
日付 種目

KIM　Gugyong  10.20 (+1.0) 九鬼　巧  w10.51 (+2.3) 馬場　友也  w10.54 (+2.3) 安田　凌眞  w10.67 (+2.3) 川面　聡大  w10.70 (+2.3) 富山　大夢  10.72 (+1.0) 川本　怜平  w10.73 (+2.3) 霜鳥　佑  w10.75 (+2.3)

韓国 GR ＮＴＮ 北海道ハイテクAC 北海高校 ミズノ 明治大学 東海大学北海道 大東文化大学

田中　新也  13.71 (+2.0) 高橋　佑輔  13.98 (+2.0) 森戸　信陽  14.32 (+2.0) 出口　将也  14.96 (+2.0)

K-plus 筑波大学 早稲田大学 北海高校

山川　夏輝  7.70 (+1.3) 小西　康道  w7.59 (+2.3) 秋山　翔飛  w7.37 (+3.7) 高山　倭  w7.28 (+3.7) 右代　啓祐  6.78 (+0.4) 荒川　大輔  w6.76 (+4.8) 中島　航平  6.65 (+1.8)

東武トップツアーズ 白樺ＡＣ 国際武道大学 日本大学 国士舘クラブ Ａｎｔｏｎｉｏ 札幌大学

町井　大城  11.09 (+0.6) 清水　徹  w11.27 (+2.6) 山田　楓河  11.36 (+1.3) 本閒　匠  11.58 (+1.3) 土橋　大和  w11.59 (+2.6) 高田　真太郎  11.62 (+1.3) 山根　大飛  w11.71 (+2.6) 関　輝太  11.74 (+0.6)

道南陸協 GR 十勝陸協 オホーツク陸協 #NAME? 苫小牧陸協 オホーツク陸協 札幌陸協 釧路地方陸協 十勝陸協

秋森　貴孔  w11.74 (+2.6)

札幌陸協

菅原　広希  9:02.30 櫻井　一夏  9:05.48 阿部　太陽  9:13.51 本田　歩夢  9:19.70 本間　君耶  9:21.01 三上　吾武  9:28.30 森　春樹  9:30.68 大道　康裕  9:31.39

十勝陸協 十勝陸協 十勝陸協 釧路地方陸協 オホーツク陸協 札幌陸協 苫小牧陸協 十勝陸協

道南陸協  42.55 札幌陸協  43.45 十勝陸協  43.73 道北陸協  44.25 室蘭地方陸協  44.54 空知陸協  44.65 釧路地方陸協  44.95 オホーツク陸協  45.05

宮田　龍昇 秋森　貴孔 関　輝太 水野　怜 野宮　光貴 玉手　翔 長谷　歩夢 長島　楓磨

小林　生承 高田　真太郎 清水　徹 殿山　凌平 近藤　力 酒井　悠星 山根　大飛 土橋　大和

大越　隆聖 北川　広大 阿部　心哉 三浦　寿夢琳 吉田　拓海 佐伯　昌矢 佐藤　慶一 山田　楓河

町井　大城 田代　大和 橋本　凌弥 黒田　隆斗 村田　瑞樹 浦城　秀太 石塚　璃久 長尾　康平

福村　優大  12.95 (+0.1) 渡辺　遥斗  13.17 (+0.9) 辻　莉玖  13.20 (+0.9) 岡崎　颯  13.27 (+0.1) アシィ　ヨハンス  13.44 (+0.1) 坂本　頼武  13.53 (+0.1) 舛田　快理  13.58 (+0.1) 福田　暖士  13.81 (+0.9)

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

小野　琉峯  4:52.04 鈴木　将矢  4:54.66 芹澤　希夢  4:55.68 石川　翔大  4:56.58 河津　匠  4:58.38 吹越　秀翔  4:58.64 岩村　楓樹  5:00.61 藤原　天聖  5:02.22

道南陸協 オホーツク陸協 札幌陸協 十勝陸協 札幌陸協 室蘭地方陸協 道北陸協 小樽後志陸協

道央陸協  52.17 道南陸協  52.25 札幌陸協  53.25 十勝陸協  54.04 空知陸協  55.26 オホーツク陸協  56.17 苫小牧陸協  56.78 小樽後志陸協  56.90

福村　優大 小澤　斗維 森江　渚早 石川　翔大 佐々木　奎弥 水上　翔夢 高橋　尚斗 小野　優太

五十嵐　奎斗 増川　海斗 下薗　直輝 宇高　颯人 浦城　大弥 本田　孝仁 佐藤　司 小笠原　翔

三浦　健輔 山本　尊琉 河津　匠 三宅　快晴 米田　弘夢 伊藤　悠昂 鈴木　文汰 花畑　希輝

渡辺　遥斗 辻　莉玖 舛田　快理 坂本　頼武 知野　朝日 大水　皓生 岡崎　颯 岡　飛碧

NAGATA　Takuya  10.29 (+1.0) TAKEDA　Ippei  10.50 (+1.0) KIM　Minkyun  10.53 (+1.0) TANG　Xingqiang  10.58 (+1.0) TOMIYAMA　Hiromu  10.72 (+1.0) KIM　Taehyo  10.72 (+1.0) HONJO　Renji  10.85 (+1.0)

日本 日本 韓国 中国 明治大学 韓国 北海道栄高校

YANG　Lei  46.45 ITO　Rikuya  46.71 LIM　Chanho  47.08 KIMURA　Jun  47.20 CHOI　Dongbaek  48.03

中国 日本 韓国 日本 韓国

TAKAYAMA　Shunya  13.65 (+0.8) MASUNO　Genta  13.68 (+0.8) ZENG　Jianhang  13.71 (+0.8) LEE　Hyeonwoo  14.44 (+0.8) SHIN　Dongmin  14.69 (+0.8)

日本 日本 中国 韓国 韓国

JAPAN  39.42 KOREA  39.79 HOKKAI H.S.  41.01 SAPPORO Unv.  41.03 HOKKAIDO SAKAE H.S.  41.29

KUKI Takumi KIM Woosam DEGUCHI Masaya NARITA Kaiya NAKAYA　Syun

TAKEDA　Ippei KIM　Minｋyun SUZUKI Hikaru TAKAHASHI Yuma HONJO　Renji

INUDUKA Wataru KIM　Taehyo OOHASHI Taiki KATOH Ryouma TAKAHASHI　Naoya

NAGATA　Takuya KIM Kwangyeol YASUDA Ryoma KITAMI Takumi SHIDAHARA　Kota

YAMAMOTO　Seito  5.50 TAKEGAWA　Kosei  5.40

トヨタ自動車 法政大学

HUANG　Changzhou  w7.92 (+2.9) WANG　Jianan  w7.85 (+3.6) SHIROYAMA　Shotaro  7.73 (+1.8) ODA　Daiki  w7.44 (+3.5) JUNG　Haein  w7.41 (+2.6)

中国 中国 日本 日本 韓国

ARAI　Ryohei  80.83 LEE　Suhan  70.54 SAKAMOTO　Tatsuya  67.50 KIM　Woojung  65.86

日本 韓国 日本 韓国

金　國榮  20.52 (+0.1) 橋元　晃志  21.01 (+0.1) 谷口　耕太郎  21.01 (+0.1) 星　汰一  21.19 (+0.1) TOMIYAMA　Hiromu  21.60 (+0.1) 中川　雄一朗  21.94 (+0.1)

韓国 富士通 凸版印刷 北翔大学 明治大学 国士舘大学

宮尾　幸太郎  50.72 記野　友晴  50.98 舘野　哲也  51.30 須貝　充  52.20 長谷　伸之助  52.42 前山　陽軌  53.20 石田　裕介  53.64

ゼビオスポーツ 東邦銀行 日立産機 新潟アルビレックスランニングクラブ 中央大学 慶應義塾大学 日立産機

SAWANO　Daichi  5.60

富士通

長谷川　大悟  w15.70 (+3.5) 山下　航平  w15.50 (+3.6) 黒田　寛亮  w15.28 (+2.9) 山下　祐樹  w14.76 (+2.6)

伊藤超短波 ＡＮＡ 日立ＩＣＴ 国士舘クラブ

新垣　暁登  70.58 小南　拓人  69.66 山崎　元気  67.09 野口　夏貴  62.41

日立ＩＣＴ 筑波銀行 とらふぐ亭 北翔大学

競技会名 第31回南部忠平記念陸上競技大会
期日・時刻 2018/7/8 審判長

競技場名 札幌市厚別公園競技場 記録主任

主催団体名 一般財団法人北海道陸上競技協会　北海道体育協会　北海道新聞社 陸協名 北海道陸上競技協会

共通男子 7月8日 100m

7月8日 110mH

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月8日 3000m

7月8日 4x100mR

7月8日 走幅跳

中学男子 7月8日 100m

7月8日 4x100mR

3カ国交流男子 7月8日 100m

小学男子 7月8日 100m

7月8日 1500m

7月8日 4x100mR

7月8日 棒高跳

7月8日 400m

7月8日 110mH

南部GP男子 7月8日 200m

7月8日 400mH

7月8日 走幅跳

7月8日 やり投

7月8日 やり投

w (wind assist) : 追風参考

#NAME?

7月8日 棒高跳

7月8日 三段跳


