
決勝記録一覧表　　女子

日付日付日付日付 種目種目種目種目

福島　千里 11"28 (-0.1) 髙橋　萌木子 11"77 (-0.1) 渡辺　真弓 11"80 (-0.1) 岡部　奈緒 11"83 (-0.1) 石田　智子 11"89 (-0.1) 北風　沙織 11"92 (-0.1) 佐野　夢加 12"01 (-0.1) 須田　紗織 12"20 (-0.1)

北海道ハイテクＡＣ 平成国際大学 ナチュリル 筑波大学 長谷川体育施設 北海道ハイテクＡＣ 都留文科大学職員 Ｍ＆Ｋ

渡辺　真弓 24"03 (-1.2) 今井　沙緒里 24"47 (-1.2) 久保倉　里美 24"78 (-1.2) 長倉　由佳 25"16 (-1.2) 五十嵐　由香 26"14 (-1.2)

ナチュリル 至学館大学 新潟アルビレックス 都留文科大学職員 平成国際大学

寺田　明日香 13"43 (-2.3) 石野　真美 13"70 (-2.3) 川崎　葵 14"02 (-2.3) 山崎　由加里 14"23 (-2.3) 清水　浩実 14"39 (-2.3) 水村　明日香 14"51 (-2.3) 中原　元子 14"51 (-2.3) 山本　千裕 15"10 (-2.3)

北海道ハイテクＡＣ 長谷川体育施設 都留文科大学 栄新薬 平成国際大学 平成国際大学 恵庭北高校 恵庭北高校

井村　久美子 6m54 (+1.8) 平加　有梨奈 w5m94 (+2.9) 湊　つばさ 5m85 (+1.2) 花岡　麻帆 5m81 (+1.4) 長平　奈々 5m73 (+1.3) 田渕　さくら w5m66 (+2.2) 山西　景子 5m45 (+0.7)

北翔大学 鳥取県教育委 成田国際高校教員クラブ 北海道教育大学岩見沢 東海大学北海道 札幌陸協

松本　百子 53m64 的場　葉瑠香 52m08 宮下　梨沙 51m31 右代　織江 50m96 吉田　恵美可 50m00 松尾　美幸 49m35 助永　仁美 47m98 中野　美沙 47m96

南島原ＴＡＣ 大体大ＴＣ 大体大ＴＣ 国士舘大学 大和ガス ロ加高校 大阪体育大学 茨城茗友クラブ

須崎　理子 14"72 (-2.8) 小林　未空 14"88 (-2.8) 別段　輝歩 15"37 (-2.8) 伊藤　千華 15"46 (-2.8) 河面　早姫 15"76 (-2.8) 乙坂　彩海 16"03 (-2.8) 石村　馨 16"59 (-2.8)

釧路地方陸協 道南陸協 道北陸協 空知陸協 オホーツク陸協 札幌陸協 小樽後志陸協

室蘭地方陸協 54"46 道北陸協 55"35 道南陸協 55"49 苫小牧地方陸協 56"04 釧路地方陸協 56"13 札幌陸協 56"26 十勝陸協 56"81 オホーツク陸協 57"71

和地　柚香 小島　美咲 谷山　有希 増原　莉南 山林　実由 赤坂　真凛 七海　詩織 三田　桜花

長谷　夏海 戸田　莉子 横山　実菜 松家　満愛 笹森　ゆさ 道関　史帆 紺野　晴香 上本　菜直世

上村　優奈 加門　真奈穂 三谷　薫 松家　千愛 西田　千穂 井上　里紗 館　未帆 富田　春菜

新居　里菜 笠間　麗妃 谷口　里奈 大本　和佳 佐藤　理子 長井　遥 真田　知苑 眞野　愛海

大橋　菜々子 13"56 (-2.9) 下谷　清絹 13"82 (-2.9) 土岐　有未 13"85 (-2.9) 武田　美里 13"90 (-2.9) 井上　綾子 14"02 (-2.9) 小山内　綾 14"07 (-2.9) 髙　のどか 14"23 (-2.9) 松田　紗詠子 14"33 (-2.9)

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

荒矢　紗央 10'16"91 中里　真夕 10'21"99 小田　未優 10'31"06 羽山　かれん 10'32"10 塩崎　日奈 10'37"18 坂口　琴美 10'37"79 田中　友佳子 10'38"77 滝本　映季 10'39"46

釧路・浜中茶内中 道南・函館付属中 十勝・音更緑南中 室蘭・登別明日中 道南・江差中 十勝・浦幌中 道南・函館付属中 道北・留萌港南中

道南陸協 48"64 札幌陸協 49"72 道央陸協 49"85 小樽後志陸協 50"12 十勝陸協 50"14 オホーツク陸協 50"97 苫小牧地方陸協 51"50 釧路地方陸協 56"25

清水　愛 城戸　美和 斉藤　もも 川渕　そら 武田　美里 長谷川　璃乃 永井　梨々夏 京谷　侑香

三谷　栞 千葉　華菜子 西田　唯子 岡部　唯香 鈴木　綾乃 奥山　梓 堀　京香 勘田　栄美菜

長谷　翠 野口　万希子 南　麻衣子 菅原　ミチル 安孫子　美希 津幡　まゆ 森　はるか 佐藤　ゆき

西本　亜海 小泉　優奈 澤口　有香 川上　りさ 田中　芽衣 郡山　空 松家　美典 山崎　琴己

立命館慶祥高 49"02 札幌大谷高 49"32 札幌国際情報高 49"38 函館大妻高 49"54 恵庭北高 49"68 旭川大学高 50"38

斎藤　ちひろ 本間　史恵 山本　紗暉 鷹　彩乃 中原　元子 蔵本　夕以子

若林　彩乃 石田　理都 野村　なみ 森広　優香 仲澤　由依 川瀬　りな

千葉　美沙希 中川　歩美 細川　菜瑠美 波　ちはる 戸澤　明音 青木　栄美花

大沼　文乃 勝木　玲美花 照屋　ほの佳 髙村　祐衣 星　沙也加 栗林　夏美

競技会名 第２３回　南部忠平記念陸上大会
期日・時刻 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

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女子 7月11日 100m

7月11日 200m

7月11日 100mH

7月11日 走幅跳
アイディアメンタルトレーニングセンター

7月11日 やり投

小学女子 7月11日 100m

7月11日 4x100mR

中学女子 7月11日 100m

7月11日 3000m

7月11日 4x100mR

高校女子 7月11日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考


