坂　洸史(6) 14.86
十勝陸上ク 共栄陸上ク 中標津丸山小 富原小 別海陸少 釧路AC 十勝陸上ク 白糠陸少
笛木　慶悟(6) 5:07.62 渡邊　開生(6) 5:14.01 北原　汰一(6) 5:16.49 及川　禅太(6) 6:05.17 三浦　佑太(6) 6:10.09

上西虹別陸上ク 白糠陸少 富原小 白糠陸少 上西虹別陸上ク
西川　佑吾(6) 1m27

知床斜里RC
大森　悠斗(6) 4m54(+0.7) 髙坂　洸史(6) 4m11(-0.5) 平間　雄大(6) 4m03(-1.6) 迎　　悠人(6) 4m00(-0.5) 廣橋　謙吾(6) 3m87(+1.0) 北島　維人(6) 3m34(+0.3) 長谷川昌亮(6) 3m11(-0.5) 菅原　大吉(6) 2m86(+0.5)
別海陸少 白糠陸少 共栄陸上ク 共栄陸上ク 白糠陸少 別海陸少 標茶陸少 十勝陸上ク

大槻　祐介(6) 42m97 迎　　悠人(6) 39m79 廣橋　謙吾(6) 37m81 加納　煌之(6) 36m00 木幡　隼也(6) 35m90 木明　詩臣(6) 33m38 杉本　夢翔(6) 32m13

共栄陸上ク 共栄陸上ク 白糠陸少 共栄陸上ク 釧路AC 共栄陸上ク 釧路AC
共栄陸上クA 58.51 白糠陸少 1:01.08 別海陸上少A 1:02.35 共栄陸上クB 1:06.05 鶴居ＡＣ 1:06.38 共栄陸上クC 1:07.30 標茶陸上少 1:07.37 共栄陸上クD 1:07.75
綱淵　　蓮(4) 渡邊　開生(6) 千葉　陽向(5) 平間　啓太(4) 鈴木　零生(4) 竹村　祥希(3) 小杉山紫久(3) 北本凛太郎(3)
平間　雄大(6) 髙坂　洸史(6) 大森　悠斗(6) 木明　藍琉(4) 高平　楓真(5) 内糸　遥馬(4) 髙橋　翔斗(3) 菊池　　瞬(3)
大槻　祐介(6) 廣橋　謙吾(6) 堀内　勇希(4) 大南　颯祐(4) 藤原　拓也(4) 上村宗仁朗(6) 西嶋　悠元(4) 金子　　仁(3)

迎　　悠人(6) 及川　禅太(6) 北島　維人(6) 木明　詩臣(6) 佐藤　嘉人(5) 北田　隆翔(6) 松田　翼冴(4) 渡部　俊太(3)

1,2年

3年

4年

5年

6年

第50回 秋季選手権大会 【小学生の部】 
釧路市民陸上競技場
2019/09/08

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

3～6年 4X100mR

フェスティバル
100m

フェスティバル
100m(2) 

フェスティバル
ジャベリックボール投

100m 
風：+1.0

800m

走幅跳

ジャベリックボール投

100m 
風：-1.5

800m

走幅跳

ジャベリックボール投

100m 
風：-1.8

1500m

走高跳

走幅跳

ジャベリックボール投

100m 
風：0.0

1500m

走高跳

走幅跳

ジャベリックボール投



第50回 秋季選手権大会 【小学生の部】 
釧路市民陸上競技場
2019/09/08

小学女子
区分 種目

白田　愛莉(2) 17.91 高橋　楓愛(1) 19.21 森　　希彩(2) 19.22 金子　　心(1) 20.81 山本　仁菜(1) 21.21 西口　寧桜(2) 21.75 増田　さら(1) 21.90 野村美紗貴(1) 22.75
共栄陸上ク 別海中央小 白糠陸少 共栄陸上ク 上西虹別陸上ク 厚岸RC 富原小 共栄陸上ク
笹渕　花乃(2) 17.34 一條　日葵(2) 18.92 前畑ななせ(2) 19.05 荒木秋希音(1) 20.29 朝井　冴郁(1) 20.84 松井　葉夏(1) 20.84 音喜多麻那(2) 21.47

十勝陸上ク 共栄陸上ク 厚岸RC 共栄陸上ク 白糠陸少 釧路青葉小 白糠陸少
森　　希彩(2) 12m47 朝井　冴郁(1) 11m16 野村美紗貴(1) 11m14 高橋　楓愛(1) 9m35 前畑ななせ(2) 8m90 金子　　心(1) 8m66 音喜多麻那(2) 7m24 西口　寧桜(2) 5m95
白糠陸少 白糠陸少 共栄陸上ク 別海中央小 厚岸RC 共栄陸上ク 白糠陸少 厚岸RC
山崎　姫愛(3) 15.72 小野　愛來(3) 16.00 八木ひかり(3) 16.16 岡元　陽愛(3) 16.64 丸井　　椿(3) 17.05 平　　絢星(3) 17.07 金澤　琉花(3) 17.12 高橋　陽愛(3) 17.24
十勝陸上ク 共栄陸上ク 別海陸少 共栄陸上ク 知床斜里RC 共栄陸上ク 知床斜里RC 別海陸少

嵐　　杏珠(3) 3:07.66 竹内　琉華(3) 3:18.00 八木ひかり(3) 3:20.26 西田　わこ(3) 3:26.67 志村　美紅(3) 3:52.04
共栄陸上ク 釧路AC 別海陸少 厚岸RC 鶴居AC
平　　絢星(3) 3m26(+0.1) 小野　愛來(3) 2m96(-1.6) 岡元　陽愛(3) 2m81(+0.7) 高橋　陽愛(3) 2m79(+1.1) 野表　百姫(3) 2m66(-0.7) 金澤　琉花(3) 2m62(-0.2) 牧　　稀帆(3) 2m34(+0.5) 梅津　花鈴(3) 2m23(+1.6)
共栄陸上ク 共栄陸上ク 共栄陸上ク 別海陸少 弟子屈RC 知床斜里RC 共栄陸上ク 鶴居AC
川村　花代(3) 25m01 嵐　　杏珠(3) 17m07 小田島璃奈(3) 16m16 野表　百姫(3) 15m48 志村　美紅(3) 13m73

厚岸RC 共栄陸上ク 共栄陸上ク 弟子屈RC 鶴居AC
永野日華莉(4) 15.41 大内　埜瑚(4) 15.76 工藤　咲來(4) 16.35 塩田　梢葉(4) 16.37 前畑さくら(4) 16.44 岡部菜々実(4) 16.96 伊藤　夏菜(4) 17.06 曹路地陽菜(4) 17.28

別海陸少 美幌RC 釧路AC 共栄陸上ク 厚岸RC 共栄陸上ク 釧路AC 共栄陸上ク
大内　埜瑚(4) 2:53.01 吉成　美遥(4) 2:57.20 渡邊　心暖(4) 2:58.27 松井　玲菜(4) 3:00.28 秋田　姫花(4) 3:05.53 佐々木琴音(4) 3:23.12 奥谷帆乃花(4) 3:27.83 梅津陽菜多(4) 3:46.54
美幌RC 共栄陸上ク 白糠陸少 釧路青葉小 標茶陸少 標茶陸少 共栄陸上ク 鶴居AC

永野日華莉(4) 3m15(+1.5) 吉成　美遥(4) 3m11(-0.1) 曹路地陽菜(4) 3m10(+1.9) 野表　七姫(4) 2m94(+1.4) 松田陽菜子(4) 2m91(+2.0) 井上　夏希(4) 2m85(+2.0) 紫藤　來那(4) 2m71(-0.9) 紫藤　勇那(4) 2m68(-0.6)
別海陸少 共栄陸上ク 共栄陸上ク 弟子屈RC 共栄陸上ク 共栄陸上ク 別海陸少 別海陸少
前畑さくら(4) 31m23 松田陽菜子(4) 22m70
厚岸RC 共栄陸上ク
猪股　結菜(5) 14.67 小林　碧羽(5) 14.81 上田　真温(5) 15.29 布目　友理(5) 15.73 塩田　有栞(5) 15.93 志村　萌絵(5) 16.15 荒木夏和音(5) 16.40 大場凜々音(5) 16.55

共栄陸上ク 釧路AC 厚岸RC 留辺蘂JSC 共栄陸上ク 鶴居AC 共栄陸上ク 共栄陸上ク
北島　凜音(5) 2:57.27 南　　壱子(5) 2:59.19 菱沼　華帆(5) 3:16.55
別海陸少 別海陸少 鶴居AC
大場凜々音(5) 1m15 原田　玲乃(5) 1m10 荒木夏和音(5) 1m10
共栄陸上ク 厚岸RC 共栄陸上ク

猪股　結菜(5) 3m89(+0.4) 原田　玲乃(5) 3m83(0.0) 布目　友理(5) 3m82(-0.7) 塩田　有栞(5) 3m78(+1.5) 嵐　伊紗那(5) 3m76(+1.5) 平　　彩飛(5) 3m26(-0.2) 小柳　知世(5) 3m25(+1.1) 志村　萌絵(5) 3m25(+1.5)
共栄陸上ク 厚岸RC 留辺蘂JSC 共栄陸上ク 共栄陸上ク 釧路AC 別海陸少 鶴居AC
上田　真温(5) 38m72 菱沼　華帆(5) 29m92
厚岸RC 鶴居AC

三井日菜姫(6) 13.79 戸田　百音(6) 13.79 笹渕　和花(6) 13.94 槙　　杏奈(6) 14.07 槙　　涼奈(6) 14.58 嵯峨　千寛(6) 14.91 上田　侑奈(6) 15.04 渡部　桜音(6) 15.28
十勝陸上ク 共栄陸上ク 十勝陸上ク 十勝陸上ク 十勝陸上ク 釧路青葉小 標茶陸少 共栄陸上ク
高橋　藍結(6) 2:49.04 井上　悠里(6) 3:01.04 板垣　和心(6) 3:05.66 浅利　るな(6) 3:05.79 松井　紗耶(6) 3:11.25

別海陸少 共栄陸上ク 別海陸少 共栄陸上ク 釧路青葉小
小杉山萌未(6) 1m18 金子　真桜(6) 1m18 大場　心音(6) 1m05

標茶陸少 共栄陸上ク 共栄陸上ク
渡部　桜音(6) 3m96(+1.5) 和田　梨恋(6) 3m72(+0.2) 小杉山萌未(6) 3m71(+0.8) 戸田　百音(6) 3m50(+0.7) 高島　蒼衣(6) 3m41(+0.3) 梅津　柚月(6) 3m39(0.0) 白神好未鈴(6) 3m35(+0.5) 板垣　和心(6) 3m34(+0.9)
共栄陸上ク 別海陸少 標茶陸少 共栄陸上ク 厚岸RC 鶴居AC 共栄陸上ク 別海陸少

水足　結衣(6) 36m58 高橋　芹香(6) 31m26

別海陸少 別海陸少
十勝陸上ク 54.70 共栄陸上クA 58.29 共栄陸上クB 1:01.41 厚岸ＲＣ 1:01.43 別海陸上少A 1:02.05 別海陸上少B 1:03.66 標茶陸上少 1:04.30 共栄陸上クC 1:04.40
笹渕　和花(6) 白神好未鈴(6) 井上　悠里(6) 前畑さくら(4) 高橋　藍結(6) 高橋　芹香(6) 小杉山萌未(6) 大場凜々音(5)
三井日菜姫(6) 猪股　結菜(5) 塩田　有栞(5) 原田　玲乃(5) 和田　梨恋(6) 水足　結衣(6) 佐々木琴音(4) 嵐　伊紗那(5)
槙　　杏奈(6) 渡部　桜音(6) 金子　真桜(6) 上田　真温(5) 南　　壱子(5) 板垣　和心(6) 秋田　姫花(4) 荒木夏和音(5)

槙　　涼奈(6) 戸田　百音(6) 浅利　るな(6) 高島　蒼衣(6) 永野日華莉(4) 北島　凜音(5) 上田　侑奈(6) 大場　心音(6)
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