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月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

7 9 10 00 晴 29.5 61 北 0.5

7 9 11 00 晴 30.0 68 南東 1.9

7 9 12 00 晴 30.5 68 北西 1.0

7 9 13 00 晴 32.0 72 北 2.3

7 9 14 00 晴 31.5 69 南東 1.0

7 9 15 00 晴 31.5 72 北 3.2

7 9 16 00 晴 30.0 72 北西 1.6

開催日 2017年7月9日(日)
気象条件

備考

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 第30回 南部忠平記念陸上競技大会
主催者 一般財団法人北海道陸上競技協会
競技場 札幌市厚別公園陸上競技場



日付 種目

魚里　勇介  10.25 (+1.3) 馬場　友也  10.31 (+1.3) 白石　黄良々  10.39 (+1.3) 女部田　祐  10.42 (+1.3) 黒木　心貴  10.46 (+1.3) 川面　聡大  10.51 (+1.3) 黒澤　光  10.61 (+1.3) 金　國栄  w10.21 (+2.4)

関彰商事 ＬＡＬＬＡＣ 大東文化大学 筑波銀行 東京高校 ミズノ 流通経済大学 韓国

橋元　晃志  w20.61 (+3.1) 藤光　謙司  w20.78 (+3.1) 松久　新  w21.23 (+3.1) 高平　慎士  w21.25 (+3.1)

富士通 ゼンリン 中央大学 富士通

金丸　祐三  46.39 堀井　浩介  46.82 三原　泰起  46.93 田村　朋也  46.99 木村　和史  47.16 小渕　瑞樹  47.76 森　周志  47.92 中川　雄一朗  48.68

大塚製薬 住友電工 甲南大学 住友電工 四電工 東海大学 北海道栄高校 国士舘大学

野本　周成  w13.59 (+2.7) 古谷　拓夢  w13.70 (+2.7) 岩船　陽一  w14.01 (+2.7) 阿部　洋文  w14.07 (+2.7) 西澤　真徳  w14.25 (+2.7) 久保田　孝平  w14.34 (+2.7) 阿部　真弥  w14.45 (+2.7) 中野　憲吾  w14.84 (+2.7)

早稲田大学 早稲田大学 サンメッセ ＬＯＷ－ＴＥＣＨ 鳥取陸協 ＮＡＳＳ 国際武道大学 札幌大学

石田　裕介  49.35 松下　祐樹  49.41 前野　景  49.48 鍛冶木　峻  49.78 宮尾　幸太郎  49.82 野澤　啓佑  50.68 水野　龍彦  51.29 朱田　康平  52.47

早稲田大学 ミズノ ドーム 城西大学 ＩｓｅＡ．Ｌaｂ ミズノ 札幌国際大学（院） 東海大学北海道

山本　聖途  5.60 右代　啓祐  4.70

トヨタ自動車 スズキ浜松AC

橋岡　優輝  w8.07 (+3.2) 山川　夏輝  w7.82 (+2.9) 菅井　洋平  w7.75 (+2.8) 小西　康道  w7.68 (+4.5) 秋山　翔飛  w7.62 (+2.8) 秋山　魁杜  w7.62 (+2.9) 河瀬　遙紀  w6.96 (+2.1)

日本大学 日本大学 ミズノ 白樺ＡＣ 国際武道大学 国際武道大学 東海大学北海道

花谷　昴  15.79 (-1.7) 山下　祐樹  15.46 (+0.2) 内澤　駿  w15.32 (+3.3) 黒田　寛亮  15.16 (-1.5) 今井　俊彰  15.14 (-0.2) 長谷川　大悟  15.11 (+0.4) 吉田　智也  14.59 (-0.6) 玉置　真希斗  14.17 (+1.6)

ユメオミライ 国士舘大学 流通経済大学 日立ＩＣＴ ＳＴＡＣ 横浜市陸協 国際武道大学 帯広農業高校

新井　涼平  78.45 小南　拓人  72.01 寒川　建之介  70.53 新垣　暁登  68.96 中島　知明  64.41 益井　康臣  62.49 石井　敦也  58.26 吉岡　諒亮  54.62

スズキ浜松AC 国士舘大学 奈良陸協 日立ＩＣＴ 道体アスリート 北翔大学 札幌大学 流通経済大学

大坂　将平  11.36 (-1.5) 松本　虎流  11.37 (+0.3) 阿部　拓海  11.42 (-1.5) 町井　大成  11.42 (-1.5) 志田原　康太  11.45 (-1.9) 竹内　充吾  11.59 (-1.9) 伊藤　大輝  11.67 (-1.9) 佐藤　柊介  11.69 (+0.3)

十勝陸協 GR オホーツク陸協 GR 札幌陸協 GR 道南陸協 GR 室蘭地方陸協 札幌陸協 釧路地方陸協 道南陸協

酒井　空知  9:08.55 中西　人士  9:10.81 野田　銀  9:13.49 小林　蒼弥  9:16.37 豊福　学士  9:17.07 桝田　樹  9:18.39 菅原　広希  9:19.22 堀野　愛斗  9:24.09

釧路地方陸協 十勝陸協 オホーツク陸協 道央陸協 道北陸協 道南陸協 十勝陸協 道南陸協

札幌陸協（中学）  43.41 道南陸協（中学）  43.74 十勝陸協(中学)  44.18 室蘭地方陸協（中学）  44.20 オホーツク陸協（中学）  44.41 釧路地方陸協（中学）  44.52 道央陸協（中学）  44.93 道北陸協（中学）  45.05

阿部　拓海 山田　優心 関　輝太 渡邊　朔 山田　楓河 澁谷　陸 千田　龍之介 三瓶　嵩生

井澤　真 松本　俊大 清水　徹 田久保　和輝 松本　虎流 根岸　蓮 澤田　健斗 大道　瑛斗

渡辺　雄大 佐藤　三太 佐々木　啓吾 志田原　康太 水口　雄太 池田　健真 佐藤　友麻 武島　圭汰

竹内　充吾 町井　大城 大坂　将平 阿部　遥希 阿部　麗 伊藤　大輝 水上　弘貴 黒田　隆斗

黒川　遙斗  4:41.57 槇　航太郎  4:43.63 濱野　捿多  4:47.36 福井　陽仁  4:56.14 秋元　斡  4:58.53 乾　渉大  5:00.00 赤根　涼介  5:05.31 松本　聖也  5:05.92

道北陸協 GR 札幌陸協 GR 道南陸協 道南陸協 札幌陸協 十勝陸協 室蘭地方陸協 オホーツク陸協

札幌陸協（小学）  52.02 道南陸協（小学）  52.17 室蘭地方（小学）  52.62 道央陸協（小学）  53.41 十勝陸協(小学)  53.93 オホーツク陸協（小学）  55.10 釧路地方陸協（小学）  55.58 道北陸協（小学）  58.74

新田　俊之輔 地主　葵 田中　煌十 三浦　健輔 宇高 　颯人 鈴木　皇大 別井　一翔 北村　青澄

齊藤　丈 小川　蒼生 芳賀　鷹翔 渡辺　遙斗 上妻　桜太 長尾　一冴 入仲　健誠 池田　優夢

西塚　智哉 池田　琉晟 喜井　琉翔 福村　優大 白澤 　真央 金澤　世凪 奥山　遼 中瀬　遥

竹田　龍一 富澤　元輝 鶴巻　綸太郎 工藤　翔大 堀田　悠一郎 長谷川　佳祐 本多　佑士 滝屋　翔

舘野　哲也  53.08 三浦　学  54.35 松下　祐樹  56.75

日立産機システム ＡＬＬ ミズノ

斉藤　登世彦競技場名 札幌市厚別公園陸上競技場 投擲審判長

主催団体名 一般財団法人北海道陸上競技協会 陸協名 北海道陸上競技協会

競技会名 第30回 南部忠平記念陸上競技大会

7月9日 200m

1位 2位 7位 8位

一般男子 7月9日 100m

3位 4位 5位 6位

7月9日 400m

7月9日 110mH

7月9日 400mH

7月9日 棒高跳

100m

7月9日 走幅跳

7月9日 三段跳

w (wind assist) : 追風参考

小学男子 7月9日 1500m

7月9日 4x100mR

記録主任 井上　晃男

チャレンジ男子 7月9日 400mH

7月9日 3000m

7月9日 4x100mR

7月9日 やり投

中学男子 7月9日

期日・時刻 2017/7/9
トラック審判長 志田　幸雄

フィールド審判長 赤松　幸広



日付 種目

福島　千里  11.36 (+1.3) エドバー　イヨバ  11.72 (+1.3) 福田　真衣  11.74 (+1.3) 井越　朱梨  11.79 (+1.3) 藤森　安奈  11.89 (+1.3) 島田　雪菜  11.95 (+1.3) 君嶋　愛梨沙  11.97 (+1.3) 御家瀬　緑  w11.70 (+2.7)

札幌陸協 日本大学 日本体育大学 恵庭北高校 Aｓ-meエステール 北海道ハイテクＡＣ 日本体育大学 恵庭北高校

相馬　絵里子  13.55 (+0.6) 玉置　菜々子  13.93 (+0.6) 榎本　野々花  14.30 (+0.6) 村岡　柊有  14.38 (+0.6) 四村　かなで  14.52 (+0.6) 芝田　愛花  14.61 (+0.6) 岡室　咲良  14.93 (+0.6)

スターツ 札幌啓成高校 釧路江南高校 恵庭北高校 函館工業高校 恵庭南高校 遺愛女子高校

御家瀬　緑  5.90 (-0.2) 小玉　葵水  5.72 (-0.1) 町井　愛海  5.44 (+1.3)

恵庭北高校 白樺学園高校 恵庭北高校

海老原　有希  61.95 森　友佳  58.94 斉藤　真理菜  56.76 北口　榛花  54.68 右代　織江  53.95 宮田　樹莉亜  46.20 山本　妃那  43.13 平川　菜月  40.97

スズキ浜松AC GR 東大坂陸協 国士舘大学 日本大学 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 苫小牧総合経済高校 北海道教育大岩見沢校 札幌大学

佐々木　奈菜  10:33.71 永井　優会  10:34.30 中村　綾花  10:36.24 武田　遥  10:38.20 石川　苺  10:41.13 盛合　凜華  10:45.50 泉　桃果  10:46.16 村本　友花  10:50.18

道南陸協 オホーツク陸協 札幌陸協 道北陸協 小樽後志陸協 小樽後志陸協 道北陸協 道南陸協

道南陸協  48.30 札幌陸協  48.94 十勝陸協(中学)  49.08 道北陸協  49.29 空知陸協  49.82 室蘭地方陸協  49.93 釧路地方陸協  51.53 小樽後志陸協  52.27

東海林　夢 稲垣　舞 千葉 　悠莉 風間　優希 中島　そら美 小林　樹花 白田　菜織 岡本　春花

工藤　望乃 小林　愛莉 今村 　心桜 村上　瑶季 渡辺　愛佳 渡邊　侑花 浅利　ひめの 堀　乃音

秋山　桜花 工藤　瑠奈 上野 　静紅 山崎　未夢 納村　琉愛 田中　歩果 馬場　夏音 照井　南奈瑚

石堂　陽菜 吉野　琉花 藤澤　光代 加藤　璃里香 松田　奈夏 アシィ　しおり 佐藤　ほのり 島田　楓月

前田　結奈  13.66 (-1.7) 工藤　凜  13.71 (+0.2) 遠藤　聖女  13.95 (+0.2) 青柳　眞子  13.98 (-1.7) 堀下　結愛  14.07 (+0.2) 釜澤　歩果  14.10 (-0.1) 手塚　綺羅妃  14.22 (-0.1) 荒木　羽春音  14.44 (-1.7)

札幌陸協 釧路地方陸協 札幌陸協 小樽後志陸協 苫小牧地方陸協 オホーツク陸協 道南陸協 釧路地方陸協

石川　蘭  2:29.43 笠原　蓮花  2:29.90 二色　悠楽  2:34.38 斉藤　百南  2:35.43 岩佐　瑞姫  2:35.66 小林　澪歩  2:36.12 宮古　姫雛  2:36.17 佐藤　百華  2:37.35

小樽後志陸協 札幌陸協 道北陸協 札幌陸協 十勝陸協 道央陸協 苫小牧地方陸協 道北陸協

道北陸協  55.11 札幌陸協  55.19 釧路地方陸協  55.25 道南陸協  55.62 十勝陸協  56.01 小樽後志陸協  57.32 オホーツク陸協  57.63 室蘭地方陸協  58.71

三浦　杏 佐藤　葉空 清水　華穂 工藤　咲音 松島　未来 松谷　理世 松本　優那 長田　心愛

佐藤　苺那 遠藤　聖女 渡部　結羽 谷脇　愛珠 鳥倉　悠生 木藤　文萌 長野　萌果 武田　愛結花

大景　琴巴 盛田　侑鈴 小栗　有貴 手塚　綺羅妃 中島　陽菜 佐々木　陽世 永本　文香 吉永　桜

増田　さくら 前田　結奈 工藤　凜 小田　芭純 斉藤　真生 小池　柚菜 釜澤　歩果 外山　茉奈

7月9日 100mH

1位 2位 7位 8位

一般女子 7月9日 100m

3位 4位 5位 6位

7月9日 走幅跳

7月9日 やり投

中学女子 7月9日 3000m

7月9日 4x100mR

7月9日 800m

GR

小学女子 7月9日 100m

w (wind assist) : 追風参考

7月9日 4x100mR

競技場名 札幌市厚別公園陸上競技場 投擲審判長 斉藤　登世彦

主催団体名 一般財団法人北海道陸上競技協会 陸協名 北海道陸上競技協会 記録主任 井上　晃男

競技会名 第30回 南部忠平記念陸上競技大会
期日・時刻 2017/7/9

トラック審判長 志田　幸雄

フィールド審判長 赤松　幸広



競技会名
主催
主管
会場

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム No. 氏名 所属 期日 備考
男子中学100m 決勝 GR  11.36 263 大坂　将平 十勝陸協 2017/7/9
男子中学100m 決勝 GR  11.37 279 松本　虎流 オホーツク陸協 2017/7/9
男子中学100m 決勝 GR  11.42 205 町井　大成 道南陸協 2017/7/9
男子中学100m 決勝 GR  11.42 236 阿部　拓海 札幌陸協 2017/7/9
男子小学1500m 決勝 GR  4:41.57 358 黒川　遙斗 道北陸協 2017/7/9
男子小学1500m 決勝 GR  4:43.63 335 槇　航太郎 札幌陸協 2017/7/9
女子一般やり投 決勝 GR  61.95 103 海老原　有希 スズキ浜松アスリートクラブ 2017/7/9
女子中学100m 予選 GR  12.40 401 石堂　陽菜 道南陸協 2017/7/9
女子中学4x100mR 予選 GR  48.09 401 東海林-工藤-秋山-石堂 道南陸協 2017/7/9
女子中学4x100mR 決勝 GR  48.30 401 東海林-工藤-秋山-石堂 道南陸協 2017/7/9

第30回 南部忠平記念陸上競技大会
一般財団法人北海道陸上競技協会
一般財団法人札幌陸上競技協会
札幌市厚別公園陸上競技場


