
決　勝　記　録　一　覧　表
日清食品カップ
第26回全国小学生陸上競技交流大会・茨城県選考会  10080303
主催：茨城陸上競技協会 2010年7月10日（土）

<男子>
種　目

5年100m 青野　紫音 14.19 小松崎　佑斗 14.20 折笠　来紀 14.43 黒川　大貴 14.43 加藤　拓己 14.64 樋川　圭那 14.95 君和田　輝 15.05 新妻　孝太 15.21

-0.6 松２BDC 双葉台ク 豊郷ク 豊岡ク 竜ケ崎Jｒ 酒門T＆Fク 豊郷ク 玉里スポーツク

6年100m 坂本　英駿 12.88 菅原　聡 13.14 中村　日向大 13.26 延吉　圭介 13.40 長瀬　和希 13.52 五十嵐　竜輝 13.71 林田　健志 13.88 倉持　丈志 17.07

-2.1 KKN 水戸市陸上 岩井第二ク 日立陸上ク チーム石下 柳川ク 竜ヶ崎Jr 坂東七重T＆F

80mH 佐藤　謙次郎 12.80 齋藤　昌平 13.60 益子　直弥 13.73 大和田　快晴 13.75 水戸部　海晴 14.09 佐藤　寛喜 14.22 佐伯　一乃 14.33 内田　竜聖 15.75

-1.7 いなしきA・I　6 いなしきA・I　6 川島ク 6 竹島ク 6 竜ヶ崎Jr 6 竜ヶ崎Jr 6 やなぎまちク 6 水海道TFC 6

日立陸上ク 54.93 竜ヶ崎Jr陸上ク 55.02 川島ク 55.37 筑西大田ク 55.41 養蚕ク 55.58 下館陸上ク 55.80 水戸市陸上 56.28 チーム石下 56.33

安田　悠人 飯岡　奨 関　洸希 畠山　貴嗣 堀江　宗薫 斎藤　涼太郎 中山　瞬介 佐藤　大地

延吉　圭介 水戸部　海晴 渡邉　圭都 清水　康平 吉原　友希 小野澤　絢也 大和田　聖也 長瀬　和希

玉川　光誠 佐藤　寛喜 山内　大也 水越　亮汰 藤木　彰人 宮嶋　渉 保坂　和弥 網澤　康輝

菊池　葉耶斗 林田　健志 瀧田　和輝 石川　翔太 野澤　大輝 髙橋　信隆 菅原　聡 根本　敦史

桑澤　拓也 1m36 清宮　岳 1m33 堀江　宗薫 1m33 木村　光希 1m24 田中　大介 1m21 倉持　尚貴 1m21 梅津　雄真 1m21 伊藤　陽 1m18

坂東七重T&F　6 旭北ク　6 養蚕ク　6 坂東七重T&F　6 大生ク 6 チーム菅生　6 大野原ファイターズ 6 双葉台ク　6

郡山　圭吾 4m50 中野　晴企 4m29 藤木　彰人 4m26 枝村　祐吾 4m24 江原　海都 4m23 新井　智也 4m22 鯉沼　享輔 4m16 前野　大河 4m07

軽野AC　6 0.0 竹島ク 6 +1.9 養蚕ク　6 -0.6 大野原ファイターズ 6 +0.1 水海道TFC　6 +1.0 わかしかク　6 -0.2 水戸市陸上　6 +0.2 酒門T&Fク　6 +1.1

中根　大樹 71ｍ24 立木　陽翔 62ｍ34 松本　祐 62ｍ31 鈴木　健人 60ｍ16 浅野　辰樹 57ｍ77 山﨑　亮 55ｍ81 大川　敬輔 54ｍ99 中西　隼大 54ｍ31

上島東ク 6 大会新 チーム絹西 6 下館陸上ク 6 ふかさくク 6 竜ヶ崎Jr 6 布川ク 6 潮来ク 6 平井ク 6

<女子>
種　目

5年100m 細野　望 14.58 岡野　瑞希 14.71 竹林　実優 14.71 松本　彩 14.84 浅野　瑞姫 15.10 篠原　果歩 15.23 櫻井　雅 15.23 齋藤　有菜 15.24

-1.0 大田ク ビーイング 玉ク 水戸市陸上 竜ヶ崎Jr 日立陸上ク 水海道T&Fク 平井ク

6年100m 渡具知　莉子 13.44 阿部　百恵 13.91 名越　優衣 14.07 谷田部　莉央 14.08 根本　実佳 14.28 瀧　優梨紗 14.35 野澤　知夏 14.39

0.0 竜ケ崎Jｒ 大会新 日立陸上ク 竜ケ崎Jｒ 玉ク さかえ陸上ク 酒門T＆Fク 川島ク

80mH 山崎　朱夏 13.92 鈴木　優女 14.14 平　ひと美 14.40 中野　理沙 14.59 向井　響子 14.62 原田　萌花 14.79 浦野　りょう 15.05 福本　彩夏 15.32

+0.9 ビーイング 6 川島ク 6 竜ケ崎Jｒ 6 川島ク 6 アスレッコク 6 深芝ク 5 岡田ク 6 黒沼ク 6

日立陸上ク 55.17 玉ク 56.31 竜ヶ崎Jr陸上ク 56.66 川島ク 56.88 ビーイング 57.38 アスレッコク 58.21 酒門T＆Fク 58.33 筑西大田ク 59.17

照沼　美穂 竹林　実優 名越　優衣 鈴木　優女 山﨑　朱夏 桜庭　彩夏 長田　朱加 坪井　知衣菜

岸田　祐花 谷田部　莉央 鈴木　夏乃 渡辺　美空 望月　はるか 小松沢　もも花 舛田　美咲 細野　望

佐藤　朝香 館野　美優 浅野　瑞姫 梅井　珠実 澤田　彩恵 酒井　桃子 大須田　莉子 堀米　舞祐香

阿部　百恵 飯島　莉紗子 平　ひと美 野澤　知夏 岡野　瑞希 向井　響子 瀧　優梨紗 丸林　甲

髙橋　みさえ 1ｍ27 北島　美季 ②1ｍ24 堀江　知未 ②1ｍ24 内山　栞奈美 1ｍ24 櫻井　瞳 ⑤1ｍ21 中村　悠真 ⑤1ｍ21 中山　歩美 1ｍ21 小松沢　もも花 1ｍ21

大野原ファイターズ 6 竹島ク 6 五箇クラブ 6 旭北ク 6 大生ク 6 中野東ク 6 関城西ク 5 アスレッコク 6

鈴木　夏乃 4ｍ47 岸田　祐花 4ｍ18 谷貝　帆奈美 3ｍ97 坪谷　帆那梨 3ｍ97 増田　和可子 3ｍ87 四位　愛美 3ｍ79 古谷ナナ 3ｍ72 黒須　恵望奈 3ｍ62

竜ケ崎Jｒ 6 +0.3 日立陸上ク 6 0.0 関城西ク 6 +1.7 岡田ク 6 +0.1 岡田ク 6 0.0 さかえ陸上ク 6 0.0 チーム絹西 5 -0.2 豊郷クラブ 5 +0.5

黒田　愛莉 46ｍ72 毛塚　ちひろ 43ｍ21 髙橋　葵 41ｍ78 河内　ゆみ 40ｍ27 山口　桃実 37ｍ40 小嶋　寧来 37ｍ36 小薗　桃香 36ｍ80 山口　紗季 36ｍ44

やなぎまちク 6 二の宮ク 6 ビーイング 6 玉里スポーツク 6 チーム絹西 5 チーム石下 6 双葉台ク 6 大野原ファイターズ 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 晴 30.2 55 西南西 0.4
11:00 晴 31.0 51 南西 1.6
12:00 晴 32.0 46 南西 1.4
13:00 晴 30.4 34 東 0.6
14:00 晴 31.0 30 南東 2.0
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