
競技会 第8回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会
期　日 2016年6月12日（日）
会　場 大阪府服部緑地陸上競技場

種目 順位 番号 氏名 フリガナ 所属 記録 風力 備考
100ｍ 1 70-0004 小原  唯弦 ｵﾊﾗ ｲﾂﾙ なにわジュニアAC 16秒50 -0.8m
100ｍ 2 70-0010 平川  靖士 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ 17秒60 -0.8m
100ｍ 3 70-0002 北野  晃聖 ｷﾀﾉ ｺｳｾｲ なにわジュニアAC 17秒90 -0.8m
100ｍ 4 70-0023 中垣  遥翔 ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾄ B.S.A.C 18秒53 -0.8m
100ｍ 5 70-0022 西田  陸真 ﾆｼﾀﾞ ﾘｸﾏ B.S.A.C 19秒49 -0.8m
100ｍ 6 70-0009 坂田  夕海 ｻｶﾀ ﾕｳﾅ なにわジュニアAC 20秒29 -0.8m
100ｍ 1 80-0036 井田    想 ｲﾀﾞ ｺｺﾛ 京小陸 13秒27 -0.5m
100ｍ 2 80-0020 北川  稜輝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｷ なにわジュニアAC 15秒26 -0.5m
100ｍ 3 80-0011 山森  涼風 ﾔﾏﾓﾘ ﾘｮｳﾌｳ 15秒92 -0.5m
100ｍ 4 80-0007 中尾虎太郎 ﾅｶｵ ｺﾀﾛｳ B.S.A.C 17秒49 -0.5m
100ｍ 5 80-0021 向井    陽 ﾑｶｲ ﾊﾙ なにわジュニアAC 18秒20 -0.5m
100ｍ 6 80-0005 丸山  直大 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ B.S.A.C 18秒26 -0.5m
100ｍ 1 80-0015 谷野  優大 ﾀﾆﾉ ﾕｳﾀﾞｲ なにわジュニアAC 13秒82 -1.2m
100ｍ 2 80-0018 中垣  優太 ﾅｶｶﾞｷ ﾕｳﾀ なにわジュニアAC 13秒96 -1.2m
100ｍ 3 80-0016 ｱｸﾞﾜｵﾝﾆｪ ｳｫｰｽｰ ﾁｬｰﾘｰﾍﾞｲｱｸﾞﾜｵﾝﾆｪ ｳｫｰｽｰ ﾁｬｰﾘｰﾍﾞｲなにわジュニアAC 14秒01 -1.2m
100ｍ 4 80-0017 阿部  雄斗 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ なにわジュニアAC 14秒06 -1.2m
100ｍ 5 80-0019 田中  遼司 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ なにわジュニアAC 14秒20 -1.2m
100ｍ 6 80-0006 戸谷  優太 ﾄﾀﾆ ﾕｳﾀ B.S.A.C 16秒03 -1.2m
100ｍ 7 80-0003 小原  嗣生 ｵﾊﾗ ﾂｸﾑ B.S.A.C 16秒81 -1.2m
100ｍ 8 80-0013 白石  征也 ｼﾗｲｼ ｾｲﾔ -1.2m
100ｍ 1 80-0032 島田  幸羽 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ なにわジュニアAC 14秒98 -0.4m
100ｍ 2 80-0031 西田菜々海 ﾆｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ なにわジュニアAC 16秒71 -0.4m
100ｍ 3 80-0034 藤本  一花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ なにわジュニアAC 17秒11 -0.4m
100ｍ 4 80-0035 高木    奏 ﾀｶｷﾞ ｶﾅﾃﾞ なにわジュニアAC 19秒59 -0.4m
100ｍ 5 80-0033 菅沼  瑠花 ｽｶﾞﾇﾏ ﾙｶ なにわジュニアAC 21秒36 -0.4m
100ｍ 1 80-0029 高木さき音 ﾀｶｷﾞ ｻｷﾈ なにわジュニアAC 15秒40 -0.3m
100ｍ 2 80-0012 島田    洸 ｼﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ 16秒24 -0.3m
100ｍ 3 80-0030 角野  心春 ｶｸﾉ ｺﾊﾙ なにわジュニアAC 17秒27 -0.3m
100ｍ 4 80-0014 山田  響子 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｺ 17秒96 -0.3m
100ｍ 1 80-0025 波江野碧羽 ﾊｴﾉ ｱｵﾊ なにわジュニアAC 14秒07 -0.9m
100ｍ 2 80-0026 島田  幸捺 ｼﾏﾀﾞ ｺﾅﾂ なにわジュニアAC 14秒53 -0.9m
100ｍ 3 80-0028 吉村    心 ﾖｼﾑﾗ ｺｺﾛ なにわジュニアAC 14秒87 -0.9m
100ｍ 4 80-0024 熊田  光佑 ｸﾏﾀﾞ ｺｳ なにわジュニアAC 14秒88 -0.9m
100ｍ 5 80-0027 飯田  瑞希 ｲｲﾀﾞ ﾐｽﾞｷ なにわジュニアAC 15秒61 -0.9m
100ｍ 6 80-0008 松尾  京香 ﾏﾂｵ ｷｮｳｶ B.S.A.C 16秒31 -0.9m
100ｍ 7 80-0001 北野  恵莉 ｷﾀﾉ ｴﾘ B.S.A.C 17秒01 -0.9m



競技会 第8回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会
期　日 2016年6月12日（日）
会　場 大阪府服部緑地陸上競技場

種目 氏名 所属 記録 備考
4×100mR ｱｸﾞﾜｵﾝﾆｪ ｳｫｰｽｰ ﾁｬｰﾘｰﾍﾞｲ なにわジュニアAC＜A＞ 53秒41

阿部　雄斗
中垣　優太
田中　遼司

4×100mR 熊田　光佑 なにわジュニアAC＜C＞ 55秒42
波江野　碧羽
島田　幸捺
飯田　瑞希

4×100mR 吉村　心 なにわジュニアAC＜D＞ 1分00秒96
高木　さき音
西田　菜々海
島田　幸羽

4×100mR 谷野　優大 なにわジュニアAC＜B＞ 1分03秒95
北川　稜輝
向井　陽
西田　陸真

4×100mR 北野　晃聖 B.S.A.C 1分05秒48
小原　嗣生
小原　唯弦
丸山　直大

4×100mR 角野　心春 なにわジュニアAC＜E＞ 1分12秒92
菅沼　瑠花
藤本　一花
高木　奏


