
日付 種目

和田　麻希  11.76 (+0.7) 湯浅　佳那子  11.77 (+1.1) 重永　乃理子  11.92 (+1.1) 島田　雪菜  12.08 (+0.7) 土井　杏南  12.14 (+0.7) 井越　朱梨  12.16 (+1.1) 山田　桃子  12.35 (+0.7)

ミズノ 日本体育大学 福岡大学 北海道ハイテクAC ＪＡＬ 日本体育大学 北翔大学

福田　真衣  11.76 (+1.1)

日本体育大学

佐藤　志保里  12.16 (+2.0) 由利　日菜  12.70 (+1.3) 上野　静江  12.77 (+2.0) 布目　朱理  12.94 (+1.3) 鈴木　里沙  12.99 (+0.7) 菊池　妃菜希  13.02 (+0.7) 澤田　実桜  13.16 (+1.3) 岡田　結愛  13.18 (+2.0)

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

石川　苺  10:28.54 鈴木　瑠夏  10:34.01 上西　彩未  10:39.41 盛合　凜華  10:40.28 村本　友花  10:40.89 温泉　さくら  10:46.43 小池　梓  10:47.89 泉　桃果  10:49.86

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

札幌陸協  48.09 十勝陸協  48.53 道南陸協  48.93 道央陸協  49.96 道北陸協  50.52 釧路地方陸協  50.52 室蘭地方陸協  50.57 空知陸協  50.61

朝倉　恭莉愛 千葉　悠莉 田澤　暖 下地　杏佳 近藤　愛咲 工藤　凜 齊藤　ひな 今田　萌花

水口　爽 小野寺　絢美 藤井　雪乃 橋本　優那 菅　望莉愛 菊池　妃菜希 髙橋　美月 納村　琉愛

鈴木　里沙 今村　心桜 高橋　美空 高奥　美妃 落合　花音 水野　琳 斎須　莉乃 菅谷　未侑

由利　日菜 上野　静紅 佐藤　志保里 福原　琴音 三浦　弓奈 南　うらら 岡田　結愛 大沢　瑠華

土谷　花織  13.34 (+1.2) 坂下　琉菜  w13.70 (+3.0) 太田　楓子  w14.01 (+3.0) 宮川　晴名  14.12 (+1.2) 岡元　麻桜  14.17 (+0.6) 山内　心結  w14.26 (+3.0) 浦野　満帆  w14.26 (+3.0) 石井　透子  14.31 (+0.6)

道南陸協 札幌陸協 苫小牧陸協 札幌陸協 釧路地方陸協 室蘭地方陸協 小樽後志陸協 道南陸協

石川　蘭  2:23.10 小林　桜來  2:30.13 寺口　桜姫  2:30.66 札内　美鈴  2:32.61 篠島　渚紗  2:32.74 長谷川　采花  2:33.00 松木　希光  2:33.39 高田　美咲  2:33.64

小樽後志陸協 室蘭地方陸協 十勝陸協 道南陸協 道北陸協 道南陸協 苫小牧陸協 札幌陸協

道南陸協  53.13 苫小牧陸協  54.94 十勝陸協  55.17 釧路地方陸協  55.63 空知陸協  55.97 室蘭地方陸協  56.30 小樽後志陸協  57.27 オホーツク陸協  57.47

瀧澤　寧音 吉本　心晴 寺口　桜姫 伊藤　蒼永 髙桑　由奈 本多　つぐみ 矢野　花恋 高橋　茉莉

中谷　玲唯 菊地　紗花 山崎　心愛 小野　愛葉 安井　梨乃杏 山内　心結 髙野　由衣 松本　優那

山田　愛咲 金田　梨湖 鳰　侑夏 渡邊　里香 前野　佐和 吉澤　美湖 松谷　理世 藤田　柚希

土谷　花織 太田　楓子 日沼　心彩 岡元　麻桜 敦賀　心奏 坂本　璃奈 宍戸　咲良 大澤　美希

KONG　Lingwei  23.20 (+1.1) KIM　Minji  23.85 (+1.1) MAEYAMA　Miyu  23.93 (+1.1) YAMADA　Miku  24.38 (+1.1)

中国 韓国 日本 日本

WANG　Chunyu  2:06.14 HIROTA　Yuki  2:06.93 MIYADE　Ayaka  2:10.18 CHOI　Jihye  2:11.25 CHA　Jiwon  2:13.46

中国 日本 日本 韓国 韓国

UTSUNOMIYA　Eri  57.64 HUANG　Yan  57.69 AOKI　Sayaka  57.77 KOYAMA　Kana  1:00.00 TAKEISHI　Konomi  1:00.28 WU　Xuetin  1:00.60 MURAKAMI　Natsumi  1:00.64 SEO　Kyungjing  1:04.41

日本 中国 日本 早稲田大学 東邦銀行 中国 早稲田大学 韓国

JAPAN  44.75 NIPPON SPORT SCIENCE UNV  45.16 KOREA  45.49 RITSUMEIKAN KEISHOU　H.S.  46.42 HOKKAI H.S  48.79

SEKO Nodoka IGOSHI Akari YOU Jin YOSHIDA Rio MUTOH Harua

YAMADA　Miku HIROSAWA Mae LEE　Minjung USUI Ayane KUDOH Serina

FUKUSHIMA Chisato YUASA Kanako OH Sookyung ISHIDO Hina SASAKI Rino

MIKASE Midori FUKUDA Mai KIM　Minji MATSUDA Nana OCHI Haruka

NIPPON  3:35.17 CHINA  3:41.76 KOREA  3:54.59 Ashahikawa UNV H.S  3:56.94 HOKKAI H.S  4:00.06

HIROSAWA Mae LI　Xue HAN 　Jeongmi SATOH Mayu KADO Runa

IWATA Yuuna HUANG　Yan LEE 　Jiyoung IKEDA Jura TSUBUMI　Aya

TAKEISHI Konomi HUANG　Jiaxin KWON　Hayeong KANEKO Arisa MOTOKI Mizuho

UTSUNOMIYA　Eri WU　Xuetin SEO　Kyungjing KIDO Aoi ITOH Ai

ISHIOKA　Yuzuki  1.78 NAKANO　Haruka  1.75 KIM　Eunjeong  1.70

日本 日本 韓国

SEOK　Mijung  1.75

韓国

SAITOH　Marina  56.40 MORI　Yuka  55.82 HEO　Hyojeong  48.91 LEE　Woojin  45.26

日本 日本 韓国 韓国

武田　美里  24.43 (+0.4) 渡邉　ひかる  24.45 (+0.4) 島田　雪菜  24.72 (+0.4) 井越　朱梨  25.09 (+0.4) 床　杏莉  25.18 (+0.4) イブラヒム　愛紗  25.57 (+0.4)

北翔大学 駿河台大学 北海道ハイテクAC 日本体育大学 北翔大学 札幌国際大学

剱持　早紀  w12.83 (+2.6) 宮坂　楓  12.61 (+0.3) 剱持　クリア  w12.49 (+3.6) 小玉　葵水  12.28 (+2.0)

長谷川体育施設 ニッパツ 筑波大学 白樺学園高校

太田　亜矢  15.13 阿原　典子  14.16 小山田　芙由子  13.38 久保田　亜由  13.31 西山　藍那  13.20 石丸　来未  13.06

福岡大学クラブ 桜門陸友会 東京高校 帯広農業高校 帯広農業高校 福岡大学

山内　愛  53.22 北口　榛花  52.86 右代　織江  52.29 宮崎　奈月  44.61

長谷川体育施設 日本大学 新潟アルビレックスランニングクラブ 恵庭北高校

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

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
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共通女子 7月8日 100m
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小学女子 7月8日 100m
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3カ国交流女子 7月8日 200m

7月8日 4x100mR
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7月8日 800m
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7月8日

7月8日 やり投

南部GP女子 7月8日 200m

7月8日 走高跳

7月8日 三段跳

7月8日 やり投

w (wind assist) : 追風参考

7月8日 三段跳

7月8日 砲丸投


