
種目

澤田　壱希 14秒66 松村　春汰 15秒01 小野　湊斗 15秒13 佐々木　陽斗 15秒15 伊藤　優平 15秒22 山口　丈歩 15秒23 平野　光馬 15秒27 大内　龍輝 15秒33

苫小牧 沼ノ端陸上競技スポーツ少年団 小樽後志 朝里TFC 道央 千歳陸上少年団 苫小牧 沼ノ端陸上競技スポーツ少年団 苫小牧 厚真スローイング 帯広 十勝陸上クラブ 道南 北美原陸上クラブ 苫小牧 沼ノ端陸上競技スポーツ少年団

渡邊　　颯  2分38秒45 小林　泉月 　2分44秒96 菅野　俊太  2分45秒93 細井　啓慎  2分46秒73 田所　朔弥  2分46秒79 大野　隆晴  2分47秒99 赤浜　　遼  2分48秒27 土門　隼介  2分48秒75

札幌 TONDEN RC 道南 函館CRS 道央 北海道ハイテクACアカデミー オホーツク オホーツクSS オホーツク 網走陸上少年団 帯広 士幌陸上クラブ 道南 hamax 小樽後志 岩内陸上少年団

札幌  1分01秒69 道南  1分01秒74 十勝  1分01秒90 道南  1分02秒22 小樽後志  1分03秒05 苫小牧  1分03秒82 札幌  1分04秒02 道南 　1分04秒54

田中　朝陽 橋本　宗汰郎 斉藤　榮司 坂口　竣哉 吉田　夏唯 藤沢　　蒼 北山　裕樹 福村　涉仁

上垣　　碧 羽柴　慈貴 吉田　翔陽 亀田　侑汰 松村　春汰 佐々木　陽斗 ジョンソン　泉 松本　陵佑

松尾　在道 横田　有平 大道　　葵 中村　惣士郎 菅原　　柊 大内　龍輝 吉田　健斗 谷崎　瑠星

石井　煌人 平野　光馬 山口　丈歩 熊谷　　燎 倉本　隆之介 澤田　壱希 高木　　翼 宮西　祐興

松村　春汰 3m91 橋本　宗汰郎 3m77 伊藤　優平 3m74 高木　　翼  3m58 西岡　政虎  3m55 松本　陵佑 3m42 近藤　辰之丞 3m39

小樽後志 朝里TFC 道南 北美原陸上クラブ 苫小牧 厚真スローイング 札幌 新札幌陸上クラブ 小樽後志 留寿都陸上少年団 道南 鹿部陸上スポーツ少年団 道南 北美原陸上クラブ

平野　光馬 3m77

道南 北美原陸上クラブ

桑原　陽翔 39m15 上原　智葵 37m48 細越　元太 34m36 市川　武志 32m87 齋藤　　薫 32m80 港　　千真 32m03 小熊　大翔  31m61

室蘭地方 とうや オホーツク オホーツクSS 釧路地方 標茶陸上少年団 道北 旭川愛宕東小 道南 大中山陸上クラブ 道南 木古内小 道南 北美原陸上クラブ

平賀　琥珀 32m87

オホーツク 知床斜里RC

伊勢　　衛 15秒25 寺田　倫太朗 15秒42 石井　煌人  15秒70 松田　大馳 15秒77 佐藤　　匠 15秒79 三上　寛太朗  15秒80 福村　渉仁 15秒96 南條　竜弥 16秒11

十勝 十勝陸上クラブ 道央 北海道ハイテクACアカデミー 札幌 チームC-3 道央 北海道ハイテクACアカデミー オホーツク 網走陸上少年団 小樽後志 ニセコ陸上少年団 道南 鹿部陸上スポーツ少年団 道南 大中山陸上クラブ

齋藤　巧将  2分48秒54 ジョンソン　泉  2分48秒57 犬塚　友心 　2分49秒52 堀　和寿希 　2分54秒80 岩崎　永和 　2分56秒07 尾崎　汰一 　2分56秒17 反怖　　樹  2分56秒72 奥村　碧斗 　2分56秒77

釧路地方 釧路JRC 札幌 新札幌陸上クラブ小 道南 函館CRS オホーツク オホーツクSS 十勝 足寄小 小樽後志 小樽AJC オホーツク 美幌RC 室蘭地方 室蘭市陸上競技少年団

古川　透羽 35m71 福井　斗希仁 34m41 菱沼　翔稀 32m50 小林　詠汰 32m26 高野　凌輔 29m85 堀　和寿希 27m24 吉見　　仁 26m73 野川　歩空 26m56

道南 さわらSC 釧路地方 厚岸RC 釧路地方 鶴居AC 道南 熊石陸上クラブ 室蘭地方 室蘭市陸上競技少年団 オホーツク オホーツクSS 道南 久道陸上少年団 道北 士別ジュニア陸上少年団
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新札幌陸上クラブ 鹿部陸上スポーツ少年団チームC-3 北美原陸上クラブ 十勝陸上クラブA 函館CRS 朝里TFC
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三浦　美空 14秒00 輪島　唯愛 14秒52 水戸　梨緒 14秒68 松谷　心結 14秒83 田中　杏樹 15秒12 三澤　琴美 15秒17 秋山　陽菜 15秒28

道南 大中山陸上クラブ 道南 函館CRS 十勝 芽室陸上少年団 道南 NASS 室蘭地方 室蘭市陸上競技少年団 釧路地方 釧路AC 十勝 十勝陸上クラブ

笹渕　花乃 15秒28

十勝 十勝陸上クラブ

佐藤　柑奈 　2分35秒71 石川　葉織  2分39秒22 相嶋 采和  2分41秒24 人見　千結  2分41秒82 大西　杏奈  2分44秒39 松谷　心結 　2分49秒59 長濱　李桜  2分50秒14 阿部　日和  2分50秒98

道南 函館CRS 道北 旭川TRC 道央 ヴェイツ石狩陸上 十勝 足寄小 札幌 TONDEN RC 道南 NASS 道北 旭川TRC 道南 TEAM北斗浜分

十勝 　1分01秒65 道南 　1分01秒66 十勝  1分02秒87 札幌  1分03秒36 道央 　1分04秒29 道南 　1分04秒46 道北 　1分05秒26 室蘭地方 　1分05秒38

野崎　由衣 山崎　千穂 三好　満里奈 佐藤　彩羽 志田　実咲 河村　麗愛 山澤　結愛 伊藤　萌那

秋山　陽菜 佐藤　柑奈 森住　瑠心 瀬川　心音 伊賀上　杏 植原　　凜 石田　迦子 田中　杏樹

井上　実咲 中釜　　育 西川　花埜 大西　杏奈 福川　愛実 山澤　希明 渡部　夏音 大塚　せな

笹渕　花乃 輪島　唯愛 水戸　梨緒 作田　心咲 佐々木　雪乃 横田　亜樹 山下　華穂 南谷　和奏

相嶋　采和 3m80 三浦　美空 3m63 柴田　叶実 3m54 南谷　和奏 3m45 京谷　　澪 3m33 山下　華穂 3m30 植原　　凜 3m29 渡部　夏音 3m28

道央 ヴェイツ石狩陸上 道南 大中山陸上クラブ 苫小牧 苫小牧市立緑小 室蘭地方 室蘭市陸上競技少年団 道南 厚沢部AC 道北 旭川愛宕AC 道南 北美原陸上クラブ 道北 旭川愛宕AC

森住　瑠心 28m40 沼倉　茉里 27m02 坂野　望希保 25m99 石黒　　希 24m02 工藤　　楓 23m91 山崎　夢愛 21m02 今井　ちほ 20m85 齋藤　茶希 20m41

十勝 芽室陸上少年団 釧路地方 別海陸上少年団 小樽後志 小樽AJC 道北 旭川AC 道南 熊石陸上クラブ 室蘭地方 登別幌別 釧路地方 別海陸上少年団 道央 千歳陸上少年団

森田　寧々 15秒92 工藤　　唯 16秒01 大塚　せな 16秒04 齋藤　妃真 16秒19 山端　　蓮 16秒20 遠藤　杏奈 16秒49 渡邊　梨菜 16秒51

十勝 Spo-RE札内 道南 函館CRS 室蘭地方 室蘭市陸上競技少年団 道央 千歳陸上少年団 十勝 Spo-RE札内 道央 北海道ハイテクACアカデミー 道南 七重小陸上教室

佐々木　六花 16秒49

釧路地方 鶴居AC

菱　ちなつ 　2分56秒03 田中　志依 　2分58秒62 高橋　果穏 　3分02秒65 藤原　優杏 　3分05秒37 朝井　冴郁  3分06秒01 阿部　海愛  3分08秒64 松田　千咲 　3分09秒79 河辺　莉子 　3分09秒86

道北 旭川TRC 十勝 新得陸上少年団 十勝 芽登小 小樽後志 ニセコ陸上少年団 釧路 白糠陸上少年団 札幌 チームC-3 苫小牧 浦河陸上少年団 道南 鹿部陸上スポーツ少年団

大塚　せな 25m41 齋藤　妃真 21m39 伊藤　萌那 18m15 藤江　遥香 17m81 本間　美緒菜 17m19 木戸　愛花  16m89 久保　美咲  16m75 小林　姫菜 16m31

室蘭地方 室蘭市陸上競技少年団 道央 千歳陸上少年団 室蘭地方 室蘭市陸上競技少年団 室蘭地方 登別幌別 室蘭地方 室蘭白蘭 道央 千歳陸上少年団 札幌 前田メロス 室蘭地方 室蘭蘭北

北美原陸上クラブ 旭川愛宕AC 室蘭市陸上競技少年団十勝陸上クラブA 函館CRS 芽室陸上少年団 TONDEN　RC 北海道ハイテクACアカデミー
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