
トラック審判長 丸　　昇 スタート審判長 大町　和敏

跳躍審判長 赤松　幸広 招集所審判長 小川　周一

投擲審判長 堤　　裕之 記録主任 井上　晃男

日付 種目

大久保　公彦  10.37 (+0.5) 矢橋　寛明  10.44 (+0.5) 岩崎　浩太郎  10.45 (+0.5) 馬場　友也  10.52 (+0.5) 遠藤　泰司  10.52 (+0.5) 室谷　翔太郎  10.64 (+0.5) 諏訪　達郎  10.67 (+0.5) 石田　那月  10.68 (+0.5)

中央大学 ヴィアティン三重ＲＣ ユティック 北海道ハイテクAC 立命館大学 中央大学 ＮＴＮ 大阪国際大学

陳　奎儒  w13.44 (+2.7) 金井　大旺  w13.44 (+2.7) 金　秉俊  w13.67 (+2.7) 高橋　佑輔  w13.71 (+2.7) 大室　秀樹  w13.84 (+2.7) 梅　政揚  w14.11 (+2.7) 陳　仲泓  w14.15 (+2.7) 矢澤　　航 DQ(FS)

TPE ミズノ KOR DohokuAthleteClub 大塚製薬 HKG HKG デサント

松下　祐樹  49.56 陳　傑  49.60 前野　景  49.70 山田　淳史  50.83 宮尾　幸太郎  50.87 石田　裕介  51.25

ミズノ TPE アンダーアーマー 山口フィナンシャルグループ ゼビオ 日立産機

澤野　大地  5.51 荻田　大樹  5.31 山本　智貴  5.31 林　大樹  5.31 澤　慎吾  5.31 尾﨑　駿翔  5.21 土井　翔太  5.11

富士通 ミズノ ゼビオ 日本体育大学 きらぼし銀行 日本体育大学 三豊市観音寺市陸上競技協会

下野　伸一郎  w8.02 (+4.4) 城山　正太郎  w7.91 (+2.1) 山川　夏輝  7.85 (+1.3) 小森　翔  w7.85 (+3.2) 松原　瑞貴  w7.69 (+2.8) 外川　天寿  w7.68 (+2.9) 石倉　南斗  w7.67 (+2.1) 小田　大樹  w7.62 (+4.2)

九電工 ゼンリン 東武トップツアーズ 友睦物流 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 国際武道大学 ＮＴＮ ヤマダ電機

斎田　将之介  w16.05 (+3.7) 原田　睦希  w15.87 (+2.4) 犬井　亮介  w15.56 (+2.8) 長谷川　大悟  w15.40 (+2.3) 黒田　寛亮  w15.37 (+3.0) 藤内　誠也  14.82 (+1.7) 齋藤　勇太  w14.67 (+2.1)

ユメオミライ 清川 筑波大学 伊藤超短波 日立ICT Coronamento 宇都宮記念病院

柏村　亮太  69.33 赤穂　弘樹  67.41 墨　訓熙  67.37 木村　友大  66.81 古旗　崇裕  65.68 保坂　雄志郎  63.53 植松　直紀  62.01 小田　航平  61.28

ヤマダ電機 まなびや園 小林クリエイト 九州共立大学 中京大学 埼玉医科大学グループ スズキ浜松アスリートクラブ 九州共立大学

小椋　健司  78.67 小南　拓人  76.94 ディーン　元気  76.86 﨑山　雄太  75.38 森　秀  74.61 横堀　雅孝  70.46 中嶋　善寛  69.29 長谷川　鉱平  68.82

日本体育施設 筑波銀行 ミズノ 愛媛陸協 ヤマダ電機 大阪教育大学 埼玉医科大学グループ 福井県スポーツ協会

山田　楓河  11.21 (-0.9) 村上　裕太郎  11.38 (-2.1) 猪飼　岳  11.66 (-0.9) 橘　弘栄  11.66 (-2.1) 堀田　尚希  11.84 (-2.1) 笹渕　遥人  11.89 (-2.1) 宮坂　侑汰  11.94 (-3.7) 羽澤　聡悟  11.98 (-3.7)

オホーツク陸協 道南陸協 札幌陸協 室蘭地方陸協 オホーツク陸協 十勝陸協 札幌陸協 苫小牧陸協

櫻井　一夏  9:11.28 大橋　正昊  9:12.48 野崎　翔太郎  9:18.84 黒川　遙斗  9:21.17 大関　輝絃  9:21.34 菅原　宏太  9:22.44 大西　飛翔  9:23.68 今泉　岳土  9:31.57

十勝陸協 札幌陸協 札幌陸協 道北陸協 オホーツク陸協 オホーツク陸協 釧路地方陸協 十勝陸協

道南陸協  43.58 オホーツク陸協  43.87 道央陸協  43.94 十勝陸協  43.98 札幌陸協  44.12 道北陸協  44.29 室蘭地方陸協  44.38 空知陸協  44.45

中村　晴人 高橋　李央 青柳　銀河 東原　良将 猪飼　岳 池田　優夢 佐々木　敦也 大津　虎聖

井倉　大翔 山田　楓河 北城　悠真 松原　蓮 高村　周成 酒井　輝 橘　弘栄 遠藤　太陽

小川　蒼生 堀田　尚希 安藤　捷太 福田　哲稀 鏡　春輝 髙士　雄惺 吉田　拓海 宮本　京吾

村上　裕太郎 中野　奏汰 工藤　翔大 笹渕　遥人 宮坂　侑汰 山内　翔馬 毛利　友哉 浦城　秀太

川島　陽琉  12.99 (-2.0) 小山内　悠也  13.72 (-4.0) 森江　渚早  13.80 (-4.0) 佐々木　那由多  13.86 (-2.0) 平間　雄大  14.09 (-2.0) 日隅　陸斗  14.27 (-2.0) 脇坂　宥伸  14.33 (-2.5) 福田　涼介  14.33 (-2.5)

十勝陸協 道南陸協 札幌陸協 オホーツク陸協 釧路地方陸協 道南陸協 小樽後志陸協 オホーツク陸協

菅原　綾太郎  4:47.86 河津　匠  4:55.44 大友　悠輝  4:56.88 大塚　啓翔  4:58.50 浦田　誉人  5:00.93 吉川　光里  5:02.80 伊藤　聡汰  5:02.96 吉田　礼  5:04.16

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

道南陸協  51.25 十勝陸協  51.78 札幌陸協  52.49 空知陸協  54.00 オホーツク陸協  54.39 室蘭地方陸協  55.68 道北陸協  56.63 苫小牧陸協  57.13

水野　羽流 佐藤　大翔 田岡　理玖 横山　結大 松田　優飛 西川　飛翔 藤矢　拓馬 松田　遼樹

三輪　紘大 小山　倫汰 森江　渚早 浦城　大弥 長尾　竜哉 佐々木　徳磨 毛内　宙 羽澤　彰悟

對馬　大良 髙嶋　葉多 河津　匠 中山　啓太 岩本　龍希 外崎　汰一 八巻　陽一郎 佐藤　圭太

小山内　悠也 川島　陽琉 奥田　橙 佐々木　奎弥 佐々木　那由多 後藤　隆乃介 鈴木　遥斗 佐々木　大翔

主催団体名 一般財団法人北海道陸上競技協会 、 北海道スポーツ協会 陸協名 一財)札幌陸上競技協会

競技会名 第32回南部忠平記念陸上競技大会
期日・時刻 2019/7/7

競技場名 札幌市厚別公園競技場

7月7日 110mH

1位 2位 7位 8位

一般男子 7月7日 100m

3位 4位 5位 6位

7月7日 400mH

7月7日 棒高跳

7月7日 走幅跳

7月7日 三段跳

7月7日 ﾊﾝﾏｰ投

7月7日 やり投

中学男子 7月7日 100m

7月7日 3000m

7月7日 4x100mR

小学男子 7月7日 100m

w (wind assist) : 追風参考

7月7日 1500m

7月7日 4x100mR



トラック審判長 丸　　昇 スタート審判長 大町　和敏

跳躍審判長 赤松　幸広 招集所審判長 小川　周一

投擲審判長 堤　　裕之 記録主任 井上　晃男

日付 種目

石堂　陽奈  w11.57 (+2.3) 土井　杏南  w11.64 (+2.3) 寺田　明日香  w11.64 (+2.3) 和田　麻希  w11.74 (+2.3) 島田　雪菜  w11.87 (+2.3) 竹内　爽香  w11.89 (+2.3) 北風　沙織  w11.96 (+2.3) 名倉　千晃  w12.21 (+2.3)

立命館慶祥高校 JAL パソナグループ ミズノ 北海道ハイテクAC 渡辺パイプ 北海道ハイテクAC ＮＴＮ

宇都宮　絵莉  57.96 武石　この実  58.94 イブラヒム　愛紗  59.42 林　理紗  59.78 王子田　萌  1:00.24 青木　沙弥佳  1:00.55 中原　みなみ  1:00.74

長谷川体育施設 GR 東邦銀行 札幌国際大学 立命館大学 ＮＤソフトウェア 東邦銀行 甲南大学

竜田　夏苗  4.30 前川　淳  3.90 間宮　里菜  3.70 青島　綾子  3.70

ニッパツ 日本体育大学 スポーツクラブアクトス 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

南部　珠璃  3.70

中京大学

森本　麻里子  w13.20 (+3.4) SEGURA　Silvana  w13.12 (+2.9) 宮坂　楓  w12.86 (+3.7) 齋藤　萌乃  w12.76 (+6.0) 喜田　愛以  w12.50 (+4.9) 宮口　愛子  w12.32 (+4.0) 剱持　クリア  w12.31 (+2.1) 菊地　ひかり  w11.74 (+4.9)

内田建設アスリートクラブ PER ニッパツ サンベルクス ミライト・テクノロジーズ 日本体育大学 筑波大学 東海大学北海道

太田　亜矢  15.10 尾山　和華  14.84 廣島　愛亜梨  14.50 阿原　典子  14.15 茂山　千尋  13.92 西山　藍那  13.84 小山田　芙由子  13.32

福岡大学クラブ 福岡大学 大阪高校 桜門陸友会 国士舘クラブ 帯広農業高校 日本大学

森　友佳  59.81 右代　織江  57.42 山下　実花子  55.56 當間　汐織  54.70 久世　生宝  53.72 上田　百寧  53.57 山内　愛  53.33 宮下　梨沙  53.10

ニコニコのり 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 九州共立大学 福井県スポーツ協会 コンドーテック 福岡大学 長谷川体育施設 MPE

土谷　花織  12.98 (-2.5) 石田　真夕  13.12 (-2.2) 菊池　妃菜希  13.17 (-2.5) 藪内　瑞生  13.22 (-2.2) 旭　来夏  13.35 (-1.8) 神田　琉杏  13.47 (-1.8) 馬場　歩果  13.55 (-2.2) 敦賀　心奏  13.69 (-2.2)

道南陸協 苫小牧陸協 釧路地方陸協 十勝陸協 室蘭地方陸協 札幌陸協 釧路地方陸協 空知陸協

鈴木　瑠夏  9:50.57 石川　苺  9:58.97 上西　彩未  10:23.28 小林　美夕菜  10:26.42 泉　桃果  10:28.49 篠島　渚紗  10:34.90 秋田谷　耶弥  10:48.50 始関　千華  10:53.14

道北陸協 小樽後志陸協 札幌陸協 道北陸協 道北陸協 道北陸協 小樽後志陸協 札幌陸協

道南陸協  48.08 札幌陸協  48.37 空知陸協  49.48 釧路地方陸協  49.71 室蘭地方陸協  49.71 十勝陸協  50.29 道央陸協  50.86 苫小牧陸協  51.12

川下　百華 神田　琉杏 七尾　桃夢 工藤　凜 西野　杏梨 樂山　愛乃 中田　莉緒 菊地　紗花

土谷　花織 工藤　夢珠奈 安井　遥彩 南　うらら 旭　来夏 藪内　瑞生 前田　結奈 小熊　美香莉

高橋　美空 清水　礼 納村　琉愛 中塚　和花 齊藤　ひな 高橋　紅羽 本田　めみ 石田　真夕

佐藤　志保里 鮫澤　聖香 大沢　瑠華 菊池　妃菜希 髙橋　美月 髙橋　萌生 南　明里沙 堀下　結愛

丸山　彩華  13.48 (-1.3) 大島　璃海  13.94 (-2.2) 山崎　心愛  14.08 (-2.6) 谷田　煌里  14.12 (-2.6) 佐々木　涼風  14.27 (-1.3) 戸田　百音  14.31 (-2.2) 中村　菜摘  14.35 (-2.2) 狩野　陽愛  14.59 (-1.3)

道南陸協 道央陸協 十勝陸協 札幌陸協 室蘭地方陸協 釧路地方陸協 苫小牧陸協 札幌陸協

長谷川　采花  2:27.81 小林　桜來  2:28.49 中野　可菜  2:30.28 渡辺　栞弓  2:30.99 斎藤　遥  2:31.10 金子　心乃  2:32.10 金丸　菜々  2:34.90 宇都宮　桃奈  2:35.08

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

道南陸協  52.78 十勝陸協  53.12 札幌陸協  54.29 空知陸協  55.18 室蘭地方陸協  56.06 釧路地方陸協  56.13 道北陸協  56.18 オホーツク陸協  56.45

松神　ほのか 笹渕　和花 髙橋　理桜 中路　彩那 小林　桜來 渡部　桜音 峯岸　美來 酒井　寧々

長谷部　千尋 三井　日菜姫 谷田　煌里 安井　梨乃杏 草岡　碧莉 戸田　百音 茂利　芽依 入宇田　心那

神田　光藍 槙　杏奈 菅原　英 今泉　美伶衣 今井　唯愛 猪股　結菜 板谷　夏生 大江　美月

丸山　彩華 山崎　心愛 狩野　陽愛 小島　彩未 佐々木　涼風 嵯峨　千寛 篠永　風凜 高橋　茉莉

主催団体名 一般財団法人北海道陸上競技協会 、 北海道スポーツ協会 陸協名 一財)札幌陸上競技協会

競技会名 第32回南部忠平記念陸上競技大会
期日・時刻 2019/7/7

競技場名 札幌市厚別公園競技場

7月7日 400mH

1位 2位 7位 8位

一般女子 7月7日 100m

3位 4位 5位 6位

7月7日 棒高跳

7月7日 三段跳

7月7日 砲丸投

7月7日 やり投

GR

中学女子 7月7日 100m

7月7日 3000m

小学女子 7月7日 100m

7月7日 4x100mR

7月7日 800m

7月7日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考


