
No.1

陸協 茨城 コード 08 競技会名 コード 22080712 審判長

主催団体 競技場名 コード 083100 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

 08/21 小学生男子 決勝 1 塚原  冬伍 小6 2:35.64 2 山本  悠登 小4 2:51.31 3 飯ヶ谷  岳 小6 2:51.63 4 西山    譲 小3 2:55.87 5 原田  理輝 小4 2:55.93 6 田口  颯来 小2 3:19.56 7 中嶋  建太 小3 3:23.05 8 樋口  庸佑 小2 3:25.61

800m 東葛RC 柳橋小学校 SAN（日本スポーツアカデミー） 東葛RC 土浦陸上教室 鉾田陸上 土浦陸上教室 東葛RC

 08/21 小学生女子 決勝 1 茅根  実愛 小6 2:38.35 2 天野日奈子 小6 2:40.03 3 飯塚  真結 小4 2:43.19 4 瀬戸  琴葉 小6 2:50.64 5 久保野谷穂美 小6 2:52.75 6 山下  睦季 小5 3:08.57 7 岡田  莉乃 小2 3:38.59

800m 常陸大宮陸上少年団 SAN（日本スポーツアカデミー） 東葛RC チーム柏 SAN（日本スポーツアカデミー） SAN（日本スポーツアカデミー） 東葛RC

 08/21 小学生男子 決勝 1 鈴木冨士翔 小6 2:59.81 2 村松  邑斗 小6 2:59.82 3 野口  大輔 小6 3:07.05 4 菊池  透晴 小6 3:07.50 5 力石  凌雅 小6 3:11.77 6 加藤  朗峻 小6 3:17.42 7 浅見  蒼羽 小5 3:20.75 8 栗原  寧士 小5 3:21.44

1000m 日立ＡＣ 小見川陸上クラブ チーム柏 チーム柏 小見川陸上クラブ 小見川陸上クラブ 東葛RC チーム柏

 08/21 小学生女子 決勝 1 森谷日向夕 小6 3:12.22 2 内藤  沙奈 小6 3:16.64 3 向後  彩穂 小6 3:23.04 4 田村ゆきみ 小6 3:23.58 5 鈴木ふたば 小5 3:26.12 6 長山  未彩 小6 3:28.24 7 中川  麗海 小5 3:29.98 8 関根  菜乃 小6 3:30.83

1000m 東葛RC 東葛RC 小見川陸上クラブ 東葛RC 小見川陸上クラブ 東葛RC 文間スポーツ少年団 東葛RC

 08/21 中学生男子 決勝 1 谷田部來愛 中3 2:06.56 2 伊藤  碧海 中3 2:10.64 3 冨田  一心 中3 2:15.87 4 増田  遥希 中2 2:17.01 5 山﨑  丈瑠 中2 2:18.85

800m 栗源中 香取中 恋瀬川LHS 小見川中 御所ケ丘中

 08/21 中学生男子 決勝 1 長島    司 中3 4:27.21 2 黒羽  洋希 中3 4:29.55 3 藤田  悠聖 中1 4:29.82 4 大関  一星 中2 4:40.39 5 茅根  優樹 中2 4:45.37 6 大関  星斗 中3 4:53.47 7 中村  剣城 中1 5:06.93 8 石塚  晴貴 中2 5:19.32

1500m 霞ヶ浦RCJH チーム近藤 佐原中 土浦日大中等 常陸大宮陸上少年団 竹来中 小見川中 阿見中

 08/21 中学生男子 決勝 1 羽石  大輝 中3 9:36.00 2 仲沢  健太 中2 9:36.59 3 春山  和輝 中3 9:48.76 4 山本  真慧 中2 9:49.62 5 小川  陽生 中1 9:52.60 6 向後  源太 中3 9:53.25 7 松本  琉生 中3 9:58.31 8 羽石  悠希 中1 10:01.46

3000m 神栖一中 ホープアスリートクラブ 笠原中 谷田部中学校 ホープアスリートクラブ 小見川中 笠原中 神栖一中

 08/21 中学生女子 決勝 1 手賀  莉桜 中2 2:24.75 2 宮原  理乃 中2 2:24.89 3 中山  心音 中2 2:26.09 4 岡野  友美 中2 2:32.29 5 村松  夢華 中2 2:37.25 6 横須賀あかり 中3 2:39.65 7 齊藤  瑞希 中2 2:40.09 8 佐藤  心結 中1 2:43.87

800m 小川南中学校 ホープアスリートクラブ ホープアスリートクラブ 阿見町立朝日中学校 ホープアスリートクラブ 我流AC 大宮中 チーム近藤

 08/21 中学生女子 決勝 1 仁田美利優 中2 4:47.53 2 荒井  二葉 中2 4:48.86 3 山口  紗奈 中3 4:50.87 4 金森  由衣 中2 4:58.54 5 岩田  彩芭 中1 5:02.63 6 宮内  遥陽 中3 5:02.97 7 玉井  美里 中2 5:03.52 8 黒羽  柚妃 中1 5:16.84

1500m 日立ＡＣ ホープアスリートクラブ ホープアスリートクラブ 小見川中 ホープアスリートクラブ 東庄中 ホープアスリートクラブ チーム近藤

 08/21 高校・一般男子 決勝 1 成田  寿喜 高3 2:03.80 2 本間  伸一 2:09.47

800m 恋瀬川LHS 美野里クラブ

 08/21 高校・一般男子 決勝 1 齊藤  涼太 高1 4:06.55 2 大関  風馬 高3 4:08.24 3 久保田和也 4:19.45 4 鈴木  大智 4:22.33 5 稲垣  陽平 4:23.27 6 黒羽  海成 高3 4:29.55 7 栗脇  生実 4:33.64 8 浜崎  秀雄 4:48.70

1500m 土浦日大 土浦日大 石岡市陸協 茨城福祉サービス 美野里クラブ チーム近藤 アステラスRC 笠松走友会

 08/21 高校・一般男子 決勝 1 新開  隼士 高3 15:38.92 2 田中  拓人 高3 15:46.00 3 沖山  翔太 高1 15:50.82 4 猪股富祐貴 高1 15:51.11 5 市毛 大也ﾞ 16:00.34 6 平山  大智 16:12.99 7 成田    力 16:22.34 8 渡辺  正悟 16:39.58

5000m 土浦日大 土浦日大 土浦日大 土浦日大 牛久走友会 牛久走友会 茨城陸協 牛久走友会

 08/21 高校・一般女子 決勝 1 永井真友美 2:56.64

800m eA茨城

 08/21 高校・一般女子 決勝 1 浜崎  美鶴 5:37.36

1500m 笠松走友会

 08/21 高校・一般女子 決勝 1 大川  美浦 11:26.20 2 吉田  美沙 12:20.69

3000m 美野里クラブ 牛久走友会

トラック・フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表

第24回土浦市ナイター陸上競技記録会

土浦市スポーツ協会、茨城陸上競技協会 流通経済大学龍ヶ崎フィールド
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