
小４男子

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

100m
鈴木龍ノ史 14.62 松田アルト 14.77 木村真那斗 14.93 伊勢　　衛 15.03 北條　篤大 15.17 干場　悠進 15.21 寺田倫太朗 15.22 松田　大馳 15.45

道南 NASS 空知 岩見沢陸上クラブ オホーツク 遠軽陸上ｸﾗﾌﾞ 十勝 十勝陸上クラブ 小樽後志 小樽山の手小 道南 北美原陸上クラブ 道央 道ハイテクACA 道央 道ハイテクACA

800m
窪田　　楽 2.35.30 反怖　　樹 2.39.03 堀　和寿希 2.40.35 犬塚　友心 2.40.53 大﨑　陽真 2.42.81 ジョンソン 泉 2.43.24 坂野　泰誠 2.43.52 松山  雄世 2.43.91

道央 ヴェイツ石狩陸上クラブ オホーツク 美幌RC オホーツク オホーツクSS 道南 函館CRS 十勝 芽室陸上少年団 札幌 新札幌陸上クラブ 十勝 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 十勝 士幌陸上ｸﾗﾌﾞ

4x100mR

オホーツク 1.02.65 オホーツク 1.03.31 道南 1.03.73 道南 1.03.96 釧路 1.05.11 空知 1.05.32 十勝 1.05.67 小樽後志 1.06.61

美幌RC

土屋真成斗

オホーツクキッズ

板岡　朝陽

函館CRS

梅田　　凪

北美原陸上クラブ

齋藤　悠真

釧路ＪＲＣ

岡元　奏樹

岩見沢陸上クラブ

細川　遥音

芽室陸上少年団

大熊　桔平

小樽ＡＪＣ

千徳　奏詩

反怖　　樹 寺澤　櫂理 田村　琉馬 小林　暖迪 阿部純大朗 松田アルト 大﨑　陽真 尾崎　汰一

飯山　陽太 髙橋　　駈 岡部　耕太 山口　　隼 齋藤　巧将 佐藤　　律 有賀　幸翔 鈴木辰ノ心

三浦　直樹 小野寺琉稀 犬塚　友心 干場　悠進 山本　陽也 丸田　達也 玉澤　知明 渡辺　悌愛

走幅跳
中村龍之介 3m92 干場　悠進 3m82 松田　大馳 3m73 佐藤　　匠 3m65 小野寺琉稀 3m62 酒井　陽弥 3m50 佐々木朋輝 3m38 南条　竜弥 3m33

十勝 鹿追笹川小 道南 北美原陸上クラブ 道央 道ハイテクACA オホーツク 網走陸上少年団 オホーツク オホーツクキッズ 道南 八雲陸上スポ少 道央 ヴェイツ石狩陸上クラブ 道南 大中山陸上クラブ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
福井斗希仁 42m94 小林　詠汰 39m07 古川　透羽 37m63 北條　篤大 37m30 阿部　裕己 34m13 菱沼　翔稀 33m89 金本　　紡 33m85 鈴木辰ノ心 33m62

釧路 厚岸ＲＣ 道南 熊石陸上クラブ 道南 さわらSC 小樽後志 小樽山の手小 札幌 手稲鉄北 釧路 鶴居ＡＣ 小樽後志 岩内陸上少年団 小樽後志 小樽ＡＪＣ

小３男子

100m
青柳　　珀 15.67 平野　太我 15.74 刈谷　碧志 15.79 飯田　惟月 15.81 徳本醸一郎 15.98 富山　雄吏 16.02 長谷川　蓮 16.03 松岡　　峻 16.05

空知 美唄ＪＡＣ 道南 函館CRS 空知 赤平陸上クラブ 道南 北美原陸上クラブ 室蘭 室蘭陸上少年団 道南 北美原陸上クラブ 道北 旭川神居東陸上少年団 道南 七重小陸上教室

800m
保里　旺佑 2.47.96 城地　泰寿 2.52.25 梅田　紫貴 2.53.29 前田　陸斗 2.53.49 中西　遥大 2.55.41 小田龍之介 2.56.95 曽根　楓太 2.59.31 ピッカリング 希一 2.59.50

道央 恵庭TAC 空知 南幌ＳＡＣ 小樽後志 朝里ＴＦＣ 空知 ＹＲＣ 空知 赤平陸上クラブ 空知 南幌ＳＡＣ オホーツク 美幌ＲＣ 札幌 藤の沢小

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
菅原　凱斗 33m73 穴澤　　快 31m80 髙橋　太佑 30m67 瀬川　壮介 30m58 野田　心翔 30m08 中村　陸人 28m31 池田　徹平 28m04 石塚　琥賀 27m89

道北 幌加内小 十勝 Spo-RE札内陸上クラブ 小樽後志 留寿都陸上少年団 室蘭 室蘭天神 釧路 白糠陸上少年団 空知 赤平陸上クラブ オホーツク 遠軽陸上クラブ 道央 道ハイテクACA

小４女子

100m

森田　寧々 15.04 工藤　　惟 15.05 大塚　せな 15.29 蛇池　心湖 15.42 佐藤　小華 15.50 野場　結愛 15.51 山端　　蓮 15.55

十勝 Spo-RE札内陸上クラブ 道南 函館CRS 室蘭 室蘭陸上少年団 室蘭 室蘭旭ヶ丘小 道南 NASS 道南 鹿部陸上スポ少 十勝 Spo-RE札内陸上クラブ

西野　夏帆 15.55

道南 八雲陸上スポ少

800m
福井　佑芽 2.42.84 田中　志依 2.48.63 髙橋　果穏 2.49.26 阿部　海愛 2.49.70 藤原　優杏 2.50.10 石川　美春 2.51.49 酒井　稀衣 2.51.95 高橋　雪月 2.54.08

道央 千歳陸上少年団 十勝 新得陸上少年団 十勝 足寄陸上少年団 札幌 チームＣ－３ 小樽後志 ニセコ陸上少年団 道南 函館CRS 十勝 十勝陸上クラブ 苫小牧 白老ＧＲＣ

4x100mR

道南 1.02.94 十勝 1.04.13 道南 1.04.68 オホーツク 1.05.41 十勝 1.05.85 道北 1.06.63 釧路 1.06.89 空知 1.08.18

函館CRS

北　　愛莉

十勝陸上クラブ

吉田　光希

鹿部陸上スポ少

亀本　　雫

美幌ＲＣ

上山　璃乃

Spo-RE札内陸上クラブ

菅野　望咲

旭川神居東陸上少年団

沢　美央莉

釧路ＪＲＣ

鎌田　杏優

岩見沢陸上クラブ

井手　瑠衣

野田すず音 瀬口　真叶 松本　凛花 影山　大瀬 山端　　蓮 莅戸　優羽 藤島　咲菜 北野　　爽

松村　咲希 酒井　稀衣 河辺　莉子 佐藤　潤亜 大野　双葉 須藤　結望 荒木秋希音 山本　夏鈴

工藤　　唯 菊池　芽生 野場　結愛 川崎　樹乃 森田　寧々 田中はな乃 金子　　心 佐藤　栞奈

走幅跳
工藤　　惟 3m62 河村　麗愛 3m57 加藤　彩葉 3m42 中野　あみ 3m41 蛇池　心湖 3m31 河辺　莉子 3m27 北　　愛莉 3m25 福士　結菜 3m20

道南 函館CRS 道南 北美原陸上クラブ 道南 函館CRS 十勝 鹿追陸上クラブ 室蘭 室蘭旭ヶ丘小 道南 鹿部陸上スポ少 道南 函館CRS 道南 松前陸上少年団

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
金田　莉月 33m77 大塚　せな 31m43 藤島　咲菜 27m94 菅原　来夏 23m88 齋藤　妃真 22m80 川上玲緒奈 21m67 松井　葉夏 21m09 菅原　来夢 21m07

十勝 新得陸上少年団 室蘭 室蘭陸上少年団 釧路 釧路ＪＲＣ 室蘭 室蘭蘭北小 道央 千歳陸上少年団 室蘭 室蘭地球岬小 釧路 釧路ＪＲＣ 室蘭 室蘭白蘭小

小３女子

100m

松本　凛花 15.46 葛西　那緒 15.54 岡本　燦李 15.89 櫻岡　凛音 16.27 須田　莉希 16.28 髙橋　桃葉 16.50 

道南 鹿部陸上スポ少 十勝 十勝陸上クラブ 苫小牧 三石陸上クラブ 釧路 弟子屈小 空知 赤平陸上クラブ 十勝 足寄陸上少年団

紺井　咲良 16.28 畠山　夏妃 16.50 

道南 木古内小 道南 函館CRS

800m
藤井　心結 2.53.93 赤坂　莉緒 2.58.64 吉田　香穂 2.59.74 松本　凛花 3.00.49 郷家　和季 3.02.25 佐藤　里埜 3.02.55 土門梨々花 3.05.12 澤田　菜花 3.05.16

十勝 芽室陸上少年団 小樽後志 岩内陸上少年団 オホーツク 美幌ＲＣ 道南 鹿部陸上スポ少 苫小牧 浦河陸上少年団 道央 石狩南線少 小樽後志 岩内陸上少年団 苫小牧 浦河陸上少年団

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
川村　海乃 27m03 五十嵐結心 23m72 杉山　果也 23m13 谷　日万莉 20m61 畠山　夏妃 17m26 成澤　風花 16m18 越後谷彩羽 15m90 加藤　未咲 15m61

苫小牧 厚真スローイング 小樽後志 留寿都陸上少年団 十勝 清水陸上少年団 オホーツク 遠軽陸上クラブ 道南 函館CRS 道南 知内陸上クラブ 室蘭 伊達西小 オホーツク オホーツクキッズ


