
決　勝　記　録　一　覧　表
日清食品カップ
第25回全国小学生陸上競技交流大会・茨城県選考会  09080006
主催：茨城陸上競技協会 2009年6月14日（日） 笠松運動公園陸上競技場 081010

<男子>
種　目

5年100m 菅原　聡 14.01 来栖　稜平 14.30 倉持　大志 14.49 上田　綺世 14.60 枝村　祐吾 14.66 阿部　大樹 14.69 熊谷　航 14.79 延吉　圭介 14.93

+0.4 水戸市陸上 たかさいク 七重T＆F 酒門T＆Fク 大野原ファイターズ 世矢ク いなしきA・I 日立陸上ク

6年100m 平沼　翔太 12.60 渡辺　雄也 13.03 町田　洋輔 13.03 菅原　聖矢 13.10 江田　憲正 13.21 新野辺　彰平 13.49 市川　隆也 13.65

+2.4 美野里ク 日立陸上ク 竜ヶ崎Jr 息栖ク チーム伊讃 豊郷ク 吾妻陸上ク

80mH 牛島　裕太 13.15 前田　将史 13.88 古内　匠 14 廣瀬　滉太 14.1 久永　龍星 14.21 谷津　太伽志 14.51 田口　彰吾 14.65 香取　拓哉 16.44

+1.9 川島ク 二の宮ク 世矢　ク 五箇ク 布川ク 鉾田AC 双葉台ク 竜ヶ崎Jr

養蚕ク 52.57 川島ク 53.31 竜ケ崎Jr陸上 53.83 日立陸上ク 54.96 水戸市陸上 55.68 岡田ク 56.19 豊郷ク 57.28 吾妻陸上ク 57.36

タウジェル－ンイサラポン 磯　拓海 藤野　恭平 岡　智洋 菅原　聡 秋山　陽太 新野辺　彰平 髙橋　一矢

諏訪　正幸 牛島　裕太 香取　拓哉 渡辺　雄也 中山　広貴 坂入　剛史 細田　義眞 柴村　悠太

橋本　淳史 内田　光平 平　和真 鈴木　健人 大内　拓人 井澤　裕貴 對馬　祐太郎 後藤　隆輔

山田　侑希 武田　啓佑 町田　洋輔 鈴木　諒 森田　拓哉 ダーディユキ 井戸向　諒也 黒石　研仁

富田　悠斗 1ｍ39 武田　啓佑 1ｍ36 髙須　拓実 1ｍ36 宮沢　奉文 1ｍ24 岡野　光希 1ｍ24 久保田　凌央 1ｍ21 砂押　勇希 1ｍ18 正木　雄士 1ｍ18

水海道TFC6 川島ク6 山方南ク6 柳川ク6 チーム絹西6 双葉台ク6 大野原西ク6 深芝ク6

仲永　真 4ｍ74 藤野　恭平 4ｍ67 鈴木　健人 4ｍ59 高橋　亮賢 4ｍ39 阿南　翔 4ｍ34 安藤　陸 4ｍ32 藤原　健吾 4ｍ17 松原　瞬 4ｍ10

チーム菅生6 +2.4 竜ヶ崎Jr6 -0.3 日立陸上ク6 +2.0 竜ヶ崎Jr6 +1.3 豊郷ク6 -0.3 水海道T&Fク6 +2.3 軽野スポーツク6 0.0 双葉台ク6 +1.1

増田　駿也 63ｍ75 坂本　力樹 60ｍ01 小野寺　陸 58ｍ33 大畠　悠友 58ｍ24 山中　拓海 57ｍ33 齋藤　正汰 56ｍ32 川上　起実 54ｍ67 川村　卓優 53ｍ55

玉ク6 わかしかク6 二の宮ク6 当間ク6 チーム石下6 鉾田AC6 世矢ク6 双葉台ク6

<女子>
種　目

5年100m 渡具　知莉子 13.85 岸田　祐花 14.42 瀧　優梨紗 14.74 阿部　百恵 14.82 山口　桃佳 14.88 平　ひと美 15.00 向井　響子 15.21 野澤　知夏 15.22

+3.6 竜ケ崎Jr 諏訪ク 酒門T＆Fク 日立陸上ク 水海道TFC 竜ケ崎Jr 松代ク 川島ク

6年100m 塩沢　のぞみ 13.94 倉田　茜 14.17 鈴木　萌果 14.24 君嶋　莉緒 14.25 津波　明日香 14.33 小嶋　愛美 14.42 狩山　葵 14.42 渡部　琴巳 14.68

+2.1 津田ク アスレッコク 日立陸上ク 水戸市陸上 軽野スポーツク たかさいク 日立陸上ク 太田ク

80mH 安平　理沙 13.74 今市　結菜 13.89 植田　萌菜美 14.44 猪瀬　友花 14.73 田所　瑛帆 14.74 荻原　利江子 14.85 山田　夏帆 15.05 岡野　未咲 16.71

+2.1 河野ク うずもク アスレッコク 布川ク 橘スポーツク 橘スポーツク 軽野スポーツク 鉾田AC

竜ケ崎Jr陸上 57.04 たかさいク 57.67 筑西大田ク 58.31 アスレッコク 58.89 水戸市陸上 59.75 軽野スポーツク 59.80 布川ク 59.81

木澤　美波 小嶋　愛美 杉山　花奈子 明田　千鶴 小泉　志歩 山田　夏帆 猪瀬　友花

大藤　有莉 松嵜　友香 渡部　琴巳 倉田　茜 君嶋　莉緒 津波　明日香 相田　小夏

平　ひと美 神郡　雪歩 菊池　理恵 植田　萌菜美 山中　美穂 野口　ひかり 小手　紗耶加

渡具知　莉子 草野　里奈 鬼澤　彩香 吉田　花 前野　怜美 山取　由依 石井　七海

飯島　夏帆 1ｍ24 鬼沢　美賀子 1ｍ21 堀江　知未 1ｍ21 直井　理恵 1ｍ18 永井　花織 1ｍ18 松田　萌実 1ｍ18 栗島　海愛 1ｍ15 道下　ナミエ 1ｍ15

見川ク6 青柳ク6 五箇ク5 三妻ク6 わかしかク6 世矢ク6 関城西ク6 水海道TFC6

塚田　麗未 4ｍ30 佐戸井　緒実 4ｍ15 岡野　美希 4ｍ10 村山　茉奈 4ｍ07 松嵜　友香 4ｍ06 吉田　花 4ｍ01 山田　真望子 3ｍ90 大久保　彩花 3ｍ84

関城西ク6 +1.7 チーム絹西6 +2.3 鉾田AC6 +3.3 日立陸上ク6 +1.8 たかさい6 +3.3 アスレッコク6 +1.8 水戸市陸上6 +0.3 水海道TFC6 +1.2

井坂　有花 50ｍ55 若泉　瀬菜 49ｍ55 荒井　瑞季 46ｍ35 岡野　七海 45ｍ40 谷井　優花 44ｍ33 小石川　華叶 43ｍ08 吉田　萌絵 40ｍ88 張替　理沙 40ｍ66

久米ク6 文間陸上ク6 文間陸上ク6 チーム絹西6 関城西ク6 チーム伊讃6 三妻ク6 七重T&F6

記録・情報処理員主任 柴田　克英
時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s

10:00 晴 20.8 75 東南東 1.0
11:00 晴 21.0 75 東北東 2.7
12:00 晴 21.0 74 東北東 1.6
13:00 晴 20.0 65 東南東 2.8
14:00 晴 20.8 66 東北東 3.5
15:00 晴 19.0 76 北東 2.3
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