
競技会 第9回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会
期　日 2017年5月5日（金・祝）
会　場 大阪府服部緑地陸上競技場

種目 組 順位 番号 氏名 フリガナ 性別 所属 記録 風力
100m 1 80-0126 阿部　真輝斗 ｱﾍﾞ ﾏｷﾄ 男 なにわジュニアAC 15秒91 -1.5m

2 80-0138 宮川　澄也 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄｳﾔ 男 枚方市 16秒20 -1.5m
3 80-0139 平川　靖士 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ 男 神戸市東灘区 17秒11 -1.5m
4 70-0128 中垣　遥翔 ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾄ 男 なにわジュニアAC 17秒49 -1.5m
5 80-0143 北野　晃聖 ｷﾀﾉ ｺｳｾｲ 男 B.S.A.C 18秒07 -1.5m
6 80-0140 指田　駿太 ｻｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 男 兵庫県尼崎市 18秒17 -1.5m
7 70-0127 西田　陸真 ﾆｼﾀﾞ ﾘｸﾏ 男 なにわジュニアAC 18秒98 -1.5m
8 80-0148 川島　侑己 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｷ 男 和歌山県有田市 20秒11 -1.5m
1 80-0123 藤原　岳史 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾞｸｼ 男 なにわジュニアAC 14秒14 +0.9m
2 80-0124 中崎　櫂斗 ﾅｶｻﾞｷ ｶｲﾄ 男 なにわジュニアAC 14秒91 +0.9m
3 80-0147 永柄　風星 ｴｶﾞﾗ ﾌｳｾｲ 男 B.S.A.C 16秒39 +0.9m
4 80-0125 向井　陽 ﾑｶｲ ﾊﾙ 男 なにわジュニアAC 16秒97 +0.9m
5 80-0144 丸山　直大 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 男 B.S.A.C 18秒27 +0.9m
1 80-0149 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅ 健太 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅｹﾝﾀ 男 なにわジュニアAC 14秒12 +0.8m
2 80-0122 津田　慎 ﾂﾀﾞ ｼﾝ 男 なにわジュニアAC 14秒28 +0.8m
3 80-0121 北川　稜輝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｷ 男 なにわジュニアAC 14秒31 +0.8m
5 80-0146 安藤　靖馬 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ 男 B.S.A.C 17秒76 +0.8m
4 80-0145 中尾　虎太郎 ﾅｶｵ ｺﾀﾛｳ 男 B.S.A.C 16秒65 +0.8m
1 80-0142 指田　夏実花 ｻｼﾀﾞ ｶﾉﾊ 女 兵庫県尼崎市 18秒62 -1.2m
2 70-0137 宮川　ひなた ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ 女 枚方市 18秒76 -1.2m
1 80-0132 島田　幸羽 ｿﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ 女 なにわジュニアAC 14秒12 -1.3m
5 80-0130 角野　心春 ｶｸﾉ ｺﾊﾙ 女 なにわジュニアAC 16秒58 -1.3m
2 80-0133 藤本　一花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 女 なにわジュニアAC 15秒61 -1.3m
6 80-0141 指田　星秋華 ｻｼﾀﾞ ｾﾄﾊ 女 兵庫県尼崎市 16秒74 -1.3m
3 80-0135 上村　凛子 ｳｴﾑﾗ ﾘﾝｺ 女 なにわジュニアAC 15秒85 -1.3m
4 80-0134 佐々木　乃愛 ｻｻｷ ﾉｱ 女 なにわジュニアAC 15秒99 -1.3m
7 80-0129 田尾　凛佳 ﾀｵ ﾘﾝｶ 女 なにわジュニアAC -1.3m
8 80-0131 西田　菜々海 ﾆｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 女 なにわジュニアAC -1.3m

種目 順位 番号 氏名 フリガナ 性別 所属 記録
4×100mR 80-0132 島田　幸羽 ｿﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ

80-0135 上村　凛子 ｳｴﾑﾗ ﾘﾝｺ
80-0133 藤本　一花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ
80-0134 佐々木　乃愛 ｻｻｷ ﾉｱ
80-0122 津田　慎 ﾂﾀﾞ ｼﾝ
80-0120 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅ 健太 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅ ｹﾝﾀ

80-0121 北川　稜輝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｷ
80-0123 藤原　岳史 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾞｸｼ
80-0126 阿部　真輝斗 ｱﾍﾞ ﾏｷﾄ
80-0124 中崎　櫂斗 ﾅｶｻﾞｷ ｶｲﾄ
80-0125 向井　陽 ﾑｶｲ ﾊﾙ
70-0128 中垣　遥翔 ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾄ
80-0144 丸山　直大 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ
80-0005 永柄　風星 ｴｶﾞﾗ ﾌｳｾｲ
80-0146 安藤　靖馬 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ
80-0145 中尾　虎太郎 ﾅｶｵ ｺﾀﾛｳ
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