
決勝記録一覧表
日清食品カップ　第30回全国小学生陸上競技交流大会　茨城県代表選考会（14080006）
主催：茨城陸上競技協会 ２０１４年６月２１日（土） 笠松運動公園陸上競技場（081010）

月日 種目
勝田　至恩(5) 14.02 田山　敢大(5) 14.12 池嶋　公清(5) 14.19 荒宇助警思(5) 14.23 浅倉　聡太(5) 14.41 青木　詩恩(5) 14.57 金崎　拓磨(5) 14.59 大塚　日向登(5) 14.82

都和南ス 美野里ク さかえ陸上ク 三妻 わかしかク 竜ヶ崎ｼﾞｭﾆｱ 結城西 日立陸上ク

中山　琉唯(6) 12.44 藤岡　愛斗(6) 12.84 沼田　良太(6) 12.92 川口　龍之介(6) 13.01 市村　大和(6) 13.18 池場　翔(6) 13.19 山田　叶太(6) 13.40 中村　勇斗(6) 14.55

江川北 潮来 水戸市陸上 三妻 美野里ク 城西 双葉台ク 平井ク

齊田　幸希(6) 13.07 大内　龍斗(6) 13.27 木村　祐太郎(6) 13.37 細川　展世(6) 13.60 箱守　秀輝(6) 13.65 福島　柊哉(6) 14.05 神谷　祐太郎(6) 14.13 古沢　育巳(6) 14.20

竜ヶ崎ｼﾞｭﾆｱ 旭北ク 五箇 いなしきA ・ I 関城西ク アスレッコク 竜ヶ崎ｼﾞｭﾆｱ アスレッコク

竜ヶ崎ｼﾞｭﾆｱ 52.44 城西 53.16 水戸市陸上 53.36 アスレッコク 53.42 関城西ク 55.85 三妻 56.24 旭南 56.33 美野里ク 56.95

吉津　優大(6) 池場　翔(6) 川島　脩人(6) 古澤　育巳(6) 竹内　大智(6) 森田　蓮(6) 大島　春樹(6) 戸塚　廣斗(5)

笹谷　一平(6) 大島　涼太郎(6) 井上　元晴(6) 湯原　海斗(6) 國府田　智哉(6) 荒宇助警思(5) 富永　龍輝(6) 田山　敢大(5)

神谷　祐太郎(6) 大島　悠太郎(6) 関　大和(6) 福島　柊哉(6) 前田　勇人(6) 古矢　詩音(6) 大盛　かなめ(6) 間杉　歩汰琉(6)

齋田　幸希(6) 岩崎　翔馬(6) 沼田　良太(6) 遠井　奏楽(6) 箱守　秀輝(6) 川口　龍之介(6) 清水　泰成(6) 市村　大和(6)

板谷　安洋(6) 1m33 寺田　裕昭(6) 1m30 鈴木　渓伍(6) 1m30 佐藤　優輝(6) 1m27 草間　直(6) 1m24 渡辺　肇浩(6) 1m24 森田　翔太(6) 1m21 高田　涼心(5) 1m21

下館 大西ク 日立陸上ク かすみがうら陸上 岡田ク 飯沼ク 城南 中野東スク

岩崎　翔馬(6) 4m58(+2.0) 小林　智輝(6) 4m36(0.0) 小辻　健士郎(6) 4m24(+0.4) 柳橋　祐希(6) 4m19(+0.9) 嘉納　凜太郎(6) 4m16(+1.2) 森　基思(6) 3m95(+2.0) 箱守　騎志(6) 3m93(+1.0) 荒川　一星(6) 3m89(+0.6)

城西 岩井一 日立陸上ク 双葉台ク 水海道 ビーイングジュニア 関城西ク 飯沼ク

篠﨑　勇飛(6) 59m31 加藤　優作(6) 55m80 根本　颯太(6) 50m50 安藤　颯太(6) 48m40 矢田　寛弥(5) 40m41 内田　優(5) 35m80 戸塚　廣戸(5) 34m84 中澤　勇人(6) 32m72

七重 わかしかク わかしかク 飯沼ク アスレッコク 中野東スク 美野里ク 水戸市陸上

高柳あかり(5) 14.04 篠原　陽菜(5) 14.45 藤枝　杏友(5) 14.45 三次　杏奈(5) 14.57 関口　莉湖(5) 14.67 坂本　萌恵(5) 14.83 内田　七海(5) 15.01 横張日菜子(5) 15.26

水戸市陸上 水戸市陸上 美野里ク 武笠ク 竜ヶ崎ｼﾞｭﾆｱ わかしかク 双葉台ク ビーイングジュニア

恩田　希々花(6) 13.42 菅谷　有未(6) 13.74 田中　樂々(6) 14.04 佐々木　綾乃(6) 14.15 福田　綾(6) 14.30 窪　萌夏(6) 14.31 三戸　美桜(6) 14.39 中村　萌々子(6) 14.48

川島ク 生板スポ少 ときわク アスレッコク 竜ヶ崎ｼﾞｭﾆｱ 旭南 大西ク クラブ・ドラゴンズ

古谷　奈々(6) 14.33 豊田　友里香(6) 14.68 大川　智穂(6) 14.77 寺島　萌恵(6) 14.84 保立　宇宙(6) 15.18 松本　萌花(5) 15.32 関　華那(6) 15.60 新井　みのり(6) 16.29

豊岡 新治 わかしかク 竜ヶ崎ｼﾞｭﾆｱ 深芝 F R C 双葉台ク 下館

竜ヶ崎ｼﾞｭﾆｱ 56.78 アスレッコク 57.18 日立陸上ク 57.46 美野里ク 57.86 新治 58.76 双葉台ク 58.81 クラブ・ドラゴンズ 58.96 川島ク 59.00

関口　莉湖(5) 中村　紗夏(6) 松本　ほのか 山ロ　結愛(6) 水越　瑠奈(6) 内田　七海(5) 木藤　美波(6) 天賀谷　心(6)

永井　茉優(6) 佐々木　綾乃(6) 仲野　来美(6) 藤枝　杏友(5) 豊田　友里香(6) 片岡　奈央(6) 西田　愛佳(6) 恩田　希々花(6)

山本　歩璃(5) 中村　芽以(6) 中嶋　えりな(6) 大宮　園加(6) 小島　奈々(6) 鋤田　恭香(5) 中村　萌々子(6) 髙橋　怜(6)

福田　綾(6) 古谷　ひより(6) 梶山　愛莉(6) 藤崎　亜美(6) 永島　麻広(6) 関　華那(6) 松本　凜(5) 佐藤　夏奈歌(6)

青木　こまち(6) 1m27 星　佑衣菜(6) 1m27 大橋　美由花(6) 1m24 海老原　純名(6) 1m21 川口　菜月(6) 1m18 郡司　美愛(6) 1m18 吉田　穂乃果(6) 1m10 穴見　愛音(6) 1m10

下館 飯沼ク 鳥越ク 神大実 美野里ク 大戸T＆F 岩瀬 日立陸上ク

依田　心優(6) 4m57(+3.4) 中村　寧子(6) 4m26(+1.7) 亀谷　梨桜乃(6) 4m01(+2.9) 中嶋　えりな(6) 3m95(+5.1) 山ロ　結愛(6) 3m87(+1.4) 中川　ひまり(6) 3m81(+0.9) 渡辺　星奈(6) 3m76(+0.6) 清宮　麻央(5) 3m73(+1.1)

水戸市陸上 公認記録なし いなしきA ・ I 鳥越ク 公認4m00(+1.0) 日立陸上ク 公認3m62(+1.9) 美野里ク 鳥越ク クラブ・ドラゴンズ 上島東ク

矢追　美咲(6) 57m38 田村　麻衣(6) 46m26 口町　百加(6) 45m94 西田　愛佳(6) 44m39 佐藤　瑠唯(6) 43m42 福島　千桂(6) 42m31 友部　愛羅(6) 41m09 諸川　愛(6) 40m79

春日ク GR 川島ク 南飯田 クラブ・ドラゴンズ 結城西 クラブ・ドラゴンズ 伊讃 双葉台ク

５位 ６位 ７位 ８位

6月21日
小学５年男子100m

風：+1.0

6月21日
小学６年男子100m

風：+1.4

１位 ２位 ３位 ４位

6月21日
小学５年女子100m

風：+0.6

6月21日
小学男子80mH

風：+2.6

6月21日 小学男子走高跳

6月21日 小学女子ソフトボール投

6月21日
小学６年女子100m

風：+1.8

6月21日
小学女子80mH

風：+1.5

6月21日 小学女子4X100mR

6月21日 小学男子4X100mR

6月21日 小学女子走高跳

6月21日 小学女子走幅跳

6月21日 小学男子走幅跳

6月21日 小学男子ソフトボール投

時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s

10:00 曇 23.5 75 東北東 1.6

11:00 曇 23.0 79 東北東 1.8

12:00 曇 25.0 68 東北東 1.9

13:00 晴 24.0 71 東 2.6

14:00 晴 24.0 68 東北東 1.8

15:00 晴 22.0 82 東北東 2.2


