
決勝記録一覧表　　男子

日付日付日付日付 種目種目種目種目

木村　慎太郎 10"75 (-3.5) 佐久間　康太 10"84 (-3.5) 宮崎　久 10"91 (-3.5) 高平　慎士 10"93 (-3.5) 小原　真悟 10"99 (-3.5) 藤光　賢司 11"01 (-3.5) 草野　誓也 11"03 (-3.5) 原　翔平 11"05 (-3.5)

アシックス アブクマＡＣ ＢＷＣ藍田学舎 富士通 早稲田大学 セーレン 順天堂大学 福岡大学

廣瀬　英行 47"22 堀籠　佳宏 47"44 長島　正憲 47"63 石塚　祐輔 47"87 近藤　敦嗣 48"26 山口　有希 48"41 中村　忠 48"47

慶應義塾大学 富士通 日本体育大学 ミズノアスレティック 中央大学 大阪ガス 福岡大学

山崎　謙吾 48"26

埼玉栄高校

内藤　真人 13"88 (-2.4) 大橋　祐二 14"10 (-2.4) 飯田　将之 14"14 (-2.4) 堤　毅 14"15 (-2.4) 西澤　真徳 14"16 (-2.4) 岩船　陽一 14"29 (-2.4) 森田　俊一 14"37 (-2.4) 隈元　康太 15"41 (-2.4)

ミズノ ミズノ ミズノアスレティック Ｃ．Ｆ．Ａ 鳥取県教育委 サンメッセ 順天堂大学 モンテローザ

土屋　光 2m16 西村　達弥 2m10 江戸　祥彦 2m10 髙張　広海 2m10 舟瀬　勇太 2m10 古川　佑生 2m05

モンテローザ 金沢大学 札幌陸協 日立ＩＣＴ 中京大学 日本体育大学

佐藤　庸平 2m10

東海大学

久保田　聡 2m10

モンテローザ

梶川　洋平 w16m41 (+3.6) 稲葉　広幸 w16m05 (+3.4) 堀内　敬鷹 15m54 (+2.0) 角山　貴之 15m52 (+1.7) 長谷川　大悟 15m40 (+1.9) 石川　和義 15m38 (+1.2) 花谷　昴 w15m34 (+4.0) 丸　嵩弘 15m23 (+2.0)

Ｍ＆Ｋ ＴＡＣ マリンポリス 国士舘クラブ 東海大学 高知ユニオン 大阪ガス 順天堂大学

小林　志郎 53m64 宮内　優 52m39 堤　雄司 51m28 秋本　啓太 49m95 町田　慎 48m74 右代　啓祐 45m71

新潟日報社 大会新 モンテローザ 大会新 国士舘大学 ミズノアスレティック 国際武道大学大学院 国士舘大学

伊深　愛生 13"68 (-1.7) 田中　誠基 14"25 (-2.7) 由利　隼也 14"29 (-1.7) 千代　学 14"82 (-2.7) 森田　裕慈 14"93 (-1.7) 野村　夢叶 14"99 (-1.7) 藤田　礁瑚 15"65 (-1.7) 西村　渓太 15"67 (-2.7)

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

札幌陸協 51"78 道南陸協 52"08 道北陸協 52"36 十勝陸協 52"77 オホーツク陸協 53"92 室蘭地方陸協 54"82 小樽後志陸協 55"41 釧路地方陸協 57"86

近藤　佑斗 斉藤　海人 山崎　凱斗 千代　学 平山　太慎 中島　翼 櫻井　彪吾 川森　嵩大
石谷　拓也 工藤　稔也 大洲　巧光 佐々木　大 小笠原　郷 北山　尚暉 伊藤　大樹 金橋　佳佑
吉本　慶太朗 石井　淳 相馬　悠汰 水谷　司 藤吉　廉 斉藤　晃太 川渕　陸 工藤　優聖
前田　将 松野　和希 野村　隼人 小林　朗人 高橋　祐守 阿部　晃樹 長谷川　廉 高田　孔明

細野　克彦 12"00 (-0.9) 河瀬　遥紀 12"18 (-3.2) 坂本　光 12"26 (-0.9) 髙石　一平 12"36 (-3.2) 中川　聖士 12"39 (-0.9) 長谷川　鎮摩 12"46 (-0.9) 和田　広夢 12"62 (-3.2) 青柳　竜太 12"78 (-0.9)

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

新関　涼介 8'59"76 谷口　創大 9'14"07 桂川　直也 9'15"37 盛　直之 9'17"23 野田　克哉 9'21"41 藤澤　郡 9'22"20 谷口　昴平 9'26"09 渡辺　陸 9'29"22

道北・上富良野中 道北・上富良野中 道南・函館的場中 札幌・札幌前田中 道南・北斗浜分中 小樽後志・蘭越中 十勝・帯広第八中 札幌・札幌啓明中

札幌陸協 43"94 釧路地方陸協 44"43 道北陸協 44"80 十勝陸協 44"85 空知陸協 45"26 オホーツク陸協 45"28 道南陸協 49"01

花田　拓海 小山内　隼斗 谷村　勇輔 飯塚　和希 田中　雅晃 田中　佑典 馬庭　竜海
齋藤　輝志 高橋　優 大洲　陽弘 一圓　光基 長尾　拓也 秋山　匠 川田　和輝
貞池　秀哉 荒　敬太 高橋　光希 河瀬　遥紀 北村　茂雄 藤田　裕哉 秋山　魁杜
萩原　文博 池田　圭吾 川村　清一郎 竹内　隼哉 原　宗一郎 林　邑樹 柴田　浩登

北海道栄高 41"90 札幌国際情報高 42"80 室蘭大谷高 43"20 市立函館高 43"24 旭川大学高 44"02 札幌南高 44"37

田中　勝大 本間　崇裕 加藤　創 古田　郁弥 市澤　良幸 田邊　伸彦
日沼　凌介 今井　誠二郎 上木　孝祐 松田　諭知 前田　寛征 大竹　雅俊
中村　幸輝 高桑　充裕 渡邉　真之介 若松　遼介 佐藤　陽太 菅谷　圭祐
栗井　一成 遠藤　純貴 西方　一史 腰山　高弘 山岸　誠知 別所　光

2010/7/11 審判長 品田　吉博

競技場名 札幌市円山競技場 記録主任 薄　　　　昇

主催団体名 (財)北海道陸上競技協会 陸協名 (財)北海道陸協　01

競技会名 第２３回　南部忠平記念陸上大会
期日・時刻

1111位位位位 2222位位位位 3333位位位位 4444位位位位 5555位位位位 6666位位位位 7777位位位位 8888位位位位

GP男子 7月11日 100m

7月11日 400m

7月11日 110mH

7月11日 走高跳

7月11日 三段跳

7月11日 円盤投

小学男子 7月11日 100m

7月11日 4x100mR

中学男子 7月11日 100m

7月11日 3000m

w (wind assist) : 追風参考

1 : 大会記録

7月11日 4x100mR

高校男子 7月11日 4x100mR


