
日付 種目

黒澤　光  w10.40 (+2.7) 斉藤　颯斗  w10.53 (+2.7) 工藤　稔也  w10.60 (+2.7) 二上　祐一朗  w10.75 (+2.7) 加藤　勇司  w10.77 (+2.7) 大町　蓮  w10.79 (+2.7) 室谷　翔太郎  w10.82 (+2.7) 本所　蓮治  w10.83 (+2.7)

流通経済大学 流通経済大学 北海道栄高校 流通経済大学 中央大学 日立ＩＣＴ 中央大学 北海道栄高校

髙平　慎士  w21.20 (+2.1) 松久　新  w21.41 (+2.1) 日沼　凌介  w21.52 (+2.1) 進藤　和基  w21.64 (+2.1) 川本　怜平  w21.79 (+2.1) 森　周志  w22.34 (+2.1) 小堀　凌  w22.48 (+2.1) 加藤　凌眞  w22.81 (+2.1)

富士通 中央大学 東海大学 東海大学 東海大学北海道 北海道栄高校 札幌大学 札幌大学

小堀　凌  49.34 小野寺　将太  49.41 石井　祐太  49.70 長谷川　峻也  49.78 吉田　達也  49.86

札幌大学 旭川大学高校 フロスト札幌 札幌大学 札幌工業高校

佐々木　祐介  1:56.49 川本　新  1:56.62 田中　佑典  1:56.99 菊地　光太郎  1:57.49 酒井　健吾  1:58.15 末永　愉恭  1:59.51 尾崎　光  2:00.93

札幌学院大学 上智大学 室蘭清水丘高校 札幌南高校 北翔大学 旭川大学高校 北海高校

金井　大旺  w13.74 (+2.7) 岩船　陽一  w13.79 (+2.7) 加藤　慶彦  w14.07 (+2.7) 久保田　孝平  w14.17 (+2.7) 阿部　真弥  w14.33 (+2.7) 崎本　和誠  w14.45 (+2.7) 腰山　高弘  w14.55 (+2.7)

法政大学 サンメッセ 立命館大学 道南陸協 国際武道大学 流通経済大学 ＮＡＳＳ

記野　友晴  51.06 平村　太幹  52.68 舘野　哲也  52.78 佐々木　悠太  53.38 三浦　学  53.99 林　邑樹  54.54 黒畑　蓉  55.81

東邦銀行 中央大学 日立産機システム 日本大学 ALL 北海道教育大岩見沢校 札幌大学

山本　聖途  5.50 荻田　大樹  5.50 前田　智現  4.60 近藤　城主  4.60

トヨタ自動車 ミズノ 札幌東商高 北翔大学

嶺村　鴻汰  w7.85 (+3.8) 城山　正太郎  w7.84 (+2.1) 猿山　力也  w7.79 (+2.8) 下野　伸一郎  w7.78 (+3.5) 大岩　雄飛  w7.72 (+2.3) 佐久間　滉大  7.40 (+1.5) 品田　直宏  w7.36 (+3.3) 小西　康道  7.24 (+1.7)

モンテローザ 東海大学北海道 モンテローザ 九電工 モンテローザ 法政大学 岐阜経済大ＡＣ 白樺ＡＣ

山下　航平  w16.18 (+2.1) 山本　凌雅  16.01 (+1.4) 長谷川　大吾  15.89 (+1.2) 高木　陸太郎  w15.36 (+2.6) 黒田　寛亮  15.15 (+1.9) 水谷　司  15.08 (+1.7)

筑波大学 順天堂大学 日立ＩＣＴ 仙台大学 日立ＩＣＴ 帯広農業高校

新井　涼平  82.54 村上　幸史  81.81 ディーン　元気  74.83 長谷川　鉱平  73.47 小南　拓人  68.76 新垣　暁登  68.01 服部　将大  66.15 吉岡　諒亮  58.87

スズキ浜松ＡＣ NGR スズキ浜松ＡＣ ミズノ 福井陸協 国士舘大学 日立ＩＣＴ 中央大学 流通経済大学

上村　康介  11.43 (-1.3) 小山　裕生  11.50 (-0.5) 高橋　直也  11.54 (-0.5) 荒木　快斗  11.61 (-1.3) 安保　諒祐  11.66 (-1.3) 北山　龍之介  11.87 (-1.3) 今泉　政宗  11.90 (-2.1) 橋本　悠利  12.00 (-2.1)

室蘭地方陸協 道南陸協 札幌陸協 釧路地方陸協 札幌陸協 苫小牧地方陸協 道南陸協 オホーツク陸協

大熊　健斗  9:05.11 村上　太一  9:06.17 卜部　悠人  9:15.31 高橋　歩夢  9:19.90 池田　笙冴  9:23.36 兼松　凛  9:25.36 小野　隆一朗  9:33.28 濱田　晃旗  9:35.13

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

道南陸協  44.61 釧路地方陸協  44.75 十勝陸協  44.87 空知陸協  44.95 室蘭地方陸協  45.91 オホーツク陸協  46.34 小樽後志陸協  46.40 札幌陸協  48.49

山崎　健太郎 石嶋　彰成 逢坂　凛太 渕田　涼平 志田原　康太 阿部　紳之介 小澤　広夢 髙橋　和夢

小山　裕生 荒木　快斗 武田　隆太郎 七尾　大夢 船場　拓海 轉石　蓮 吉田　隼 丹後　舜

松本　俊太 塚野　紘己 袰地　岳 相木　岳斗 須藤　龍誠 久保　楓 阿部　怜優 瀬川　純平

山田　翔太 河野　稜太 天城　朝陽 鷹　祥永 上村　康介 橋本　悠利 岡　奎一郎 高橋　直也

山田　楓河  12.30 (+0.7) 宮田　龍昇  12.87 (-0.8) 杉本　健真  13.35 (-0.8) 猪飼　岳  13.54 (-1.1) 鈴木　凌斗  13.63 (+0.7) 吉田　拓海  13.67 (-0.8) 東原　良将  13.72 (+0.7) 工藤　優真  13.92 (-1.1)

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

宇野　利希  4:50.78 河野　恭一郎  4:54.07 本間　颯  4:54.10 小野　雄大  4:54.50 竹内　優心  4:57.31 中尾　泰思  4:59.01 黒川　遙斗  4:59.29 都香　太陽  5:02.71

道南陸協 札幌陸協 道北陸協 オホーツク陸協 道南陸協 苫小牧地方陸協 道北陸協 札幌陸協

十勝陸協  50.33 札幌陸協  52.86 室蘭地方陸協  53.58 オホーツク陸協  54.59 苫小牧地方陸協  55.17 釧路地方陸協  56.65 道北陸協  56.93 道南陸協  57.56

笹渕　遥人 吹浦　志門 橘　弘栄 堀内　新 鈴木　凌斗 石崎　琉輝 北村　青澄 高見　奏汰

清水　徹 猪飼　岳 吉田　拓海 山田　楓河 宮嶋　祥也 浅野　泰輝 丹羽　珀人 井倉　大翔

福田　哲稀 森山　創生 佐々木　敦也 谷澤　智崇 中尾　泰思 長谷川　智広 池田　優夢 中村　晴斗

櫻井　一夏 杉本　健真 毛利　友哉 加藤　聡真 佐藤　優 菅原　悠暉 竹原　湊 宮田　龍昇

井倉　大翔  5.13 櫻井　一夏  4.85 鈴木　凌斗  4.59 毛利　友哉  4.55 西迫　篤志  4.46 菅原　悠暉  4.42 椎　駿斗  4.12 讃渡　寛太  3.95

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

加藤　凌眞  w22.61 (+3.8)

札幌大学

加藤　慶彦  w14.15 (+2.3) 久保田　孝平  w14.24 (+2.3) 阿部　真弥  w14.40 (+2.3) 崎本　和誠  w14.50 (+2.3) 腰山　高弘  w14.68 (+2.3)

立命館大学 道南陸協 国際武道大学 流通経済大学 ＮＡＳＳ
7月10日 110mH

7月10日 走幅跳

チャレンジ男子 7月10日 200m

7月10日 1500m

7月10日 4x100mR

7月10日 4x100mR

小学男子 7月10日 100m

中学男子 7月10日 100m

7月10日 3000m

7月10日 三段跳

7月10日 やり投

7月10日 棒高跳

7月10日 走幅跳

7月10日 110mH

7月10日 400mH

7月10日 400m

7月10日 800m

7位 8位

共通男子 7月10日 100m

7月10日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

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 一般財団法人北海道陸上競技協会

競技会名 第29回南部忠平記念陸上競技大会
期日・時刻 2016/7/10 審判長 青山　清美　赤松　幸広

競技場名 札幌市厚別公園陸上競技場 記録主任 斉藤　一幸



北風　沙織  11.96 (+1.1) 町井　愛海  12.07 (+1.1) 床　杏莉  12.18 (+1.1) 竹中　弥里  12.37 (+1.1)

北海道ハイテクＡＣ 北斗浜分中学 恵庭北高校 東海大学北海道

武石　この実  55.30 熊澤　由真  57.56 銭谷　沙矢香  58.04 荒木　華苗  58.25 月岡　秀美  59.31 山田　千詠  59.53

東邦銀行 室蘭清水丘高校 北海高校 北海高校 旭川大学高校 旭川大学高校

鄭　蕙林  w12.86 (+3.1) 木村　文子  w13.06 (+3.1) 紫村　仁美  w13.42 (+3.1) 野村　有香  w13.66 (+3.1) 林　理紗  w14.06 (+3.1) 玉置　菜々子  w14.18 (+3.1)

韓国 エディオン 東邦銀行 福井陸協（福井銀行） 立命館大学 札幌啓成高校

清水　珠夏  w5.89 (+2.2) 町井　愛海  5.70 (+0.5) 新居　里菜  5.67 (+1.0) 西本　亜海  5.60 (+1.6) 御家瀬　緑  5.51 (+1.0) 山本　明日香  5.48 (+0.7)

城北信用金庫 北斗浜分中学 室蘭清水丘高校 北翔大学 札幌太平中学校 国士舘大学

北口　榛花  60.84 宮下　梨沙  55.88 海老原　有希  54.29 野下　ちはる  49.04 山本　妃那  43.81 平川　菜月  43.32 宮崎　奈月  38.53

日本大学 NGR 大体大Ｔ．Ｃ スズキ浜松ＡＣ 弟子屈高校 北海道教育大岩見沢校 静内高校 恵庭北高校

石堂　陽奈  12.60 (-0.6) アシィ　シオル  12.73 (-0.6) 稲垣　舞  12.95 (-1.8) 吉野　瑠花  13.07 (-0.6) 今村　心桜  13.13 (-0.6) 小林　芽菜  13.27 (-0.6) 根田　りりん  13.51 (-0.6) 東海林　夢  13.57 (-1.8)

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

金子　佑香  10:24.08 的場　椋子  10:25.28 村本　友花  10:27.01 佐々木　奈菜  10:29.48 武田　遥  10:34.03 栃谷　天寧  10:44.79 柴田　彩花  10:46.29 土井　愛由  10:47.20

オホーツク陸協 札幌陸協 道南陸協 道南陸協 道北陸協 道北陸協 空知陸協 十勝陸協

道北陸協  48.68 札幌陸協  49.04 空知陸協  49.28 道南陸協  49.31 釧路地方陸協  50.91 十勝陸協  51.37 オホーツク陸協  51.94 室蘭地方陸協  55.85

竹内　茉由美 道関　未柚 島津　結衣 東海林　夢 水野　桃花 藤澤　光代 大島　菜月 田中　椿姫

加藤　璃里香 御家瀬　緑 松田　奈夏 石堂　陽奈 白神　荷潤 今村　心桜 根田　りりん アシィ　シオル

谷　依吹 元木　瑞歩 渡辺　愛佳 秋山　桜花 馬場　夏音 袴田　千鈴 横山　明加 岡田　結愛

鈴木　くるみ 稲垣　舞 中山　璃子 工藤　望乃 小林　芽菜 青木　萌々花 浦田　葵 渡邊　侑花

佐藤　志保里  13.64 (-0.3) 石田　真夕  13.87 (+1.2) 南　うらら  14.02 (-0.3) 大沢　瑠華  14.04 (+1.2) 皆月　奈知  14.06 (+1.2) 山口　虹羽  14.13 (-0.3) 稲川　遥夏  14.14 (-0.3) 佐々木　凜来  14.17 (+1.2)

道南陸協 苫小牧地方陸協 釧路地方陸協 空知陸協 オホーツク陸協 札幌陸協 札幌陸協 道南陸協

石川　苺  2:28.58 徳田　璃音  2:28.62 上西　彩未  2:28.78 今井　杏  2:29.41 松木　七光  2:29.43 片井　瑚乃葉  2:30.85 嵐　月乃  2:32.95 泉　桃果  2:33.85

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

道北陸協  54.47 道南陸協  54.90 札幌陸協  55.19 十勝陸協  55.62 オホーツク陸協  55.70 釧路地方陸協  55.71 道央陸協  55.92 空知陸協  55.94

田中　美穂 高橋　美空 前川　日菜 岩田　美空 釜澤　歩果 松田　果蓮 水口　恋羽 大沢　瑠華

岩田　梨花 大濱　万里菜 稲川　遥夏 阿部　楓 北野　眞帆 南　うらら 小田　葉月 納村　琉愛

山崎　唯奈 佐々木　凜来 山口　虹羽 大森　奈々 皆月　奈知 水野　琳 浅井　香菜子 今田　萌花

野口　実央梨 佐藤　志保里 上西　彩未 澤村　愛花 佐藤　愛夕 工藤　凜 伊藤　綾音 鷹　奈生

納村　琉愛  4.81 髙橋　美月  4.39 笹木　佑良  4.35 前川　日菜  4.31 景山　心音  4.28 松田　果蓮  4.27 小田　葉月  4.21 大森　奈々  4.19

空知陸協 NGR 室蘭地方陸協 道南陸協 札幌陸協 小樽後志陸協 釧路地方陸協 道央陸協 十勝陸協

北風　沙織  w11.84 (+3.0) 町井　愛海  w11.97 (+3.0) 床　杏莉  w12.01 (+3.0)

北海道ハイテクＡＣ 北斗浜分中学 恵庭北高校

鄭　蕙林  w12.91 (+4.3) 木村　文子  w13.12 (+4.3) 紫村　仁美  w13.39 (+4.3) 林　理紗  w13.93 (+4.3) 玉置　菜々子  w14.23 (+4.3)

韓国 エディオン 東邦銀行 立命館大学 札幌啓成高校
7月10日 100mH

w (wind assist) : 追風参考

7月10日 走幅跳

チャレンジ女子 7月10日 100m

7月10日 800m

7月10日 4x100mR

7月10日 4x100mR

小学女子 7月10日 100m

中学女子 7月10日 100m

7月10日 3000m

7月10日 走幅跳

7月10日 やり投

7月10日 400m

7月10日 100mH

共通女子 7月10日 100m


