
決　勝　記　録　一　覧　表
日清食品カップ
第24回全国小学生陸上競技交流大会・茨城県選考会  08080006
主催：茨城陸上競技協会 2008年6月22日（日） 笠松運動公園陸上競技場 081010

<男子>
種　目

5年100m 平沼　翔太 13.84 武田　諒太 14.37 根本　飛雅 14.47 平　和真 14.49 中山　広貴 14.63 宮本　大雅 14.66 高橋　輝 14.68 渡邊　舜 14.73

+3.0 鉾田諏訪ク 北浦ビギンズ 鉾田AC 竜ヶ崎Jrク 水戸陸上ク 阿見ク 酒戸T＆Fク 鉾田AC

6年100m 森永　浩壽 12.78 鈴木　雄登 12.90 中嶋　裕也 12.92 大久保　拓海 13.20 菊池　優汰 13.32 青野　紘季 13.40 飯田　拓人 13.45 木下　亮真 13.79

+1.1 二の宮ク 久米ク 結城山川Jrク チーム伊讃 山方サッカー少 波崎東ク 桜南T.C アスレッコク

80mH 松本　風雅 12.73 遠藤　太郎 12.80 渡辺　裕貴 13.15 曻　悠人 13.46 三浦　奎 13.60 落合　大樹 13.77 大野　晃祥 13.84 大川　智也 13.90

+1.8 いなしきA.I6 土浦たまきク6 チーム伊讃6 竜ヶ崎Jrク6 竜ヶ崎Jrク6 上妻ク6 アスレッコク6 軽野東ク6

アスレッコク 竜ヶ崎Jrク チーム伊讃 筑西大田ク 土浦たまきク 二の宮ク チーム菅生 チーム水海道

高山　直也 大野　修平 宮本　燿平 渡邉　亮汰 遠藤　太郎 森永　浩壽 佐賀　豪 武藤　洋聖

大野　晃祥 53.64 三浦　奎 54.93 大久保　拓海 55.50 杉山　司 55.79 眼龍　達矢 56.27 村田　瑞樹 56.41 中村　一登 57.81 石川　翔大 58.83

石橋　壮太 曻　悠人 野澤　友彦 長嶋　雅人 山口　修一 吉田　諭史 仲永　真 梅田　涼

木下　亮真 大川　信吾 青柳　希 老田　和弘 木村　洋介 田﨑　直剛 佐賀　賢 山崎　天夢

長沼　翔汰 1m30 石川　喬大 1m30 奥井　智也 1m30 岩佐　尚武 1m27 高山　直也 1m24 岡山　皓星 1m21 毛塚　拓巳 1m21 武田　啓佑 1m21

大原野ク6 チーム五箇6 土浦たまきク6 ひばりク6 アスレッコク6 息栖ク6 坂東七重T＆F6 川島ク5

鈴木　大史 4m30 青木　宏嗣 4m28 武井　俊樹 4m26 梅田　涼 4m18 小國　侑介 4m07 宮本　燿平 4m03 坂田　周平 3m96 小倉　惇也 3m88

チーム絹西6 +1.5 上妻ク6 +1.7 チーム石下6 +1.8 チーム水海道6 +2.9 阿見ク6 +0.3 チーム伊讃6 +2.9 チーム水海道6 +1.9 東山ク6 +2.3

眼龍　達矢 65m89 青柳　希 61m49 下宮路　力男 55m13 松山　剣志郎 52m84 宮部　翔也 51m77 古内　司 51m48 中川　一稀 51m05 時野谷　駿 50m74

土浦たまきク6 チーム伊讃6 大野原西ク6 酒戸T＆F6 吉沢　陸上ク6 世矢ク6 息栖ク6 チーム伊讃6

<女子>
種　目

5年100m 塩沢　のぞみ 14.27 倉田　茜 14.49 君嶋　莉緒 14.76 川田　麗奈 14.94 藪田　晶 15.02 末満まろか 15.07 鈴木　萌果 15.23 小松崎　栞 15.42

+1.6 津田ク チーム水海道 水戸市陸上 竜ヶ崎Ｊｒク 都和アスリート ひがし陸上 日立陸上ク 津澄ク

6年100m 渡来　恭佳 13.76 安嶋　千晶 14.04 千葉　和佳菜 14.06 井口　貴美 14.18 山口　日菜子 14.34 古田　美有 14.49 力石　眞子 14.63 上野あかね 14.68

+2.6 取手寺原ク 上小川ク 桜南TC ひがし陸上 水戸市陸上 竜ヶ崎Ｊｒク アスレッコク 石塚陸上ク

80mH 金子　ゆかり 13.68 風間　奈菜 13.85 武藤　千夏 14.20 渡辺　弥恵 14.28 清水　円 14.51 川田　純菜 14.63 安平　理紗 14.81 稲葉　朱里 15.21

+1.3 チーム水海道6 波崎西ク6 布川ク6 ひがし陸上ク6 アスレッコク6 双葉台ク6 河野ク5 城西ク6

アスレッコク 筑西大田ク ひがし陸上 日立陸上ク チーム水海道 竜ヶ崎Ｊｒク 桜南TC 大野原西ク

石持　由希絵 大山　佳奈 井口　貴美 村山　莉帆 金子　ゆかり 古田　美有 西島　梢 秋山　未来

力石　眞子 56.82 中山　知洋 57.64 竹尾　芽生 58.34 鈴木　萌果 59.23 丹波　澪香 59.24 高野　明日美 59.33 巽　ありさ 59.69 梅津　聖奈 59.91

小西　晴佳 山本　菜央 末満　まろか 小池　美沙 倉田　茜 森木　ちなつ 白井　まこ 田村　郁乃

清水　円 宮本　真理絵 山﨑　詩乃 矢板　里穂 長谷川　真保 荒関　愛里 千葉　和佳菜 井上　果歩

西島　梢 1m30 笹本　佑衣 1m27 本田　奈々 1m24 田名辺　綾華 1m24 細田　春夏 1m21 石塚　祐衣 1m21 ⑦菅谷　真優 双葉台ク6 ⑦岡野　真理 チーム菅原5

桜南TC6 大会タイ 柳川ク6 阿見ク6 竜ヶ崎Ｊｒク6 阿見ク6 チーム水海道6 ⑦尾又　由佳乃 双葉台ク6 1m10

秋田　理雅 4m00 柏　未沙希 3m94 高野　明日美 3m90 山田　彩加 3m88 森木　ちなつ 3m85 萩谷　伶名 3m78 疋田　真唯 3m78 伊藤　聖夏 3m66

二の宮ク6 +1.3 鉾田AC6 +1.5 竜ヶ崎Jrク6 +0.8 酒門T＆Fク6 +2.8 竜ヶ崎Ｊｒク6 +2.5 双葉台ク6 +3.6 水戸市陸上6 +2.1 藤代ジュニアバトミントンク6

山中　束紗 50m50 柳澤　典子 48m37 倉持　佳奈 38m70 魚田　梨乃 38m64 古谷　理枝 37m99 多田　侑示 37m34 井坂　有花 37m17 村上　朋映 36m97

結城絹少ク6 チーム水海道6 坂東七重T＆F6 布川ク6 布川ク6 軽野ク6 久米ク5 当間ク6

記録・情報処理員主任 柴田　克英
時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s

10:00 雨 20.6 97 東北東 3.4
11:00 雨 20.4 97 北東 2.0
12:00 雨 20.8 92 北東 3.8
13:00 雨 20.8 97 北東 3.0
14:00 雨 20.8 97 北北東 1.9

４　　　位
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1　　　位 ２　　　位 ３　　　位
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