
中学（男子） 廣瀨　慧未 網走第四 ２年 高校（男子） 森山　　大 北見北斗 ２年
大西　由悟 網走第一 ３年 桂田　悠紀 北見北斗 ２年
小林　潤貴 北見光西 ３年 高橋　祐守 斜里 ２年
村上　太一 遠軽 ２年 山口　　龍 北見北斗 １年
小島　光佑 北見小泉 ３年 後藤　生至 北見北斗 ２年
林　　龍希 紋別 ３年 佐藤　昂成 北見北斗 ２年
佐藤　碧　 北見小泉 ２年 佐藤　　駆 常呂 １年
轉石　　蓮 北見高栄 １年 山内　流星 北見北斗 ２年
阿部紳之介北見光西 ２年 片山　　肇 北見北斗 ２年
梶　　紅輝 大空東藻琴２年 小池　智貴 北見緑陵 ２年
ｽﾉｰｼﾞｪｲｺﾌﾞ 網走第四 ２年 新出　拓海 遠軽 ２年
石田　大洋 遠軽 ２年 油屋　圭吾 北見北斗 １年
工藤　颯斗 網走第一 ２年 山地　朝陽 網走桂陽 ２年

中学（女子） 藤田　彩花 斜里ウトロ ２年 高校（女子） 今　　 桃子 北見緑陵 ２年
川崎ことみ 北見北光 ３年 藤森　栞菜 北見緑陵 ２年
若松　亜美 北見光西 ２年 畑田さやか 北見緑陵 ２年
榎本　舞優 遠軽 ３年 阿部　冬彩 遠軽 ２年
遠藤　志穂 北見常呂 ２年 田中　茉由 北見緑陵 ２年
澤向　美羽 北見常呂 １年 武田　彩生 北見緑陵 ２年
金子　佑香 遠軽 ２年 中村　彩華 常呂 ２年
杉本　晴香 北見光西 ２年 中塚世莉菜北見緑陵 ２年
石山　真衣 湧別 ２年 長澤　佑紀 北見北斗 １年
木幡　遥香 斜里ウトロ １年 遠藤　真愛 北見北斗 ２年
小原　愛未 北見常呂 １年 松浦　るか 北見北斗 ２年

炭野　　桜 美幌 ２年

２０１６　オホーツクセレクトＡ以上

＊上記の選手は１２月２３日、９：３０～網走総合体育館にて、セレクトTシャツを贈呈いた
しますので出席をお願いします。不明な点があれば常呂高校　中田まで連絡して下さい。
尚当日ブロック別練習会を一部予定していますので、行うブロックは責任者から該当学校に
連絡がいきますので生徒連絡をお願いします。



中学（男子） 高校（男子）

１００ｍ 本所　蓮治 北見小泉 ３年 中体連全道 ２位 ４００ｍＨ 佐々木稜佳 網走南ヶ丘 ３年 高体連全道 ３位
４００ｍ 滋野　和輝 北見北 ３年 中体連全道 ７位 ３０００ｍｓｃ 濱野　　遼 北見緑陵 ３年 高体連全道 ５位
８００ｍ 小林　潤貴 北見光西 ３年 中体連全道 １位 ５０００ｍｗ 川村純一朗 北見北斗 ３年 高体連全道 ４位
１５００ｍ 田中　遥人 網走第三 ３年 中体連全道 ５位 森山　　大 北見北斗 ２年 高体連全道 ５位

村上　太一 遠軽 ２年 中体連全道 ８位 小林　諒一 北見緑陵 ３年 高体連全道 ６位
３０００ｍ 小島　光佑 北見小泉 ３年 中体連全道 ２位 走高跳 馬場　亮汰 北見緑陵 ３年 高体連全道 ２位
１１０ｍH 林　　龍希 紋別 ３年 中体連全道 ８位 棒高跳 榊　 　寬二 網走南ヶ丘 ３年 高体連全道 ６位
走高跳 佐藤　碧　 北見小泉 ２年 中体連全道 ７位 山﨑　光我 網走南ヶ丘 ３年 高体連全道 ８位
棒高跳 廣瀨　慧来 網走第四 ２年 中体連全道 ３位 砲丸投 池田　海人 網走桂陽 ３年 高体連全道 ４位
砲丸投 大西　由悟 網走第一 ３年 中体連全道 ３位 円盤投 村上綺来馬 美幌 ３年 高体連全道 ２位

脇坂　強暉 遠軽 ３年 高体連全道 ３位
ハンマー投 尾形　　凌 遠軽 ３年 高体連全道 ５位

中学（女子） ４×４００ｍＲ 北見北斗 荒木・福岡・桂田・五十嵐 高体連全道 ８位
８００ｍ 川崎ことみ 北見北光 ３年 中体連全道 ３位
走高跳 柴田　瑞姫 興部沙留 ３年 中体連全道 ２位 高校（女子）

若松　亜美 北見光西 ２年 中体連全道 ４位 １００ｍ 藤森　栞菜 北見緑陵 ２年 高体連全道 ２位
榎本　舞優 遠軽 ３年 中体連全道 ８位 １００ｍＨ 今　　 桃子 北見緑陵 ２年 高体連全道 ５位

砲丸投 藤田　彩花 斜里ウトロ ２年 中体連全道 ４位 ５０００ｍｗ 富田はるか 北見北斗 ３年 高体連全道 ２位
四種競技 遠藤　志穂 北見常呂 ２年 中体連全道 ５位 ４×１００ｍＲ 北見緑陵 塚本・武田・藤森・今 高体連全道 ２位

４×４００ｍＲ 北見緑陵 藤森・武田・今・中塚 高体連全道 ８位
砲丸投 阿部　冬彩 遠軽 ２年 高体連全道 ５位

駅　　　伝 七種競技 中村　彩華 常呂 ２年 高体連全道 ５位
中学男子 遠軽 全道駅伝 ３位

北見小泉 全道駅伝 ５位 駅　　　伝
高校男子 北見北斗 全道駅伝 ６位

中学女子 遠軽 全道駅伝 ３位
高校女子 網走南ヶ丘 全道駅伝 ６位

H２７　優　秀　選　手

＊上記の選手（チームも含む）は１２月２３日、９：３０～網走市総合体育館にて、表彰式を行いますので、出席をお願
いします。尚、出席できない場合は代理でも結構です。不明な点があれば常呂高校　中田まで連絡して下さい。


