
ト ラ ッ ク 審 判 長 森嶋　良平

フ ィ ールド審 判長 中島　弘友

主催：（一財）茨城陸上競技協会 記 録 主 任 田代　寛

日付 種目

告　星思流(5) 12.94 須田　匠要(5) 14.01 池嶋　修平(5) 14.20 野村　友翔(5) 14.22 高橋　昂士(5) 14.35 赤阪　和輝(5) 14.36 池田　陽(5) 14.47 髙橋　大地(5) 14.63
高道祖小 つくばアカデミー さかえ陸上クラブ 竜ケ崎Jr陸上 双葉台小 竜ケ崎Jr陸上 結城小 双葉台小
鈴木　颯稀(6) 12.64 山本　叶人(6) 12.77 関口　康誠(6) 12.84 程田　幸大(6) 13.11 佐々木　悠士(6) 13.20 橋本　翔(6) 13.27 関　倖汰(6) 13.48 城井　優斗(6) 13.60
山川小 横瀬小 下館小 大花羽小 アスレッコクラブ 深芝 つくばアカデミー 本郷小
溝口　陽貴(6) 13.39 諸岡　慧(6) 13.65 國府田　歩夢(6) 13.87 吉田　想(6) 13.95 飯田　遥斗(6) 14.11 島田　愛琉(6) 14.19 冨田　亘紀(6) 14.35
わかしかクラブ 竜ケ崎Jr陸上 玉小 アスレッコクラブ 生子菅小 生子菅小 鉾田陸上スポーツ少

アスレッコクラブ 53.98 山川小 54.07 下館小 54.29 城南小 54.33 豊岡小 55.22 玉小 56.27 下妻ＦＣ１９８４ 56.68 竜ケ崎Jr陸上 57.48
山﨑　恵寿(5) 初見　樹利(6) 中山　陽樹(6) 田邉　裕也(6) 繁田　倭(6) 國府田　歩夢(6) 木村　虹太(6) 諸岡　慧(6)
吉田　想(6) 鈴木　颯稀(6) 関口　康誠(6) 梅澤　直大(6) 宮本　健吾(6) 小林　恵大(6) 照屋　ジャイル(6) 岡崎　瑞生(6)
松本　陵磨(6) 栗田　響(6) 小田部　輝(6) 林　颯太(6) 宮本　琉磨(6) 大崎　泰知(6) 増田　浬(6) 笠置　耕成(6)
佐々木　悠士(6) 栗原　心(6) 天貝　隼磨(6) 藤原　鳳士(6) 九嶋　夢希(6) 稲川　陽己(6) 五十嵐　遥輝(6) 紙屋　吾怜(6)
木村　敬太(6) 1m33 小河原　一飛(6) 1m30 レアリノ　ユウジロウ(6) 1m30 中根　志音(6) 1m27 照屋　ジャイル(6) 1m27 塚田　龍乃心(6) 1m27 上原　佑斗(6) 1m21 小田部　輝(6) 1m21
沓掛小 樺穂小 岩井第二小 結城西小 下妻ＦＣ１９８４ 紫尾小 いなしきＡ・Ｉくらぶ 下館小
土田　大翔(6) 4m82(+2.7) 稲生　悠人(6) 4m55(+2.4) 初見　翔太郎(6) 4m52(+3.1) 依田　啓利(6) 4m49(+2.5) 宮本　琉磨(6) 4m45(+0.9) 永盛　優太(6) 4m35(+1.6) 城島　聖人(6) 4m31(+3.8) 鈴木　千汰(6) 4m15(+2.1)
城西小 公認4m47(+0.9) 上妻小 公認4m40(+1.9) 神大実小 公認4m31(+1.1) 水戸市スポーツ少 公認4m46(+1.5) 豊岡小 養蚕小 吉田クラブ 公認4m02(+0.9) 日立陸上クラブ 公認4m05(+1.1)

長谷川　龍(6) 58m14 小林　恵大(6) 58m01 カディール　アブドル(6) 51m18 堀越　瑛太(6) 50m40 飯島　恒乙(6) 49m31 小林　驍汰(6) 48m76 小川　駿斗(6) 48m66 石島　健(5) 47m58
竜ケ崎Jr陸上 玉小 岡田小 玉小 伊讃小 岩井第二小 吉田クラブ 城西小
和田　更紗(5) 14.08 原田　真希(5) 14.29 山本　薫(5) 14.49 大渕　蒼依(5) 14.52 野口　陽向(5) 14.53 鴻野　莉捺(5) 14.56 小松崎　妃紅(5) 14.72 錠　柚羽(5) 15.00
アスレッコクラブ 双葉台小 つくばアカデミー 水戸市スポーツ少 竜ケ崎Jr陸上 竜ケ崎Jr陸上 鉾田陸上スポーツ少 日立陸上クラブ
宇佐美　乃彩(6) 13.32 伊師　寧々(6) 13.63 中嶋　七菜(6) 13.94 金子　眞歩(6) 14.03 横瀬　光咲(6) 14.20 藤田　樹梨(6) 14.27 會田　瑠夏(6) 14.31 武田　梨沙(6) 14.33
水戸市スポーツ少 水戸市スポーツ少 山川小 逆井山小 ビーイングジュニア 瓜連小 浜田小 山川小
大関　彩香(6) 13.77 谷中　文音(6) 13.83 川﨑　小夏(6) 13.88 佐藤　光里(6) 14.22 小林　杏樹(6) 14.94 高瀬　悠(6) 15.16 田邊　芽生(6) 16.39
樺穂小 山川小 日立陸上クラブ 絹川小 豊岡小 美野里クラブ 鹿島小
水戸市陸上スポーツ少年団 56.86 日立陸上クラブ 57.50 逆井山小 58.15 大田小 58.38 樺穂小 58.69 山川小 58.89 竜ケ崎Jr陸上 1:00.00 いなしきＡ・Ｉくらぶ 1:00.38
大渕　蒼依(5) 横須賀　有澄(6) 金子　眞歩(6) 関　杏実(6) 大場　亜美(6) 武田　梨沙(6) 鴻野　莉捺(5) 岡澤　奈々(6)
宇佐美　乃彩(6) 兜森　友希(6) 稲毛田　真宙(6) 柴　陽莉(6) 大関　彩香(6) 中嶋　七菜(6) 野口　陽向(5) 坂本　梨緒(6)
大畠　優菜(6) 江森　奈菜(6) 青木　渚(6) 堀江　姫奈(6) 潮田　慈愛(6) 谷中　文音(6) 根本　華恵(6) 方波見　朱姫(6)
伊師　寧々(6) 川﨑　小夏(6) 木内　星那(6) 石島　菜々美(6) 加田　彩倖(6) 林　玲良(6) 中込　絢早妃(6) 稲箸　柑南(5)
中山　瑠雫(6) 1m27 木内　星那(6) 1m24 遠路　沙羅(6) 1m24 ④稲箸　柑南(5) 1m21 ④上野　菜々実(6) 1m21 松井　未来(6) 1m21 海老坪　杏那(6) 1m18 方波見　朱姫(6) 1m18
大形小 逆井山小 神大実小 いなしきＡ・Ｉくらぶ 結城小 大野原小 アスレッコクラブ いなしきＡ・Ｉくらぶ

渡辺　希良璃(6) 4m35(+2.9) 廣田　留唯(6) 4m24(+5.6) 稲見　奈緒美(6) 4m22(+4.7) 畠山　咲希(6) 4m19(+1.9) 山口　詩音(6) 3m94(+1.8) 香山　奈那実(6) 3m92(+3.9) 金原　詩帆(6) 3m90(+3.0) 潮田　慈愛(6) 3m88(+0.9)
大形小 公認3m95(+1.3) いなしきＡ・Ｉくらぶ 公認3m98(+1.8) 岩井第二小 公認3m96(+2.0) ビーイングジュニア 絹西小 菅原小 公認3m91(+0.8) 深芝 公認記録なし 樺穂小
辻岡　真波(6) 50m45 國井　奏碧(6) 47m14 本田　あかね(6) 39m38 川田　桃叶(6) 38m60 井藤　理帆(6) 38m14 齋藤　小都(6) 38m00 稲葉　歩(6) 35m75 新山　美海(6) 34m49
武笠クラブ 波野小 美野里クラブ 大田小 さかえ陸上クラブ 大生小 岡田小 城西小
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横川　碧生(1) 26.58
ビーイングジュニア

高島　優樹(2) 23.02(+2.8) 澤畑　英介(2) 23.30(+3.7) 藤井　達也 23.38(+2.8) 森田　大貴 23.45(+2.8) 藤枝　匡哉(3) 23.47(+2.8) 元木　壱晴(2) 23.47(+2.8) 高橋　哲(2) 23.66(+2.8) 打越　耕平(2) 23.78(+1.9)
佐和高 茨城高専 ビーイング ビーイング 水戸農業高 水戸葵陵高 佐和高 茨城高専
佐瀨　航太(3) 52.61 藤咲　伊織(2) 53.54 小沼　大将(2) 57.75 大高　悠雅(2) 1:00.86 鈴木　飛翔(1) 1:01.64 大貫　孝介(1) 1:03.15
佐和高 佐和高 水戸葵陵高 佐和高 笠間高 笠間高
五十嵐　喬信(3) 4:09.19 後藤　大志(3) 4:31.15 井坂　佳亮(2) 4:36.10 大内　悠史(3) 4:47.71 大内　章央(3) 4:47.95 湯田　一颯(2) 4:51.57 黒羽　海成(1) 5:44.69
水府中 金砂郷中 金砂郷中 金砂郷中 金砂郷中 ときわクラブ 金砂郷中
冨野　真吾 4:13.31 佐川　明宏(31) 4:16.16 久保田　和也 4:16.28 大森　竣矢(3) 4:20.02 猪狩　拓未(2) 4:21.32 方波見　優輝(3) 4:21.96 内田　夏樹(2) 4:25.08 上田　瑞樹(2) 4:25.53
神栖TC 阿見アスリートクラブ 石岡陸協 水戸葵陵高 科技高日立 鹿島学園高 鹿島学園高 科技高日立
小池 ゆめな(2) 27.85 林 史恵(2) 30.33 青山 美桜(2) 30.41 米川 未彩(2) 31.28
水戸四中 水戸四中 水戸四中 水戸四中
大津　紗也香(2) 28.81 米川　実咲(3) 28.81 片岡　未來(1) 29.27 古川　比菜(2) 29.84 鹿志村　佑衣(2) 30.30 小室　七海(1) 32.63 大塚　春奈(1) 33.33
佐和高 石岡一高 石岡一高 石岡一高 佐和高 佐和高 石岡一高
松本　さやか(2) 1:08.77 花井　愛梨(1) 1:12.20 白井　弥音(1) 1:16.52
水戸農業高 佐和高 佐和高
原　優奈(3) 5:07.34 菊池　彩絵(3) 5:12.84 小野　光優(3) 5:13.38 井坂　佳鈴(2) 5:24.25 中井 梨瑠(2) 5:31.59 小湊　美波(1) 5:38.33 田中 朝子(2) 6:01.56
松岡中 松岡中 松岡中 金砂郷中 水戸四中 水戸アスリートクラブ 水戸四中
長尾　遥(2) 5:22.49 髙橋　美優(3) 5:24.97 渡邉　沙羅(2) 5:34.74 永岡　未夢(2) 5:35.95 井下　澪(1) 5:51.80 蔭平　美紅(1) 5:51.98 渡邊　果子(3) 6:00.46 野沢　香(3) 6:14.29
茨城高専 高萩高 石岡一高 佐和高 佐和高 水戸葵陵高 茨城高専 笠間高

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

決勝一覧（茨城県記録会）
　　　平成２９年６月１８日（日）2017第３回茨城県記録会 【17080303】

ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 【083120】

5位 6位

6月18日
小学５年男子100m

風：+5.2

6月18日
小学６年男子100m

風：+3.2

ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 【083120】

決勝一覧（日清食品カップ小学生大会）
2017日清食品カップ小学生大会 【17080006】 　　　平成２９年６月１８日（日）

7位 8位1位 2位 3位 4位

6月18日
中学男子200m

風：+3.7

6月18日 高校一般男子200m

6月18日 高校一般男子400m

6月18日 中学男子1500m

6月18日 高校一般男子1500m

6月18日
小学男子80mH

風：+3.2

6月18日 小学男子4X100mR

6月18日 小学男子走高跳

6月18日 小学男子走幅跳

6月18日
小学男子ジャベリック

ボール投

6月18日
小学５年女子100m

風：+3.3

6月18日
小学６年女子100m

風：+3.2

6月18日
中学女子200m

風：+3.4

6月18日
高校一般女子200m

風：+3.2

6月18日
小学女子80mH

風：+4.2

6月18日 小学女子4X100mR

6月18日 高校一般女子400m

6月18日 中学女子1500m

6月18日 高校一般女子1500m

6月18日 小学女子走高跳

6月18日 小学女子走幅跳

6月18日
小学女子ジャベリック

ボール投

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2017/06/18 10:00 曇 21.0 73 北北東 3.7

11:00 曇 21.5 71 北東 3.3

12:00 曇 21.5 70 北東 3.9

13:00 曇 21.5 70 北東 3.7

14:00 曇 20.0 73 東北東 4.1

15:00 曇 20.0 73 北東 3.6


