
陸協 茨城 コード 08 競技会名 コード 21081002 審判長

主催団体 競技場名 コード 083070 記録主任

ﾚｰｽ 組 競技者名 競技者名 競技者名 競技者名 競技者名 競技者名 競技者名 競技者名

区分 風速 所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属

 06/13 男子 予選 1組 1 根本  亮太 12.34 2 山下  凌介 12.70 3 雨宮  祐輝 13.32 4 福田  拓巳 13.48 5 菊池光太郎 13.70 髙野  有佑 欠場

100m 0.0 高萩 水戸南定 明秀学園日立 古河一 鹿島灘 翔洋学園

 06/13 男子 予選 2組 1 大久保陽翔 13.07 2 菊池  遥登 13.14 3 五島  輝人 13.14 4 早坂  俊輝 13.55 5 中島  大地 14.92 足立  幸輝 欠場

100m +0.4 水戸南通 高萩 水戸南定 古河一 鹿島灘 明秀学園日立

 06/13 男子 予選 3組 1 満所  神騎 12.43 2 桑久保真哉 12.80 3 櫻井  唯翔 13.21 4 竹内  海人 13.94 5 藤島  蓮太 13.97 6 大塚  皓斗 13.98

100m -0.6 水戸南通 水戸南定 高萩 古河一 翔洋学園 土浦一

 06/13 男子 決勝 1 根本  亮太 12.15 2 満所  神騎 12.30 3 山下  凌介 12.56 4 桑久保真哉 12.69 5 大久保陽翔 12.77 6 菊池  遥登 13.06 7 櫻井  唯翔 13.21 8 五島  輝人 13.96

100m 0.0 高萩 水戸南通 水戸南定 水戸南定 水戸南通 高萩 高萩 水戸南定

 06/13 男子 決勝 1 後藤  嶺治 25.95 2 冨山  竜哉 27.20 3 早坂  俊輝 27.50 4 福田  拓巳 28.20 5 奥村  大樹 28.44 6 浅野  裕人 30.48 7 中島  大地 31.41

200m +0.8 水戸南定 鹿島灘 古河一 古河一 翔洋学園 水戸南定 鹿島灘

 06/13 男子 決勝 1 冨山  竜哉 1:00.36 2 柏木  星児 1:01.42 3 奥村  大樹 1:07.61 4 根岸  鈴星 1:17.02 5 石田  光来 1:35.48

400m 鹿島灘 水戸南通 翔洋学園 水戸南定 古河一

 06/13 男子 決勝 1 長濱  康晟 2:40.55 2 関口  光希 3:26.89 3 江田  大樹 3:43.90

800m 古河一 古河一 古河一

 06/13 男子 決勝 1 檜山  結人 4:58.36 2 鈴木    威 5:05.76 3 川上波海斗 5:12.58 4 松永  舜矢 5:20.47 5 関口  光希 5:32.03 6 大森  瑞輝 5:53.99 7 増山  友誠 5:58.60 8 江田  大樹 6:51.72

1500m 水戸南定 高萩 水戸南通 水戸南通 古河一 高萩 水戸南通 古河一

9 石田  光来 7:06.87

古河一

 06/13 男子 決勝 1 宮    寛泰 18:58.31 2 古谷  滉世 21:38.26

5000m 土浦一 翔洋学園

 06/13 男子 決勝 1 宮    寛泰 12:24.27 2 賀川    空 14:21.59 3 豊田  星哉 17:17.29

3000mSC[0.914m] 土浦一 水戸南通 水戸南通

 06/13 男子 決勝 1 高萩 48.75 2 水戸南定 48.94 3 鹿島灘 51.16 4 古河一 52.45

4×100mR 櫻井  唯翔 山下  凌介 菊池光太郎 福田  拓巳

根本  亮太 五島  輝人 冨山  竜哉 竹内  海人

菊池  遥登 桑久保真哉 内田  裕斗 早坂  俊輝

菊池  一沙 後藤  嶺治 真田  祥伍 長濱  康晟

 06/13 男子 決勝 1 内田  裕斗 1m30

走高跳 鹿島灘

 06/13 男子 決勝 1 菊池  一沙 5m53 2 川又  瑛吾 4m90 3 長濱  康晟 4m82 4 檜山  結人 4m68 5 大野  竜也 3m91 6 浅野  裕人 3m45 諏訪  綾恩 欠場

走幅跳 高萩 +0.7 明秀学園日立 -1.2 古河一 0.0 水戸南定 0.0 水戸南定 0.0 水戸南定 0.0 古河一

 06/13 男子 決勝 髙山  華音 欠場

砲丸投[6.0kg] 古河一

 06/13 女子 決勝 1 加藤    遥 14.96 2 髙橋麻里亜 15.46 3 伊藤  碧美 15.51 4 齋藤  愛羽 15.91 5 武田    唯 17.96 6 坂入  未来 32.46 海老原祐香 失格他のレーンを走った

100m +0.9 水戸平成 高萩 高萩 高萩 翔洋学園 翔洋学園 翔洋学園

 06/13 女子 決勝 1 鶴井  涼乃 3:00.07 2 井坂  純子 3:06.92

800m 翔洋学園 結城二

 06/13 女子 決勝 1 高萩 1:01.58

4×100mR 神代  紗佳

齋藤  愛羽

伊藤  碧美

髙橋麻里亜

 06/13 女子 決勝 1 神代  紗佳 3m93 2 千葉いづみ 3m57 3 林    麻倫 3m50

走幅跳 高萩 -0.2 古河一 0.0 古河一 0.0

 06/13 女子 決勝 1 須藤  咲那 6m21 2 有村  姫奈 4m40

砲丸投[4.000kg] 明秀学園日立 古河一

順
位

記録
順
位

記録
順
位

記録
順
位

記録
順
位

記録
順
位

記録日付 種目
順
位

記録
順
位

記録

全記録一覧表

令和３年度茨城県高等学校定時制通信制体育大会 陸上競技大会 廣瀬　貴紀

（一財）茨城陸上競技協会・茨城県高体連 石岡市運動公園陸上競技場 根本　篤志


