
主催：（一財）茨城陸上競技協会
日付 種目

星　優輝(5) 14.01 古沢　侑誠(5) 14.09 面土座　アリウス(5) 14.35 戸村　友哉(5) 14.44 嶋崎　結己(5) 14.53 吉田　澪(5) 14.63 鈴木　航世(5) 14.66 江口　悠翔(5) 14.93
いなしきＡ・Ｉくらぶ 玉小 とよかみ 大同西小 TSA 水戸アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ いなしきＡ・Ｉくらぶ

告　星思流(6) 12.54 會田　聖也(6) 13.23 須田　匠要(6) 13.26 丸山　夢翔(6) 13.42 森山　巧乙(6) 13.43 岩堀　恭平(6) 13.47 渡辺　悠太(6) 13.63 入内島　諒(6) 13.77

高道祖小 TSA TSA ＡＣ下総 アスレッコクラブ 水戸アスリートクラブ 双葉台小 ビーイングジュニア

長谷川　玄(6) 13.06 倉持　泰知(6) 13.07 山﨑　恵寿(6) 14.12 馬場　悠成(6) 14.24 早川　幸汰(6) 14.28 廣瀬　快(6) 14.62 坂巻　弘朋士(6) 14.99 田中　陸王(6) 15.07

やたべ土合小 神大実小 アスレッコクラブ いなしきＡ・Ｉくらぶ アスレッコクラブ 樺穂小 岩井二小 鹿島小
大田小 54.53 アスレッコクラブ 54.55 TSA 54.67 双葉台小 55.17 結城小 55.40 下館小 55.99 いなしきＡ・Ｉくらぶ 56.42 水戸アスリートクラブ 56.71
佐藤　翔英(6) 早川　幸汰(6) 嶋崎　結己(5) 髙橋　大地(6) 池田　陽(6) 佐藤　仁勇(6) 瀬口　駿人(6) 鈴木　航世(5)

磯　怜恩(6) 山﨑　恵寿(6) 須田　匠要(6) 高村　太一(6) 須藤　大翔(6) 武内　駿(6) 川崎　光介(6) 吉田　澪(5)
関口　絆音(6) 野口　大雅(6) 髙橋　佳助(6) 高橋　昂士(6) 山崎　統也(6) 荒井　陽大(6) 松田　風太(6) 宮川　真太朗(5)

渡邉　颯希(6) 森山　巧乙(6) 會田　聖也(6) 渡辺　悠太(6) 根本　倫之進(6) 久米　悠千(6) 星　優輝(5) 岩堀　恭平(6)
山本　勘太郎(6) 1m33 池田　稟(6) 1m30 岩﨑　大祐(6) 1m30 大島　耀介(6) 1m24 木村　太一(6) 1m24 鈴木　康介(6) 1m21 山中　龍太(6) 1m21 秋本　俊(6) 1m21
城南小 関城西小 江川北小 絹川小 いなしきＡ・Ｉくらぶ 樺穂小 岡田小 結城西小

池嶋　修平(6) 4m79(+4.1) 高橋　昂士(6) 4m49(+2.0) 大和田　一輝(6) 4m45(+3.6) 畠山　颯生(6) 4m23(+3.0) 中野　珠里(6) 4m23(+3.4) 福原　琉友(5) 4m15(+3.5) 飯塚　史恩(6) 4m12(+2.9) 川崎　光介(6) 4m12(+1.6)
さかえ陸上クラブ 公認4m55(+0.9) 双葉台小 南飯田小 公認4m24(+1.5) 双葉台小 公認4m07(+1.7) 里美小 公認3m95(+0.5) 水海道小 公認記録なし 絹川小 公認3m99(+2.0) いなしきＡ・Ｉくらぶ

沼尻　奏人(6) 52m45 海老原　拓人(6) 50m78 山﨑　大輝(6) 50m25 板谷　綾大(6) 47m42 武田　友樹(5) 46m88 郡司　健生(6) 45m91 小林　楓(6) 44m06 古矢　匠(6) 44m06
上妻小 城南小 水海道小 里美小 結城西小 鹿島小 里美小 三妻小
谷中　葵(5) 14.25 八島　愛美(5) 14.37 関　杏奈(5) 14.50 佐藤　菜々美(5) 14.56 武藤　莉音(5) 14.65 田中　真航(5) 14.83 伊藤　菜月(5) 15.17

TSA 千波小 水戸市陸上スポ少 旭北クラブ 水戸市陸上スポ少 ビーイングジュニア 平井クラブ
今橋　あおい(6) 14.00 原田　真希(6) 14.04 生井沢　彩瑛(6) 14.09 宮地　綾乃(6) 14.11 西尾　美来(6) 14.21 坂本　愛莉(6) 14.22 大槻　咲花(6) 14.23 大塚　舞華(6) 14.48

日立陸上クラブ 双葉台小 鹿嶋陸上クラブ 水戸市陸上スポ少 美野里クラブ アスレッコクラブ 神栖JAC 竹島小
岡本　紗弥(6) 13.61 興野　愛理(6) 14.32 根本　葵衣(6) 14.41 有田　結衣(6) 15.09 本城　玲藍(6) 15.13 仲沢　飛羽咲(6) 16.78 菊地　美和(6) 18.60
アスレッコクラブ 里美小 かすみがうら陸上クラブ 平井AC 鹿島小 平井クラブ クラブ・ドラゴンズ

アスレッコクラブ 56.68 竜ヶ崎jr陸上 57.12 水戸市陸上スポ少 57.36 日立陸上クラブ 57.84 鉾田陸上クラブ 58.03 城南小 59.14 TSA 59.33 ビーイングジュニア 1:00.12
岡本　紗弥(6) 佐藤　なつほ(6) 中澤　早紀(6) 小池　杏莉(6) 齋藤　羽月(5) 神永　日向(6) 梅原　穂乃香(5) 坂　知優(5)

坂本　愛莉(6) 村山　莉奈(6) 宮地　綾乃(6) 今橋　あおい(6) 小松崎　妃紅(6) 和泉田　彩乃(6) 谷中　葵(5) 田中　真航(5)
渡邊　夏心(6) 鴻野　莉捺(6) 関　杏奈(5) 高星　亜珠奈(6) 藤原　優月(6) 渡辺　望央(6) 飯島　早菜(6) 立花　来実(6)
渡辺　リリカ(6) 野口　陽向(6) 武藤　莉音(5) 山本　明花(6) 片岡　ひなの(6) 小嶋　珠莉(5) 藤田　結愛(5) 飯島　和奏(6)

稲箸　柑南(6) 1m36 青木　七夕(6) 1m30 山本　明花(6) 1m27 石川　実鈴(6) 1m24 神永　日向(6) 1m24 石井　陽(6) 1m21 篠山　ひかり(6) 1m21 根本　桃亜(5) 1m18
いなしきＡ・Ｉくらぶ GR 城南小 =GR 日立陸上クラブ 上妻小 城南小 豊岡小 大形小 いなしきＡ・Ｉくらぶ

黒田　望華(6) 4m34(+2.9) 宇野　花音(6) 3m96(+2.1) 喜多　紗耶奈(6) 3m82(+1.2) 廣田　葵(6) 3m76(+1.7) 法霊崎　史佳(6) 3m70(+3.4) 中島　沙映(6) 3m66(+1.6) 相山　紗那(6) 3m64(+1.5) 馬場　陽美華(6) 3m62(+3.5)
いなしきＡ・Ｉくらぶ 公認4m11(+1.9) 神大実小 公認3m79(+1.9) 日立陸上クラブ いなしきＡ・Ｉくらぶ 絹川小 公認3m66(+1.8) 豊岡小 岡田小 城西小 公認3m47(+0.9)

笠倉　美咲(6) 46m31 廣沢　美香子(5) 45m01 堀込　光姫(6) 39m39 石坂　夏妃(6) 38m98 齋藤　菜々美(6) 37m97 柴﨑　美嘉(6) 36m83 関　優衣奈(5) 35m28 上野　絢愛(6) 35m04

石下小 小栗小 三妻小 城南小 双葉台小 絹西小 大生小 絹川小

主催：（一財）茨城陸上競技協会
日付 種目

和田　大輝(3) 22.73(+5.0) 大田　涼将(3) 24.31(+3.5) 篠原　涼(3) 24.71(+5.0) 中島　魁柊(2) 24.83(+3.5) 寺門　尚紀(3) 24.84(+5.0) 本橋　大洋(3) 25.10(+5.0) 根本　陽大(2) 25.36(+5.0) 星野　翔威(3) 25.41(+3.5)

三和北中 友部中 笠原中 友部中 笠原中 緑岡中 つくばスポーツアカデミー 友部中
佐竹　蒼人(3) 54.21 渡邉　聖矢(3) 55.38 綿引　大介(3) 55.41 白井　瑞樹(3) 55.49 園部　舜(2) 58.88 須藤　嵩登(2) 59.49 橋本　瑞(3) 59.98 関　倖汰(1) 1:00.30
三和北中 笠原中 笠原中 つくばスポーツアカデミー 友部中 友部中 友部中 つくばスポーツアカデミー

中山　和海(3) 4:22.92 井坂　佳亮(3) 4:27.28 猪亦　翔太(2) 4:29.98 石川　純(2) 4:30.05 鈴木　南於斗(2) 4:30.87 鈴木　志竜(3) 4:33.94 橋本　真(1) 4:35.71 三次　柊太(3) 4:37.86
八千代東中 金砂郷中 笠原中 笠原中 水府中 水府中 太田中 笠原中

宇佐美　乃彩(1) 27.28(+1.9) 山崎　ありな(3) 27.38(+1.9) 市村　理沙(3) 27.97(+1.9) 箱守　愛菜(2) 28.09(+1.9) 倉沢　怜那(2) 28.14(+1.9) 塚田　瑞夏(2) 28.53(+2.5) 田中　愛羅(2) 28.81(+5.1) 神長　あこ(3) 29.08(+1.9)
笠原中 笠原中 笠原中 つくばスポーツアカデミー ビーイングジュニア 友部中 笠原中 緑岡中
後藤　凜那(2) 5:06.73 井坂　佳鈴(3) 5:09.36 檜山　明里(3) 5:10.85 大坪　美優(2) 5:15.79 生井沢　優奈(2) 5:17.52 小谷野　美羽(3) 5:23.51 山口　美月(3) 5:31.84 松橋　彩音(3) 5:32.46

友部中 金砂郷中 友部中 ときわクラブ 鉾田南中 笠原中 友部中 笠原中
石山　龍貴 22.56(+2.5) 田渕　凌(1) 23.50(+2.5) 吉川　輝 24.42(+2.5) 上田　航 24.44(+2.5) 井上　裕貴(3) 24.86(+2.5)
つくばスポーツアカデミー 水戸一高 つくばスポーツアカデミー 阿見アスリートクラブ 石岡一高
會田　智也(1) 49.40 佐々木　幹太(1) 51.54 清水　涼太 53.01
日本ウェルネス大 茨城大 茨城陸協

倉田　蓮(3) 4:08.78 矢吹　雅行(2) 4:12.89 久保田　和也 4:14.53 小田　恭平(1) 4:16.16 上田　雄己(3) 4:16.60 二川　健伸(1) 4:17.29 後藤　大志(1) 4:17.55 大森　蓮太(1) 4:18.14
水戸葵陵高 水戸葵陵高 石岡陸協 水戸葵陵高 水戸葵陵高 水戸葵陵高 水戸葵陵高 水戸葵陵高

片岡　未來(2) 28.20(+2.3) 杉山　りん(2) 29.50(+2.3) 古川　比菜(3) 29.54(+2.3) 川島　未有(2) 31.98(+2.3) 寺門　詩帆(1) 32.00(+2.3) 大塚　春奈(2) 33.29(+2.3) 上野　愛美(1) 35.19(+2.3)
石岡一高 水戸一高 石岡一高 大成女子高 大成女子高 石岡一高 石岡一高
渡邉　沙羅(3) 5:15.74 相澤　幸枝 5:28.05 小田倉　香織 5:29.79

石岡一高 ＲＵＮＳ 笠松走友会
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笠松運動公園陸上競技場 【081010】

決勝一覧（日清食品カップ小学生大会茨城県予選）
2018日清食品カップ全国小学生陸上競技交流大会茨城県代表選考会 　　　平成３０年６月１６日（土）

6月16日
小学5年男子100m

風：+2.8

6月16日
小学6年男子100m

風：+2.8

1位 2位

6月16日
小学男子80mH

風：+1.7

6月16日 高校一般男子200m

6月16日 中学男子400m

6月16日 中学男子200m

決勝一覧（第３回茨城県記録会）
　　　平成３０年６月１６日（土）

6月16日 小学男子4×100mR

6月16日 小学男子走高跳

6月16日 高校一般男子1500m

6月16日 高校一般男子400m

2018第３回茨城県記録会 【18080303】
笠松運動公園陸上競技場 【081010】

6月16日 小学男子走幅跳

6月16日 中学女子1500m

6月16日
小学男子ジャベリック

ボール投

6月16日
小学5年女子100m

風：+1.0

6月16日
小学6年女子100m

風：+2.4

6月16日 高校一般女子1500m

6月16日 中学女子200m

6月16日 高校一般女子200m

6月16日
小学女子80mH

風：+2.3

6月16日 小学女子4×100mR

6月16日 中学男子1500m

6月16日
小学女子ジャベリック

ボール投

6月16日 小学女子走高跳

6月16日 小学女子走幅跳


