
1区 ２区 ３区 ４区 5区
佐々木 陽平 船木 智彦 ⻑⽥⾕ 智樹 ⼩林 契太

（稚内市役所） （HRC) （チーム鈴木） （稚内市役所）
1時間21分16秒 22分20秒 19分32秒 19分59秒 18分24秒

三上 あゆみ 佐々木 麻由 渡辺 弘美 ⼩笠原 はつみ
（稚高OG） （稚高OG） （稚高OG） （稚高OG）

1時間52分05秒 28分47秒 28分32秒 26分38秒 28分08秒
高松 拓海 ⾦内 綜⼀郎 清水 舜太 山形 司 森本 晴也

（稚内南中学校男バスA） （豊富中学校男子A） （豊富中学校男子A） （豊富中学校男子A） （稚内南中学校男バスB）

1時間28分11秒 9分47秒 15分58秒 19分37秒 20分56秒 20分32秒
高橋 瑠菜 佐々木 杏柚 稲川 さくら 前⽥ 姫愛 川村 乃愛

（南中⼥子バスケットボール部Ａ） （南中⼥子バスケットボール部Ａ） （南中⼥子バスケットボール部Ａ） （南中⼥子バスケットボール部Ａ） （南中⼥子バスケットボール部Ａ）

1時間29分15秒 10分29秒 16分4秒 21分17秒 20分54秒 20分31秒
ＨＲＣ 久保 貴人 坂本 涼 吉⽥ 晃太 矢端 優⼀

（幌延ランニングクラブ） （作．ＡＣ猿払） （稚高ＯＢ） （稚内高校陸上部） （ランニングマン）
1時間22分01秒 22分29秒 17分42秒 19分13秒 18分07秒

⾕本 鈴花 伊藤 瑞夏 羽賀 和嘉子 森安 舞歩
（稚内高校⼥子バレー部Ａ） （稚内高校⼥子バレー部Ａ） （宗⾕ウインドＡＣ） （稚内高校⼥子バレー部Ａ）

1時間40分54秒 28分16秒 23分25秒 25分05秒 23分48秒
藤澤 大輔 秋葉 裕美弥 神 航星 ⻑岡 圭祐 木村 祥真

（豊富中学校Ａ） （豊富中学校Ｂ） （稚内南中学校バスケ部Ａ） （豊富中学校Ａ） （稚内南中学校バスケ部Ａ）

1時間26分10秒 10分08秒 14分14秒 20分36秒 18分33秒 21分34秒
稲川 さくら 笠島 ⼼ 佐々木 杏柚 前⽥ 姫愛 川村 乃愛

（南中⼥子バスケットボール部Ａ） （南中⼥子バスケットボール部Ｂ） （南中⼥子バスケットボール部Ａ） （南中⼥子バスケットボール部Ａ） （南中⼥子バスケットボール部Ａ）

1時間29分17秒 10分22秒 15分58秒 21分06秒 20分54秒 20分41秒
ＨＲＣ 久保 貴人 ⼒⽥ 良市 扇⾕ 憲生 雨宮 浩樹

（幌延ランニングクラブ） （作．ＡＣ猿払） （稚内走友会） （稚内市役所） （ＨＲＣ幌延ランニングクラブ）

1時間22分33秒 22分58秒 18分41秒 19分12秒 18分17秒
稚内高校⼥子バレー部 菊地 美希 梅⽥ 未紗樹 浅野 真子 ⾕本 梨奈

（稚内高校⼥子バレー部） （稚内高校⼥子バレー部） （稚内高校陸上部） （稚内高校⼥子バレー部）

1時間39分34秒 27分17秒 23分28秒 23分55秒 22分46秒
潮中３年 佐藤 吏旺 酒井 洸太 渡辺 蓮 豊川 ⻯聖 ⼩川 隼希

（稚内南中学校男子バスケ部） （潮中３年） （豊富中学校男子） （豊富中学校男子） （潮中３年）
1時間28分29秒 9分12秒 13分36秒 20分45秒 18分34秒 20分39秒

南中⼥子バスケットボール部Ｃ 伊藤 唯 深貝 祐菜 成⽥ 瑞希 伊藤 楓 川村 花歩
（南中⼥子バスケットボール部Ｃ） （南中⼥子バスケットボール部Ｃ） （南中⼥子バスケットボール部） （南中⼥子バスケットボール部Ａ） （南中⼥子バスケットボール部Ａ）

1時間33分45秒 10分51秒 15分19秒 22分25秒 22分45秒 21分47秒
北海道稚内高等学校陸上部 扇⾕ 憲生 坂本 涼 佐々木 陽平 酒井 亮太

（稚内市役所Ａ） （北海道稚内高等学校陸上部） （稚内市役所） （北海道稚内高等学校陸上部）

1時間23分27秒 23分8秒 18分59秒 19分53秒 18分48秒
北海道稚内高等学校陸上部 三上 あゆみ 佐々木 麻由 大友 歩惟 渡辺 弘美

（北海道稚内高等学校陸上部） （北海道稚内高等学校陸上部） （北海道稚内高等学校陸上部） （北海道稚内高等学校陸上部）

1時間40分34秒 27分54秒 24分30秒 25分26秒 22分44秒
豊富中学校A 加賀⾕ 亮太 吉野 深月 佐藤 歩武 平⽥ 夕馬 平川 神介

（稚内潮⾒中学校Ｃ） （稚内南中バスケ部） （稚内潮⾒中学校Ａ） （豊富中学校Ａ） （稚内南中バスケ部）
1時間29分12秒 9分23秒 15分34秒 20分55秒 19秒27秒 19分54秒

南中⼥子バスケットボール部A 伊藤 楓 加藤 純凪 新野 梨菜 川村 花歩 宮崎 栞奈
(南中⼥子バスケ部A) (南中⼥子バスケ部A) （豊富中学校Ｂ） (南中⼥子バスケ部A)  (南中⼥子バスケ部A)

1時間32分58秒 10分19秒 16分4秒 24分12秒 21分03秒 21分6秒
さるふつＡＣ 久保 貴人 佐藤 順⼀ 工藤 晃 高山 登

( さるふつＡＣ ) ( そば打ち同好会 ) ( 肺クリーン ) ( さるふつＡＣ )
1時間23分03秒 23分18秒 20分09秒 21分49秒 17分42秒
稚内養護学校 納⾕ 藍 中辻 綾美 中山 明美 ⼩岩 由紀枝

ランナーズクラブ ( 稚内養護学校ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ ) ( 稚内養護学校ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ ) ( 稚内養護学校ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ ) ( 稚内養護学校ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ )

1時間58分09秒 30分54秒 29分24秒 30分53秒 26分58秒
豊富中学男子Ａ 丸山 幹太 新井 智也 宮崎 将伍 内藤 拓海 岡本 凛太郎

( 稚内東中学校男子Ａチーム ) ( 稚内中学校男子Ａチーム ) ( 豊富中学校男子Ａ ) ( 豊富中学校男子Ａ ) ( 豊富中学校男子Ａ )
1時間23分03秒 10分04秒 15分35秒 19分50秒 19分40秒 17分00秒

稚内南中学校⼥子選抜 大⻄ 弘莉 ⾕本 鈴花 川村 穂華 川村 花歩 宮崎 栞奈
( 稚内南中学校⼥子選抜 ) ( 稚内南中学校⼥子選抜 ) ( 稚内南中学校⼥子選抜 ) ( 稚内南中学校⼥子選抜 ) ( 稚内南中学校⼥子選抜 )

1時間32分23秒 10分32秒 15分57秒 22分11秒 22分56秒 20分47秒

1区 2区 3区 4区 5区
大橋 祐貴 藤井  ⼒ 氏家 朋哉 高野 真⺒

（旭川走友会） （旭川走友会） （旭川走友会） （旭川走友会）
1時間9分59秒 18分52秒 16分03秒 16分28秒 16分21秒

（第22回／平成22年） （第16回／平成16年） （第22回／平成22年） （第18回／平成18年） （第16回／平成16年）
松岡 由⾥ 高橋 麗子 柿川 美智子 渡辺 弘美

（士別ランニングクラブ） （士別ランニングクラブ） （士別ランニングクラブＡ） （北海道稚内高等学校陸上部）

1時間35分10秒 26分21秒 20分13秒 21分49秒 22分44秒
（第7回／平成7年） （第9回／平成9年） （第9回／平成9年） （第10回／平成10年） （第25回／平成25年）

倉  孝徳 大野 貴晶 木島 良介 柚原 康輔 岡本 凛太郎
（稚内南中学校Ａ） （士別中学校） （士別中学校） （士別中学校） ( 豊富中学校男子Ａ )

1時間12分54秒 8分12秒 12分03秒 16分34秒 17分12秒 17分00秒
（第9回／平成9年） （第11回／平成11年） （第9回／平成9年） （第9回／平成9年） （第9回／平成9年） ( 第24回／平成24年 )

浪花 舞⾐ 首藤 絵美 尾形  歩 前⽥ 姫愛 川村 乃愛
（潮⾒が丘中学校） （士別中学校） （士別中学校） （南中⼥子バスケットボール部Ａ） （南中⼥子バスケットボール部Ａ）

1時間28分42秒 9分31秒 14分48秒 20分31秒 20分54秒 20分31秒
（第9回／平成9年） （第14回／平成14年） （第9回／平成9年） （第9回／平成9年） （第28回／平成28年） （第28回／平成28年）
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