
共通男子4X100mR
ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 ｵﾎｰﾂｸACA 5054 玉木　　陽介(0) ﾀﾏｷ ﾖｳｽｹ 44.85 1 6 網走南ヶ丘高A 1175 池田　　　尊(3) ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾙ 44.38
5053 奥山　　　元(0) ｵｸﾔﾏ ｹﾞﾝ 1161 山本　凛太郎(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ
5052 片山　　樹弥(0) ｶﾀﾔﾏ ﾀﾂﾔ 1160 遠藤　　正勝(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶﾂ
5048 佐藤　　翔太(0) ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 1164 髙　　　駿介(2) ﾀｶ ｼｭﾝｽｹ

2 3 北見柏陽高A 1055 佐藤　　　亘(2) ｻﾄｳ  ﾜﾀﾙ 45.04 2 8 北見工業高A 1110 青山　　侑生(3) ｱｵﾔﾏ  ﾕｳｲ 44.66
1040 武田　　桃弥(3) ﾀｹﾀﾞ ﾄｳﾔ 1099 松本　　大翔(2) ﾏﾂﾓﾄ  ﾋﾛﾄ
1052 堂藤　　魁人(2) ﾄﾞｳﾄｳ ｶｲﾄ 1101 川江　　皇輝(2) ｶﾜｴ ｺｳｷ
1041 丹崎　　修斗(3) ﾀﾝｻﾞｷ ｼｭｳﾄ 1098 中村　　啓汰(3) ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ

3 6 東農大ｵﾎｰﾂｸA 5028 小東　　弘明(般) ｺﾋｶﾞｼﾋﾛｱｷ 47.07 3 7 雄武高A 1535 伊藤　　宏太(2) ｲﾄｳｺｳﾀ 44.81
5024 板垣　　颯平(般) ｲﾀｶﾞｷｿｳﾍｲ 1537 橋本　　悠利(2) ﾊｼﾓﾄﾕｳﾘ
5029 牧野　　　蒼(般) ﾏｷﾉｿｳ 1538 村上　真裟斗(2) ﾑﾗｶﾐﾏｻﾄ
5030 渡辺　　　匠(般) ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｸﾐ 1536 久慈　　力椰(2) ｸｼﾞﾘｷﾔ

4 5 清里高A 1397 岡崎　　凌大(2) ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀﾞｲ 47.65 4 5 紋別高A 1221 喜多　　駿介(2) ｷﾀｼｭﾝｽｹ 45.64
1394 佐藤　　一馬(3) ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ 1218 戸澤　龍之介(3) ﾄｻﾞﾜﾘｭｳﾉｽｹ
1395 高見　　　響(3) ﾀｶﾐ ｷｮｳ 1214 佐藤　　大晟(3) ｻﾄｳﾀｲｾｲ
1396 春名　　将志(3) ﾊﾙﾅ ﾏｻｼ 1216 川上　　響稀(3) ｶﾜｶﾐﾋﾋﾞｷ

5 7 日体大附属高A 1545 葛西　　光雄(2) ｶｻｲ ﾐﾂｵ 48.06 4 北見北斗高A 1001 轉石　　　蓮(1) ｺﾛｲｼ ﾚﾝ DQ,R3

1541 赤坂　　玲央(2) ｱｶｻｶ ﾚｵ 1020 佐藤　　　碧(2) ｻﾄｳ   ｱｵｲ
1553 谷澤　　　廉(1) ﾀﾆｻﾞﾜ ﾚﾝ 1013 寺本　　恭平(3) ﾃﾗﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ
1551 亀山　　結渡(1) ｶﾒﾔﾏ ﾕｲﾄ 1012 酒井　　柚希(3) ｻｶｲ ﾕｽﾞｷ

4 美幌高A DNS 3 遠軽高A 1446 松原　　唯人(3) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲﾄ DNS
1437 大崎　　寛太(3) ｵｵｻｷ ｶﾝﾀ
1424 高嶋　　将吾(3) ﾀｶｼﾏ ｼｮｳｺﾞ
1448 阿部　　　麗(1) ｱﾍﾞ ﾚﾝ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学男子4X100mR

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 遠軽中A 220 鈴木　　侑輝(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 50.41 1 6 斜里中A 2 日笠　　　颯(3) ﾋｶﾞｻ ﾊﾔﾃ 48.59 YC
211 太田　　瑞樹(2) ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ 24 中村　　孝徳(1) ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ
208 山谷　紳之将(2) ﾔﾏﾀﾆ ｼﾝﾉｽｹ 20 金澤　　世凪(1) ｶﾅｻﾞﾜ ｾﾅ
223 橋本　　拓茉(3) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 1 長島　　楓磨(3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾌｳﾏ

2 7 北見北光中A 425 月嶋　　永遠(2) ﾂｷｼﾞﾏﾄﾜ 50.51 2 5 北見高栄中A 459 信田　　真生(2) ﾉﾌﾞﾀ ﾏｵ 48.69
428 山田　　蒼唯(2) ﾔﾏﾀﾞｱｵｲ 453 長尾　　康平(3) ﾅｶﾞｵ ｺｳﾍｲ
422 小林　　蒼汰(2) ｺﾊﾞﾔｼｿｳﾀ 457 中野　　奏汰(2) ﾅｶﾉ ｶﾅﾀ
427 服部　　拓美(2) ﾊｯﾄﾘﾀｸﾐ 460 堀田　　尚希(2) ﾎｯﾀ ﾅｵｷ

3 8 清里中A 48 津田　　斗真(3) ﾂﾀﾞ ﾄｳﾏ 51.40 3 8 北見南中A 301 菊池　　勇翔(3) ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 49.77
53 髙橋　　祐平(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 308 髙橋　　李央(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｵ
47 石井　丈太郎(3) ｲｼｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 310 菊地　　遥粋(2) ｷｸﾁ ﾊﾙｷ
49 長廻　　湧丞(3) ﾅｶﾞｻｺ ﾕｳｽｹ 302 渡辺　　　颯(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ

4 3 網走第二中A 576 菊地　　朝日(1) ｷｸﾁ ｱｻﾋ 51.41 4 4 網走第一中A 550 石田　　和也(2) ｲｼﾀﾞｶｽﾞﾔ 51.69
568 伊藤　　奎吾(2) ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 549 中田　　竜翔(2) ﾅｶﾀﾘｭｳﾄ
572 水島　　悠起(2) ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳｷ 543 坂元　　恭介(3) ｻｶﾓﾄｷｮｳｽｹ
578 長谷川　佳祐(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 560 大橋　　侑弥(1) ｵｵﾊｼﾕｳﾔ

5 5 北見光西中B 376 佐藤　　琉唯(1) ｻﾄｳ ﾙｲ 52.24 5 7 北見常呂中A 537 木村　　優太(1) ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 51.98
361 樋口　　史弥(3) ﾋｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 532 尾角　　伊織(2) ｵｶｸ ｲｵﾘ
353 吐師　　拓実(2) ﾊｼ ﾀｸﾐ 536 中原　　太亜(1) ﾅｶﾊﾗ ﾄｱ
351 阪田　　優裕(2) ｻｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 530 丸銭　　海人(3) ﾏﾙｾﾞﾆ ｶｲﾄ

4 北見北中A 382 八重樫　春人(3) ﾔｴｶﾞｼﾊﾙﾄ DQ,R3 6 3 北見小泉中B 494 栗生　　遥斗(2) ｸﾘｳ ﾊﾙﾄ 53.93
383 西迫　　篤志(2) ﾆｼｻｺｱﾂｼ 497 中井　　啓晴(2) ﾅｶｲ ｹｲｾｲ
391 内藤　　　烈(2) ﾅｲﾄｳﾚﾂ 507 浅野　　瑛太(1) ｱｻﾉ ｴｲﾀ
388 千葉　　勇人(3) ﾁﾊﾞﾊﾔﾄ 496 楠本　　悠斗(2) ｸｽﾓﾄ ﾕｳﾄ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 美幌中A 132 水上　　遥翔(3) ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ 47.37
127 午來　　在将(3) ｺﾞﾗｲ ｱﾘﾏｻ
131 干川　　遼魁(3) ﾎｼｶﾜ ﾊﾙﾄ
120 山田　　楓河(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶﾞ

2 8 北見小泉中A 498 田尾　　圭梧(3) ﾀｵ ｹｲｺﾞ 47.42
481 山下　　拓馬(3) ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾏ
482 佐野　　　光(3) ｻﾉ ﾋｶﾘ
493 鈴木　　好生(2) ｽｽﾞｷ ｺｳｷ

3 5 網走第三中A 603 埜口　　和希(3) ﾉｸﾞﾁｶｽﾞｷ 47.61
596 西多　　優作(3) ﾆｼﾀﾕｳｻｸ
607 川上　　大樹(2) ｶﾜｶﾐﾀｲｼﾞｭ
593 篠原　　蓮旺(3) ｼﾉﾊﾗﾚｵ

4 3 紋別中A 635 佐藤　　琉生(3) ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 48.11
631 今井　　啓人(3) ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ
637 古屋　　葵　(3) ﾌﾙﾔ ｱｵｲ
636 土橋　　大和(3) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾔﾏﾄ

5 4 雄武中A 274 村田　　優月(3) ﾑﾗﾀ ﾕﾂﾞｷ 48.32
272 高宮　　成生(3) ﾀｶﾐﾔ ｼﾞｮｳ
275 大水　　颯太(2) ｵｵﾐｽﾞ ｿｳﾀ
271 高宮　　　魁(3) ﾀｶﾐﾔ ｶｲ

6 2 北見光西中A 364 近藤　　琉成(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 48.52
365 中嶋　　優斗(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
359 吉鷹　　思温(3) ﾖｼﾀｶ ｼｵﾝ
362 只石　　修也(3) ﾀﾀﾞｲｼ ｼｭｳﾔ

7 美幌北中 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ
1 47.37
2 47.42
3 47.61
4 48.11
5 48.32
6 48.52
7 48.59 YC
8 48.69

美幌中A 水上　　遥翔(3) / 午來　　在将(3) / 干川　　遼魁(3) / 山田　　楓河(2)

北見小泉中A 田尾　　圭梧(3) / 山下　　拓馬(3) / 佐野　　　光(3) / 鈴木　　好生(2)

網走第三中A 埜口　　和希(3) / 西多　　優作(3) / 川上　　大樹(2) / 篠原　　蓮旺(3)

斜里中A 日笠　　　颯(3) / 中村　　孝徳(1) / 金澤　　世凪(1) / 長島　　楓磨(3)

北見高栄中A 信田　　真生(2) / 長尾　　康平(3) / 中野　　奏汰(2) / 堀田　　尚希(2)

紋別中A 佐藤　　琉生(3) / 今井　　啓人(3) / 古屋　　葵　(3) / 土橋　　大和(3)

雄武中A 村田　　優月(3) / 高宮　　成生(3) / 大水　　颯太(2) / 高宮　　　魁(3)

北見光西中A 近藤　　琉成(2) / 中嶋　　優斗(2) / 吉鷹　　思温(3) / 只石　　修也(3)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



小学男子4X100mR
ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞA 3586 滝口   葉(5) ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｳ 1:01.17 1 6 美幌RCA 3548 伊藤　　康晟(6) ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 59.49
3588 加藤  遼太(5) ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 3541 水上　　翔夢(6) ﾐｽﾞｶﾐ ｶｹﾑ
3604 岩崎 鼓太郎(5) ｲﾜｻｷ ｺﾀﾛｳ 3544 三浦　　清史(6) ﾐｳﾗ ｷﾖｼ
3587 松田  優飛(5) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾋ 3547 伊藤　　悠昂(6) ｲﾄｳ ﾕｳｺﾞｳ

2 8 ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞB 3595 飯島  空輝(6) ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 1:01.67 2 4 美幌RCB 3554 佐藤　　　楓(5) ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 1:00.32

3591 酒井  秀虎(6) ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾄﾗ 3552 後藤　　大輔(5) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
3612 松田 陽向太(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 3553 高橋　　　依(5) ﾀｶﾊｼ ｲｵ
3596 酒井  柊優(6) ｻｶｲ ｼｭｳ 3556 阿部　　空晴(5) ｱﾍﾞ ﾋﾛﾊ

3 5 美幌RCC 3566 石川　　大道(4) ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾐﾁ 1:02.25 3 3 美幌XC少年団A 3732 松本　　聖也(6) ﾏﾂﾓﾄｾｲﾔ 1:00.43

3558 髙倉　　悠歳(4) ﾀｶｸﾗ ﾕｳｾｲ 3731 石川　竜太郎(6) ｲｼｶﾜﾘｭｳﾀﾛｳ
3557 曽根　　天太(4) ｿﾈ ﾃﾝﾀ 3733 吉田　　頼生(6) ﾖｼﾀﾞﾗｲ
3559 浦田　　誉人(4) ｳﾗﾀ ﾖﾋﾄ 3735 橋本　　　哲(6) ﾊｼﾓﾄﾃﾂ

4 7 ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞC 3606 山形  晃輝(4) ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｷ 1:03.87 4 5 網走陸上少年団A 3623 森下　　　拓(6) ﾓﾘｼﾀ ﾀｸ 1:01.05

3607 中崎  楽久(4) ﾅｶｻﾞｷ ｶﾞｸ 3621 古川　　　哩(6) ﾌﾙｶﾜ ﾏｲﾙ
3590 西迫  知希(4) ﾆｼｻｺ ﾄﾓｷ 3622 竹中　　友規(6) ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｷ
3605 本田  櫂晴(4) ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｾｲ 3625 齋藤　　柊吾(6) ｻｲﾄｳ ｼｭｳｺﾞ

5 1 網走陸上少年団C 3632 齋藤　　匡樹(4) ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｷ 1:07.67 5 8 ｵﾎｰﾂｸACｼﾞｭﾆｱA 3756 川瀬　　智仁(4) ｶﾜｾ ﾄﾓﾋﾄ 1:03.94

3637 城宝　駿太朗(4) ｼﾞｮｳﾎｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 3751 中田　　隼翔(5) ﾅｶﾀ ｼｭﾝﾄ
3634 田邉　琥太郎(4) ﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 3762 山本　耕四朗(4) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ
3633 長尾　　竜哉(4) ﾅｶﾞｵ ﾘｭｳﾔ 3755 山本　大三郎(5) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛｳ

6 3 網走陸上少年団B 3629 板垣　　　晴(5) ｲﾀｶﾞｷ ﾊﾙﾀ 1:08.22 6 2 清里陸上少年団A 3508 小笠原　　昊(5) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳ 1:05.61

3626 本田　　愛斗(5) ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾄ 3510 佐々木那由多(5) ｻｻｷ ﾅﾕﾀ
3627 横内　　凛空(5) ﾖｺｳﾁ ﾘｸ 3507 松木　　晄大(5) ﾏﾂｷ ｺｳﾀﾞｲ
3630 馬渕　　　陸(5) ﾏﾌﾞﾁ ﾘｸ 3509 岩本　　龍希(5) ｲﾜﾓﾄ ﾀﾂｷ

7 6 清里陸上少年団B 3512 内野　　魁人(4) ｳﾁﾉ ｶｲﾄ 1:09.99 7 7 知床斜里RCB 3658 菱川　暖喜　(3) ﾋｼｶﾜ ﾊﾙｷ 1:06.12

3513 三浦　　旭翔(4) ﾐｳﾗ ｱｷﾄ 3657 鎌田　亜津煌(3) ｶﾏﾀﾞ ｱﾂｷ
3514 濱田　　　楓(4) ﾊﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 3669 西川　悠輝　(3) ﾆｼｶﾜ ﾊﾙｷ
3515 屋舗　　詠大(4) ﾔｼｷ ｴｲﾀ 3664 佐野　氷佳流(4) ｻﾉ ﾋｶﾙ

8 4 知床斜里RCC 3661 小林　愛汰　(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾀ 1:12.30 8 1 知床斜里RCA 3660 荒木　碧巴　(5) ｱﾗｷ ｱｵﾊﾞ 1:06.31

3668 森　　一馬　(3) ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 3670 西川　佑吾　(5) ﾆｼｶﾜ ﾕｳｺﾞ
3659 中村　嘉孝　(3) ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｶﾀ 3651 佐藤　世志明(5) ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ
3656 黒宮　新太　(4) ｸﾛﾐﾔ ｱﾗﾀ 3665 浮須　　翼　(5) ｳｷｽ ﾂﾊﾞｻ

共通男子4X400mR

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 ｵﾎｰﾂｸACA 5052 片山　　樹弥(0) ｶﾀﾔﾏ ﾀﾂﾔ 3:36.83 1 5 網走南ヶ丘高A 1161 山本　凛太郎(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 3:37.43

5050 井上　　陽介(0) ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 1156 鈴木　　陵太(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ
5048 佐藤　　翔太(0) ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 1160 遠藤　　正勝(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶﾂ
5054 玉木　　陽介(0) ﾀﾏｷ ﾖｳｽｹ 1157 森　　　大地(3) ﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ

2 4 北見緑陵高 1064 中野　　慎利(3) ﾅｶﾉ ｼﾝﾘ 3:38.47 2 8 網走南ヶ丘高B 1175 池田　　　尊(3) ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾙ 3:38.12

1078 安田　　留伊(1) ﾔｽﾀﾞ ﾙｲ 1153 小野　　巧明(3) ｵﾉ ｺｳﾒｲ
1067 前田　　飛雄(2) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾕｳ 1173 金野　　　男(3) ｺﾝﾉ ﾀﾞﾝ
1077 佐々木　雄也(3) ｻｻｷ ﾕｳﾔ 1158 渡井　　拓朗(3) ﾜﾀｲ ﾀｸﾛｳ

3 6 北見商業高A 1133 羽田野　歩夢(1) ﾊﾀﾉ ｱﾕﾑ 3:52.99 3 7 紋別高A 1216 川上　　響稀(3) ｶﾜｶﾐﾋﾋﾞｷ 3:38.27

1134 佐藤　　　翔(1) ｻﾄｳ ｼｮｳ 1217 田中　　勇気(3) ﾀﾅｶﾕｳｷ
1132 竹内　　大翔(1) ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾄ 1220 菊地　　建啓(3) ｷｸﾁﾀﾂﾋﾛ
1127 蝦名　　拓武(2) ｴﾋﾞﾅ ﾋﾛﾑ 1218 戸澤　龍之介(3) ﾄｻﾞﾜﾘｭｳﾉｽｹ

4 5 女満別高 1349 菅原　　龍士(2) ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 4:06.31 4 6 遠軽高 1437 大崎　　寛太(3) ｵｵｻｷ ｶﾝﾀ 3:45.82

1350 荒木　　天斗(1) ｱﾗｷ ﾀｶﾄ 1448 阿部　　　麗(1) ｱﾍﾞ ﾚﾝ
1348 中村　　栄元(2) ﾅｶﾑﾗ ｴｲｹﾞﾝ 1439 笠間　　柊哉(2) ｶｻﾏ ｼｭｳﾔ
1341 原田　　雲向(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾕｸﾐ 1425 泉　　　和宏(3) ｲｽﾞﾐ   ｶｽﾞﾋﾛ

5 4 北見工業高A 1110 青山　　侑生(3) ｱｵﾔﾏ  ﾕｳｲ 3:50.71

1102 佐藤　　力哉(2) ｻﾄｳ ﾘｷﾔ
1094 海鉾　　裕太(3) ｶｲﾎｺ  ﾕｳﾀ
1113 金田　　麗生(1) ｶﾈﾀﾞ ﾚｵ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



小学女子4X100mR
ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞB 3591 田辺  采子(4) ﾀﾅﾍﾞ ｱｺ 1:03.46 1 6 美幌RCB 3547 佐藤　　心海(6) ｻﾄｳ ｺｺﾐ 1:02.27

3585 布目  友理(4) ﾇﾉﾒ ﾕﾘ 3543 宮末　　侑奈(6) ﾐﾔｽｴ ﾕﾅ
3587 相馬 可夏子(4) ｿｳﾏ ｶﾅｺ 3548 泉　　　桃子(6) ｲｽﾞﾐ ﾓﾓｺ
3583 酒井  寧々(4) ｻｶｲ ﾈﾈ 3549 小野　　蒼空(6) ｵﾉ ｿﾗ

2 3 ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞA 3582 西迫  美郁(6) ﾆｼｻｺ ﾐｸ 1:03.52 2 5 常呂陸上少年団B 3686 高橋　碧衣　(4) ﾀｶﾊｼｱｵｲ 1:04.27

3589 穴澤  日菜(6) ｱﾅｻﾞﾜ ﾋﾅ 3687 室田　心愛　(5) ﾑﾛﾀｺｺｱ
3589 平沢  虹華(6) ﾋﾗｻﾜ ﾆｼﾞｶ 3688 中村　光　　(5) ﾅｶﾑﾗﾋｶﾘ
3586 相馬  夏好(6) ｿｳﾏ ｶｺ 3689 井上　茜深　(5) ｲﾉｳｴｱﾐ

3 7 美幌RCD 3560 菅田　　愛莉(3) ｽｶﾞﾀ ｱｲﾘ 1:04.87 3 7 清里陸上少年団A 3505 広川　　志音(6) ﾋﾛｶﾜ ｼｵﾝ 1:04.47

3555 沼岡　　実來(4) ﾇﾏｵｶ ﾐｸﾙ 3509 酒井　　菜摘(5) ｻｶｲ ﾅﾂﾐ
3559 廣田　　彩華(4) ﾋﾛﾀ ｱﾔｶ 3504 津田　花里菜(6) ﾂﾀﾞ ｶﾘﾅ
3558 松本　　琉南(4) ﾏﾂﾓﾄ ﾙﾅ 3503 大澤　　未希(6) ｵｵｻﾜ ﾐｷ

4 6 美幌XC少年団A 3736 高橋　　柚季(4) ﾀｶﾊｼﾕｽﾞｷ 1:08.39 4 4 常呂陸上少年団A 3684 木村　葉月　(6) ｷﾑﾗﾊﾂﾞｷ 1:04.76

3734 桐山　　日和(4) ｷﾘﾔﾏﾋﾖﾘ 3681 澤向　美樹　(6) ｻﾜﾑｶｲﾐｷ
3735 吉田　　梨乃(4) ﾖｼﾀﾞﾘﾉ 3682 横山　このか(6) ﾖｺﾔﾏｺﾉｶ
3737 久保　　柑奈(3) ｸﾎﾞｶﾝﾅ 3685 中島　瑠菜　(6) ﾅｶｼﾞﾏﾙﾅ

5 5 網走陸上少年団A 3629 川内　　百音(5) ｶﾜｳﾁ ﾓﾈ 1:08.78 5 3 訓子府陸上少年団C 3775 上中屋敷結衣(6) ｶﾐﾅｶﾔｼｷ ﾕｲ 1:09.63

3628 村上　　晴風(5) ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 3782 風早　　ゆい(4) ｶｻﾞﾊﾔ ﾕｲ
3626 高嶋　　美來(5) ﾀｶｼﾏ ﾐｸ 3781 三上　　寧々(5) ﾐｶﾐ ﾈﾈ
3631 松原　こころ(5) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｺﾛ 3779 森下　　愛羽(5) ﾓﾘｼﾀ ｲﾄﾊ

6 4 網走陸上少年団B 3635 若林　愛茉音(4) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾏﾈ 1:09.50 8 訓子府陸上少年団B 3776 山内　　一紗(5) ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｻ R2
3637 高岡　　　凛(4) ﾀｶｵｶ ﾘﾝ 3778 平塚　　志茉(5) ﾋﾗﾂｶ ｼﾏ
3636 田中　妃奈美(4) ﾀﾅｶ ﾋﾅﾐ 3780 佐々木　紀香(5) ｻｻｷ ﾉﾘｶ
3634 中山　　真央(4) ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 3777 佐々木亜美乃(5) ｻｻｷ ｱﾐﾉ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 共栄陸上クラブA 5037 旭岡　　莉那(6) ｱｻﾋｵｶ ﾘﾅ 56.55
5038 小野　　愛葉(6) ｵﾉ ﾏﾅﾊ
5036 渡邊　　里香(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｶ
5035 岡元　　麻桜(6) ｵｶﾓﾄ ﾏｵ

2 6 美幌RCA 3541 大沼　　らら(6) ｵｵﾇﾏ ﾗﾗ 57.73
3542 松本　　優那(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ
3546 松木　　奏絵(6) ﾏﾂｷ ｶﾅｴ
3545 藤田　　柚希(6) ﾌｼﾞﾀ ﾕｽﾞｷ

3 5 美幌RCC 3566 大内　　埜瑚(3) ｵｵｳﾁ ﾉｺ 1:00.97

3553 大江　　美月(5) ｵｵｴ ﾐﾂｷ
3554 浦島　　楓果(5) ｳﾗｼﾏ ﾌｳｶ
3552 高橋　　茉莉(5) ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ

4 8 共栄陸上クラブB 5045 井上　　悠里(5) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾘ 1:01.46

5041 吉田　　麗乃(6) ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ
5040 涌嶋　　琴美(6) ﾜｸｼﾏ ｺﾄﾐ
5039 諏訪邊　菜穂(6) ｽﾜﾍﾞ ﾅﾎ

5 3 知床斜里RCA 3653 中村　栞奈　(6) ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 1:02.41

3657 髙畑　眞那　(6) ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏﾅ
3651 鎌田　絢萌　(6) ｶﾏﾀﾞ ｱﾔﾒ
3652 酒部　　暖　(6) ｻｶﾍﾞ ﾉﾝ

6 4 訓子府陸上少年団A 3773 服部　　茜　(6) ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾈ 1:02.77

3774 小泉　　柚有(6) ｺｲｽﾞﾐ ﾕｽﾞﾕ
3771 寺澤　　綺音(6) ﾃﾗｻﾜ ｱﾔﾈ
3772 道原　　莉子(6) ﾐﾁﾊﾗ ﾘｺ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学女子4X100mR

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 美幌中A 116 西川　　陽菜(3) ﾆｼｶﾜ ﾋﾅ 56.30 1 2 北見常呂中A 535 竹村　　花乃(3) ﾀｹﾑﾗ ｶﾉ 53.21
120 川尻　ちひろ(2) ｶﾜｼﾞﾘ ﾁﾋﾛ 524 佐藤　　愛夕(2) ｻﾄｳ ｱﾕ
121 二上　　優美(2) ﾆｶﾐ ﾕﾐ 523 清永　　千穂(2) ｷﾖﾅｶﾞ ﾁﾎ
115 石澤　　美咲(3) ｲｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ 526 森　　　彩夏(2) ﾓﾘ ｱﾔｶ

2 2 紋別中A 635 栁田　　さと(2) ﾔﾅｷﾞﾀ ｻﾄ 57.26 2 3 北見東陵中A 338 木村　　美唯(3) ｷﾑﾗﾐﾕ 53.74 YC
631 奥河　　桃花(3) ｵｸｶﾜ ﾓﾓｶ 337 林　　ちひろ(3) ﾊﾔｼﾁﾋﾛ
632 栁田　　友　(3) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾄﾓ 340 齊藤　　七恵(3) ｻｲﾄｳﾅﾅｴ
634 佐々木　華恋(2) ｻｻｷ ｶﾚﾝ 336 布目　　朱理(3) ﾇﾉﾒｱｶﾘ

3 6 網走第一中A 551 髙橋　　煌白(2) ﾀｶﾊｼｺﾊｸ 57.65 3 5 北見高栄中A 460 西田　陽菜多(2) ﾆｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ 54.55
549 向　　　結羅(3) ﾑｶｲﾕﾗ 458 大串　　七海(2) ｵｵｸﾞｼ ﾅﾅﾐ
546 五十嵐　　響(3) ｲｶﾞﾗｼﾋﾋﾞｷ 455 久保　　友恵(3) ｸﾎﾞ ﾄﾓｴ
544 川村　　夏稀(3) ｶﾜﾑﾗﾅﾂｷ 462 長野　　萌果(1) ﾅｶﾞﾉ ﾎﾉｶ

4 5 北見光西中A 361 種村　　杏奈(1) ﾀﾈﾑﾗ ｱﾝﾅ 58.19 4 4 北見小泉中A 484 木村　　遥奈(3) ｷﾑﾗ ﾊﾙﾅ 54.79
351 白石　　　光(2) ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 481 桑原　　和暖(3) ｸﾜﾊﾞﾗ ｶﾉﾝ
365 佐々木　楓夏(1) ｻｻｷ ﾌｳﾅ 483 高木　　七海(3) ﾀｶｷﾞ ﾅﾂﾐ
379 小野瀬　菜月(3) ｵﾉｾ ﾅﾂﾞｷ 482 越智　　美咲(3) ｵﾁ ﾐｻｷ

5 3 北見北光中A 421 神田　　　樹(2) ｶﾝﾀﾞ   ｲﾂｷ 58.92 5 8 北見南中A 313 佐伯　　涼子(1) ｻｲｷ ﾘｮｳｺ 55.41
424 多田　麻菜花(2) ﾀﾀﾞ ﾏﾅｶ 311 皆月　　奈知(2) ﾐﾅﾂｷ ﾅｼﾙ
422 髙木　　杏華(2) ﾀｶｷﾞ  ｷｮｳｶ 295 井上　　美希(2) ｲﾉｳｴ  ﾐｷ
426 森居　　和希(2) ﾓﾘｲ  ｶｽﾞｷ 302 曽我部　優良(3) ｿｶﾞﾍﾞ ﾕﾗ

6 8 北見小泉中B 492 大谷　　　舞(2) ｵｵﾀﾆ ﾏｲ 1:00.68 6 6 網走第二中A 571 橋本　　実澪(2) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾚｲ 55.54
491 髙橋　　静花(2) ﾀｶﾊｼ ｾｲｶ 568 小堀　　純怜(3) ｺﾎﾞﾘ ｽﾐﾚ
494 森　　ひなた(2) ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 570 遠藤　りあら(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｱﾗ
490 丹羽　さくら(2) ﾆﾜ ｻｸﾗ 569 小沼　明日香(3) ｺﾇﾏ ｱｽｶ

7 遠軽中A 185 嶋津　　里奈(3) ｼﾏﾂﾞ ﾘﾅ DNS 7 7 網走第三中A 581 宮田　　綺羅(3) ﾐﾔﾀｷﾗ 56.43
229 釜澤　　歩華(1) ｶﾏｻﾞﾜ ｱﾕｶ 587 中村　　悠南(2) ﾅｶﾑﾗﾕｳﾅ
230 西塚　　凛華(1) ﾆｼﾂﾞｶ ﾘﾝｶ 591 阿部　　妃織(3) ｱﾍﾞﾋｵﾘ
190 古関　　未來(2) ｺｾｷ ﾐﾗｲ 586 小野寺　萌華(3) ｵﾉﾃﾞﾗﾓｴｶ

8 1 美幌北中 163 横山　　典花(3) ﾖｺﾔﾏ ﾉﾘｶ 56.88
166 曽根　　美紅(3) ｿﾈ  ﾐｸ
162 平吹　　侑里(3) ﾋﾗﾌﾞｷ ﾕﾘ
164 荒牧　　怜南(3) ｱﾗﾏｷ ﾚﾅ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 53.21

2 53.74 YC

3 54.55

4 54.79

5 55.41

6 55.54

7 56.30

8 56.43

北見常呂中A 竹村　　花乃(3) / 佐藤　　愛夕(2) / 清永　　千穂(2) / 森　　　彩夏(2)

北見東陵中A 木村　　美唯(3) / 林　　ちひろ(3) / 齊藤　　七恵(3) / 布目　　朱理(3)

北見高栄中A 西田　陽菜多(2) / 大串　　七海(2) / 久保　　友恵(3) / 長野　　萌果(1)

美幌中A 西川　　陽菜(3) / 川尻　ちひろ(2) / 二上　　優美(2) / 石澤　　美咲(3)

網走第三中A 宮田　　綺羅(3) / 中村　　悠南(2) / 阿部　　妃織(3) / 小野寺　萌華(3)

北見小泉中A 木村　　遥奈(3) / 桑原　　和暖(3) / 高木　　七海(3) / 越智　　美咲(3)

北見南中A 佐伯　　涼子(1) / 皆月　　奈知(2) / 井上　　美希(2) / 曽我部　優良(3)

網走第二中A 橋本　　実澪(2) / 小堀　　純怜(3) / 遠藤　りあら(2) / 小沼　明日香(3)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



共通女子4X100mR
決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 北見緑陵高A 1068 浦田　　　葵(2) ｳﾗﾀ ｱｵｲ 50.22
1061 瀨尾　　春菜(3) ｾｵ ﾊﾙﾅ
1072 横山　　明加(2) ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ
1073 若松　　亜美(2) ﾜｶﾏﾂ ｱﾐ

2 6 北見北斗高A 1024 松岡　　立華(3) ﾏﾂｵｶ ﾊﾙｶ 52.38
1019 吉野　　百佳(3) ﾖｼﾉ ﾓﾓｶ
1007 木幡　　　夢(3) ｺﾊﾀ ﾕﾒ
1023 大西　　里咲(3) ｵｵﾆｼ ﾘｻ

3 7 遠軽高A 1426 兜森　　美佑(2) ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾐﾕ 52.94
1425 本田　　桃子(2) ﾎﾝﾀﾞ  ﾓﾓｺ
1438 小野　れい菜(3) ｵﾉ ﾚｲﾅ
1436 矢萩　　雪奈(2) ﾔﾊｷﾞ ﾕｷﾅ

4 3 北見柏陽高A 1058 髙橋　　柚葉(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞﾊ 53.63
1043 大谷　　真央(2) ｵｵﾀﾆ  ﾏｵ
1041 杉本　　晴香(2) ｽｷﾞﾓﾄ  ﾊﾙｶ
1053 河村　　悠李(3) ｶﾜﾑﾗ  ﾕｳﾘ

5 8 北見商業高A 1138 大島　　菜月(2) ｵｵｼﾏ ﾅﾂｷ 55.46
1133 川崎　ことみ(3) ｶﾜｻｷ ｺﾄﾐ
1140 稲部　　優月(1) ｲﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ
1137 足利　　真望(3) ｱｼｶｶﾞ ﾏﾐ

6 4 紋別高A 1225 清水　　海緒(2) ｼﾐｽﾞﾐｵ 57.29
1222 清水　　沙那(3) ｼﾐｽﾞｻﾅ
1226 小野寺　琉奈(2) ｵﾉﾃﾞﾗﾙﾅ
1227 池田　　美梨(1) ｲｹﾀﾞﾐﾗｲ

共通女子4X400mR

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 北見緑陵高A 1063 池長　　穂香(2) ｲｹﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 4:16.19

1072 横山　　明加(2) ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ
1067 伊東　梨々花(2) ｲﾄｳ ﾘﾘｶ
1068 浦田　　　葵(2) ｳﾗﾀ ｱｵｲ

2 6 遠軽高B 1425 本田　　桃子(2) ﾎﾝﾀﾞ  ﾓﾓｺ 4:27.04

1426 兜森　　美佑(2) ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾐﾕ
1438 小野　れい菜(3) ｵﾉ ﾚｲﾅ
1436 矢萩　　雪奈(2) ﾔﾊｷﾞ ﾕｷﾅ

3 8 遠軽高A 1430 東　　　初季(2) ｱｽﾞﾏ ﾊﾂﾞｷ 4:53.50

1423 北川　莉里愛(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾘｱ
1427 佐藤　　奈美(1) ｻﾄｳ  ﾅﾐ
1435 朝長　　留妃(2) ﾄﾓﾅｶﾞ  ﾙｷｻｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４


