
2021第２回笠松スポーツフェスティバル 【21080307】 上位成績一覧表

笠松運動公園陸上競技場 【081010】

2021/06/20 ～ 2021/06/20

＜小学＞ 雨天のため中止

＜中学・高校・一般＞

日付 種目

小室　歩久斗(3) 11.00(+1.0) 杉山　詩恩(3) 12.06(+1.0) 吉田　澪(2) 12.17(+1.0) 鴨志田　未来(2) 12.20(+1.0) 佐久間　蓮(3) 12.36(+2.1) 飯塚　友悠(3) 12.41(+1.0) 渡邉　脩真(2) 12.50(+1.0) 鈴木　航世(2) 12.55(+2.1)

霞ヶ浦ＲＣＪＨ 明野中 水戸アスリート 茨大附属中 大宮中 ＳＡＮ いなしきA･I 水戸アスリート

河又　眞士(1) 11.80(+0.9) 皆川　敬太(2) 11.82(+1.9) 髙倉　理斗(2) 11.88(+0.9) 阿部　泰知(1) 11.89(+0.9) 菅谷　佳大(3) 11.90(+1.8) 久保田　智哉(2) 11.97(+1.8) 鈴木　悠斗(2) 12.20(+1.8) 小川　陸永(2) 12.21(+1.9)

勝田工高 佐和高 太田一高 佐和高 勝田工高 佐和高 勝田工高 勝田工高

前野　大河 11.19(+1.3) 岡田　英希 11.37(+1.3) 野﨑　礼史 11.55(+1.3) 清水　拓磨 12.19(+1.1) 吉岡　秀訓 12.29(+1.1) 小林　勇樹 12.52(+1.1) 大槻　雅之 13.09(+1.1) 八島　進也 13.16(+1.1)

心走クラブ 我流ＡＣ 筑波ウインドＡＣ ひたちなか市陸協 日立水戸 茨城県立盲学校 ＳＡＮ 水戸市陸協

野手　駈(3) 4:16.01 花田　凌太朗(中３) 4:18.04 猿田　啓斗(中１) 4:40.82 弓野　祥宏(1) 4:41.67 海老根　嘉斗(中２) 4:41.67 長島　司(中２) 4:42.97 北川　悠(2) 4:45.54 飛田　雅樹(3) 4:46.13

明野中 スマイル東海 チーム近藤 佐和高 水戸アスリート 霞ヶ浦ＲＣＪＨ 佐和高 勝田工高

軍司　匡輝 4:05.36 青木　純 4:13.08 柏　智康 4:24.37 須田　雄也 4:27.23 根岸　航佑 4:29.95 中間　茂雄 4:32.32 増子　亘輝 4:34.85 浜崎　秀雄 4:36.79

我流ＡＣ ＲＵＮＳ 我流ＡＣ 日製日立 我流ＡＣ 水ラン Red Blu’s かすみがうら市 笠松走友会

谷　晏寿(高２) 9:18.00 柴田　陽基(高１) 9:20.92 飯田　ケビン(中３) 9:32.14 木村　駿太(中３) 9:36.35 久保田　真叶(2) 9:48.71 中館　啓人(中３) 9:56.58 平山　弘人(2) 9:57.61 黒羽　海成(2) 10:30.36

水戸アスリート 水戸アスリート チーム近藤 チーム近藤 太田一高 チーム近藤 太田一高 太田一高

斎藤　彰太 8:54.82 戸祭　秀哉 9:01.08 吉崎　佑 9:03.98 萩谷　駿太 9:07.90 柏　智康 9:22.57 山崎　純弥 9:25.01 冨山　巌央 9:25.63 岡田　将司 9:37.45

日製日立 我流ＡＣ 日製日立 チーム近藤 我流ＡＣ 我流ＡＣ 日立ハイテク 我流ＡＣ

水谷　英司 16:03.81 青木　純 16:35.46 萩谷　大輝 17:10.31 谷田部　隆一 17:29.35 大山　研二 17:48.81 萩島　慎一 18:00.20 増子　亘輝 18:43.36

茨城陸協 ＲＵＮＳ 水戸アスリート 茨城陸協 ＲＵＮＳ 高萩走友会 かすみがうら市

海老沢　このみ(2) 13.04(+1.3) 穂戸田　清美(2) 13.19(+1.2) 戸室　葵(3) 13.23(+1.3) 市毛　悠愛(3) 13.40(+1.2) 渡辺　華帆(3) 13.41(+2.6) 長洲　さら(1) 13.45(0.0) 八島　愛美(2) 13.51(+1.3) 名畑　百花(2) 13.53(+2.6)

水戸アスリート ＳＡＮ スマイル東海 大島中 水戸アスリート 水戸アスリート 千波中 水戸アスリート

藤田　樹梨(1) 13.31(+0.8) 荻津　未咲(1) 13.57(+0.8) 西野　佑里菜(2) 13.74(+0.8) 増子　想菜(1) 14.01(+1.9) 石井　里菜(2) 14.18(+0.8) 鮎沢　榛菜(1) 14.27(+1.9) 廣木　彩乃(1) 14.76(+0.8) 石田　七渚(2) 14.83(+1.9)

水戸アスリート 太田一高 佐和高 佐和高 佐和高 佐和高 近藤チーム 佐和高

宮原　理乃(中１) 5:02.99 永井　麻椰(中２) 5:13.49 石井　希歩(中１) 5:17.56 川名　真知(中１) 5:23.04 宮島　玲奈(中１) 5:24.38 大金　蒼(2) 5:26.42 齋藤　瑞希(中１) 5:27.64 石﨑　美藍(1) 5:28.42

ＨＡＣ いなしきA･I 我流ＡＣ 水戸アスリート 水戸アスリート 太田一高 チーム近藤 水戸四中

黒澤　夏楠 10:13.67 青木　莉楠 10:28.26 伊坂　菜生 10:36.50 高橋　雅子 11:07.59 後藤　愛実(2) 12:24.18

笠松走友会 笠松走友会 ＲＵＮＳ 笠松走友会 明秀学園日立高

阿部　愛夢(2) 19:49.30

明秀学園日立高

6月20日 中学高校男子1500m

6月20日 高校男子100m

6月20日 中学男子100m

6月20日 一般男子100m

6月20日 高校一般男子5000m

6月20日 中学高校男子3000m

6月20日 一般男子1500m

6月20日 一般男子3000m

6月20日 高校女子5000m

6月20日 中学女子100m

6月20日 女子1500m

6月20日 高校一般女子3000m

6月20日 高校女子100m
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