
日付 種目

安井　一晴(1) 12.51 園木　結翔(1) 12.61 前田　柚樹(1) 12.81 市田　元(1) 12.94 菱川　　暖喜(1) 13.05 前田　托海(1) 13.15 麻植　勇斗(1) 13.15 小野　建瑠(1) 13.24

北見東陵中 清里中 美幌北中 北見小泉中 斜里中 網走第一中 網走第二中 雄武中

長島　　羽佑(2) 11.51 曽根　天太(2) 11.76 成田　崇真(2) 11.90 荒木　心(2) 12.04 石田　晴大(2) 12.06 佐々木　音碧(2) 12.23 井田　悠仁(2) 12.28 平田　千浩(2) 12.48

斜里中 美幌北中 北見東陵中 北見小泉中 北見南中 斜里知床ｳﾄﾛ学校 北見小泉中 湧別中

石井　尚樹(3) 11.66 本間　優輝(3) 11.86 岩本　龍希(3) 11.88 野長瀬　鋼騎(3) 11.96 渡邊　怜旺(3) 11.96 千葉　優悟(3) 11.98 加藤　遼太(3) 12.00 松田　優飛(3) 12.12

雄武中 北見小泉中 清里中 北見高栄中 北見北光中 北見東陵中 北見光西中 北見高栄中

長島　　羽佑(2) 23.50 石井　尚樹(3) 23.72 本間　優輝(3) 24.08 鎌田　亜津煌(1) 24.27 川瀬　智仁(2) 24.32 飯野　佑芯(3) 24.45 渡邊　怜旺(3) 24.82 石田　晴大(2) 24.96

斜里中 雄武中 北見小泉中 斜里中 網走第二中 北見小泉中 北見北光中 北見南中

髙橋　　　依(3) 55.07 丸藤　歩希(3) 57.27 小野　天嶺(3) 58.61 佐野　匠飛(3) 58.94 小笠原　悠陽(3) 1:00.62 大林　宏思(2) 1:02.10

美幌中 北見東陵中 雄武中 北見東陵中 北見光西中 網走第一中

小笠原　悠陽(3) 2:18.31 進藤　　久晴(2) 2:19.12 水越　奏翔(2) 2:20.25 三浦　旭翔(2) 2:20.84 伊藤　悠真(2) 2:21.07 松本　　凌汰(2) 2:22.16 ?本　一葉(3) 2:22.79 清永　慎吾(3) 2:25.57

北見光西中 斜里中 大空女満別中 清里中 大空女満別中 美幌中 遠軽中 北見常呂中

髙倉　悠歳(2) 2:07.23 髙橋　　　依(3) 2:09.50 細井　大慎(1) 2:12.20 安井　大翔(3) 2:12.72 甲斐　彩翔(3) 2:13.04 佐藤　　楓(3) 2:17.43 池下　大夢(3) 2:21.93 齋藤　瑠来(2) 2:37.35

美幌北中 美幌中 北見光西中 美幌北中 清里中 美幌中 北見北中 湧別中

古都　瑠壱(3) 4:23.16 浦田　誉人(2) 4:27.40 久保田　青乙葉(3) 4:33.50 白石　大和(2) 4:35.10 松本　　凌汰(2) 4:37.27 宮下　琉汰(3) 4:55.05 中村　律稀(2) 4:55.46 福島　大騎(2) 4:55.48

網走第二中 北見小泉中 紋別中 北見光西中 美幌中 北見北中 湧別中 北見小泉中

増田　優太朗(1) 4:22.88 篠田　恵太(1) 4:39.06 川崎　楓芽(1) 4:41.38 細井　大慎(1) 4:43.71 冨士　歩夢(1) 4:48.13 重成　篤希(1) 4:49.48 藤田　昂(1) 4:51.28 山田　響幹(1) 5:15.75

美幌北中 GR 清里中 美幌北中 北見光西中 網走第一中 大空女満別中 美幌北中 網走第四中

増田　優太朗(1) 9:19.15 古都　瑠壱(3) 9:40.03 白石　大和(2) 9:58.12 川崎　楓芽(1) 9:59.58 谷澤　璃央(3) 10:05.12 久保田　青乙葉(3) 10:18.47 角田　蓮(3) 10:20.74 越野　諒(3) 10:24.69

美幌北中 網走第二中 北見光西中 美幌北中 北見高栄中 紋別中 美幌北中 湧別中

松田　優飛(3) 15.50 岩本　龍希(3) 15.52 戸澤　琉騎也(3) 16.27 櫻庭　唯人(2) 17.65 井上　幸亜(3) 18.07 平田　千浩(2) 18.13 藤原　佑志郎(2) 18.18 菊地　彪(2) 18.72

北見高栄中 清里中 湧別中 北見光西中 北見光西中 湧別中 網走第二中 網走第一中

美幌北中 45.06 北見小泉中 46.56 雄武中 47.08 北見高栄中 47.34 北見北光中 47.51 北見東陵中 47.55 北見光西中 47.77 清里中 48.63

石川　大道(2) 井田　悠仁(2) 佐々木　天大(3) 中崎　楽久(2) 藤田　彪杜(2) 伊藤　榮音(3) 伊藤　大貴(3) 松木　晄大(3)

曽根　天太(2) 飯野　佑芯(3) 池田　莉玖(3) 野長瀬　鋼騎(3) 渡邊　怜旺(3) 千葉　優悟(3) 加藤　遼太(3) 佐々木　那由多(3)

田中　翔喜(3) 荒木　心(2) 渡邊　桜弥(3) 手塚　翔琉(3) 岩崎　鼓太郎(3) 佐藤　琉斎(3) 小椋　遥斗(3) 山平　大翔(3)

後藤　大輔(3) 本間　優輝(3) 石井　尚樹(3) 松田　優飛(3) 加藤　翼(2) 成田　崇真(2) 井上　幸亜(3) 岩本　龍希(3)

佐藤　一真(3) 1m80 西田　将季(2) 1m70 山田　桔虎(3) 1m61 木村　優生(2) 1m58 安井　徠人(2) 1m55 内田　匠(2) 1m45 東條　来音(2) 1m45 小田　宝輝(3) 1m40

北見高栄中 網走第一中 北見常呂中 北見常呂中 美幌北中 網走第一中 網走第二中 北見高栄中

中田　隼翔(3) 4m00 飯野　佑芯(3) 3m70 豊原　隆介(3) 3m40 川瀬　智仁(2) 3m30 西迫　知希(2) 3m00 山本　大三郎(3) 2m90 大林　宏思(2) 2m80 福田　涼介(3) 2m70

網走第一中 北見小泉中 北見南中 網走第二中 北見北中 網走第一中 網走第一中 網走第一中

後藤　大輔(3) 6m75(+2.0) 加藤　遼太(3) 5m88(+0.5) 鎌田　亜津煌(1) 5m78(+0.9) 手塚　翔琉(3) 5m74(+1.7) 佐々木　天大(3) 5m69(+2.3) 伊藤　榮音(3) 5m67(+1.4) 石川　大道(2) 5m50(+0.7) 中崎　楽久(2) 5m49(+1.7)

美幌北中 OJR 北見光西中 斜里中 北見高栄中 雄武中 公認5m57(+1.0) 北見東陵中 美幌北中 北見高栄中

岩崎　鼓太郎(3) 11m44 工藤　龍祈(1) 9m66 ?田　悠介(2) 9m32 村木　芯(3) 9m29 木内　信之介(3) 9m16 佐藤　澪音(2) 8m60 小野　天嶺(3) 8m29 野呂田　尚斗(3) 8m26

北見北光中 北見東陵中 雄武中 北見小泉中 遠軽中 大空女満別中 雄武中 大空女満別中

前田　柚樹(1) 50m25 梅田　彪牙(2) 43m68 武田　竜之佑(3) 42m21 髙橋　優斗(3) 41m44 阪口　智洋(3) 37m35 村木　芯(3) 32m61 中村　直(3) 29m66 四ツ倉　伸(2) 28m90

美幌北中 美幌北中 遠軽中 雄武中 北見常呂中 北見小泉中 北見常呂中 網走第四中

井田　悠仁(2) 2050点 片川　煌盛(2) 1738点 小田　琉芽(2) 1381点 木之内　充一(2) 1289点 杉山　稀昴(2) 928点

北見小泉中 雄武中 遠軽中 遠軽中 大空東藻琴中

髙橋　　茉莉(3) 12.50 入宇田　心那(3) 13.36 大江　美月(3) 13.37 小原　美緒(3) 13.63 中野　樹莉(3) 13.66 中村　光(3) 13.78 佐藤　玲(3) 13.84 遠藤　日葵(3) 13.96

美幌中 北見北光中 美幌北中 北見北光中 北見小泉中 北見常呂中 雄武中 遠軽中

安藤　瑛真(2) 13.27 高岡　凛(2) 13.47 松本　琉南(2) 13.59 佐藤　琉花(2) 13.69 林　愛結(2) 13.81 齋藤　澪(2) 13.88 山本　真由(2) 14.01

北見光西中 網走第一中 美幌北中 美幌北中 遠軽中 北見小泉中 網走第二中

大内　　埜瑚(1) 13.05 尾中　ふたば(1) 13.71 岡崎　乃音(1) 13.89 酒井　聖來(1) 14.05 安藤　夢叶(1) 14.31 松浦　葵(1) 14.42 安藤　あかり(1) 14.44 小泉　桜子(1) 14.74

美幌中 美幌北中 興部中 遠軽南中 遠軽中 北見高栄中 網走第四中 北見小泉中

髙橋　　茉莉(3) 25.97 大内　　埜瑚(1) 27.29 入宇田　心那(3) 27.40 安藤　瑛真(2) 27.41 小原　美緒(3) 28.08 松本　琉南(2) 28.10 大江　美月(3) 28.78 岡村　果歩(3) 28.90

美幌中 美幌中 北見北光中 北見光西中 北見北光中 美幌北中 美幌北中 北見南中

鈴木　夢唯(3) 2:20.55 金子　心乃(2) 2:24.97 反怖　ひより(1) 2:26.27 久保　柑奈(1) 2:26.86 松原　こころ(3) 2:29.85 細川　瑠花(1) 2:30.11 阿部　美桜(2) 2:30.22 髙橋　芽衣(2) 2:34.69

湧別中 GR 遠軽中 美幌北中 美幌北中 網走第二中 美幌北中 湧別中 北見小泉中

鈴木　夢唯(3) 4:49.33 久保　柑奈(1) 4:53.15 金子　心乃(2) 4:54.06 松原　こころ(3) 4:56.69 反怖　ひより(1) 5:02.02 阿部　美桜(2) 5:02.30 細川　瑠花(1) 5:07.43 桐山　　日和(2) 5:12.79

湧別中 美幌北中 遠軽中 網走第二中 美幌北中 湧別中 美幌北中 美幌中

相馬　可夏子(2) 15.23 福井　花歩(2) 15.77 山本　真由(2) 16.52 遠藤　日葵(3) 16.60 高橋　碧衣(2) 16.74 引地　優衣(3) 17.35 齋藤　澪(2) 17.37 寺澤　碧凜(3) 17.72

北見光西中 北見高栄中 網走第二中 遠軽中 北見常呂中 北見高栄中 北見小泉中 北見小泉中

美幌中 52.23 美幌北中 52.60 北見小泉中 53.62 北見高栄中 53.95 遠軽中 54.47 紋別中 54.62 北見北光中 54.65 北見常呂中 1:00.01

松岡　　詩織(1) 佐藤　琉花(2) 齋藤　澪(2) 田辺　采子(2) 安藤　夢叶(1) 荒川　莉穂(2) 小林　詩音(2) 室田　心愛(3)

髙橋　　茉莉(3) 廣田　彩華(2) 近藤　アンナ(2) 福井　花歩(2) 遠藤　日葵(3) 米田　咲季(3) 入宇田　心那(3) 高橋　碧衣(2)

7月3日 中学女子1500m

7月3日
中学女子100mH(0.762m) 

風：+1.8

7月3日 中学女子4X100mR

7月3日
中学女子1年100m 

風：+1.7

7月3日
中学女子200m 

風：+1.5

7月2日 中学女子800m

21.38(+0.6)-6m20

1m35-1:10.03

7月2日
中学女子3年100m 

風：+1.2

7月2日
中学女子2年100m 

風：+1.1

19.41(+0.6)-11m57

1m49-1:00.99

19.88(+0.6)-7m87

1m43-1:02.73

21.88(+0.6)-8m46

1m35-1:00.52

7月2日 中学男子砲丸投(5.000kg)

7月3日 中学男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

16.94(+0.6)-10m58

1m55-58.31

7月2日 
～3日

中学男子四種競技

7月2日 中学男子走高跳

7月2日 中学男子棒高跳

7月3日 中学男子走幅跳

7月3日 中学男子3000m

7月3日
中学男子110mH(0.914m) 

風：+0.7

7月3日 中学男子4X100mR

7月3日 中学男子800m(2)

7月3日 中学男子1500m

7月2日 中学男子1年1500m

7月3日
中学男子200m 

風：+0.6

7月2日 中学男子400m

7月3日 中学男子800m

8位

7月3日
中学男子1年100m 

風：+1.5

7月2日
中学男子2年100m 

風：+2.1

7月2日
中学男子3年100m 

風：+1.5

第68回全日本中学校通信陸上オホーツク会場兼国体育予選会 【22500150】 
網走市運動公園陸上競技場 【13170】 
2022/07/02 ～ 2022/07/03

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



桐山　　日和(2) 尾中　ふたば(1) 小原　ひかり(2) 平井　虹帆(2) 林　愛結(2) 山田　莉瑚(3) 小原　美緒(3) 中村　光(3)

大内　　埜瑚(1) 松本　琉南(2) 中野　樹莉(3) 引地　優衣(3) 黒田　唯月(3) 前田　優花(2) 波多野　友乃(2) 田村　優羽(3)

松井　柚李(3) 1m43 小川　夏佳(3) 1m40 井上　茜深(3) 1m30 酒井　彩吹(1) 1m25 茂木　ひなた(1) 1m25 青山　千夏(3) 1m20 寺島　凜(1) 1m20 島谷　梨央(3) 1m20

北見小泉中 大空東藻琴中 北見常呂中 網走第一中 北見端野中 紋別中 北見常呂中 雄武中

福井　花歩(2) 4m86(+0.7) 廣田　彩華(2) 4m65(+1.4) 山田　莉瑚(3) 4m50(+2.1) 近藤　アンナ(2) 4m38(+0.9) 早川　杏璃(3) 4m25(+2.5) 佐野　由季(2) 4m24(+2.0) 正木　綺彩羅(1) 4m22(+1.5) 瀨川　つぐみ(2) 4m22(+1.9)

北見高栄中 美幌北中 紋別中 公認4m43(+0.9) 北見小泉中 大空東藻琴中 公認4m16(+1.1) 北見小泉中 北見東陵中 網走第二中

田辺　采子(2) 11m49 中村　光(3) 9m93 関谷　楓花(3) 9m72 野中　ゆな(3) 8m50 千葉　萌生(3) 7m83 村田　夕奈(3) 7m20 岩村　　蒼依(3) 7m05 川島　瑠希愛(2) 6m31

北見高栄中 北見常呂中 北見常呂中 網走第一中 網走第四中 雄武中 斜里中 斜里中

田村　優羽(3) 36m72 田辺　采子(2) 34m72 道谷　莉音(2) 30m95 室田　心愛(3) 27m88 篠原　さくら(2) 21m61 平林　香恩(2) 21m44 岩村　　蒼依(3) 18m75 森谷　里津(1) 11m04

北見常呂中 北見高栄中 北見常呂中 北見常呂中 北見南中 北見東陵中 斜里中 遠軽中

相馬　可夏子(2) 2386点 原田　莉子(3) 2037点 菅野　栞(2) 1493点 関谷　楓花(3) 1476点 歌丸　あおは(1) 1100点

北見光西中 北見南中 網走第二中 北見常呂中 大空東藻琴中

凡例  OJR:オホーツク中学記録 GR:大会記録

20.06(+1.2)-1m15

5m63-33.07(+0.5)

16.76(+1.2)-1m30

9m80-29.92(+0.5)

19.15(+1.2)-1m20

7m29-30.45(+0.5)

18.83(+1.2)-1m20

9m90-34.09(+0.5)

7月2日 中学女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

15.51(+1.2)-1m33

10m45-28.23(+0.5)

7月2日 
～3日

中学女子四種競技

7月3日 中学女子走高跳

7月2日 中学女子走幅跳

7月3日 中学女子砲丸投(2.721kg)

7月3日 中学女子4X100mR


