
上位記録一覧表
笠松スポーツフェスティバル第３９回茨城県小学生陸上競技大会　18080002
主催：茨城県体育協会・茨城陸上競技協会 ２０１８年１０月２１日（日） 笠松運動公園陸上競技場　081010

【男子】

日付 種目

田上　蓮稀(1) 8.65 平田　慎吉(1) 8.79 滝口　奨真(1) 8.83 出野　桐吾(1) 8.87 舘　　蓮翔(1) 8.88 小池　理仁(1) 8.98 信田　悠真(1) 9.20 石塚　大輝(1) 9.20

小桜 江戸川学園取手 大沼 御所ヶ丘 Ｔ･Ｓ･Ａ アスレッコ 鹿嶋陸上 鹿嶋陸上

大和田　潤(2) 8.16 吉成　　葵(2) 8.28 畠山力駆登(2) 8.37 藤田　颯介(2) 8.51 秋本　一翔(2) 8.57 加藤　五輝(2) 8.66 高柳　　舜(2) 8.81 高野　琉聖(2) 8.95

友部 舟石川 納場 Ｔ･Ｓ･Ａ 常陸大宮陸上 深芝 鉾田陸上 鉾田陸上

大久保奏楽(3) 7.95 田中　啓允(3) 7.95 遠矢　峻吾(3) 8.08 宇都木蒼大(3) 8.14 菅間　康太(3) 8.15 隠岐　勇惺(3) 8.17 榊原　佑生(3) 8.21 鈴木　蒼史(3) 8.23

かすみがうら陸上 ビーイング アスレッコ かすみがうら陸上 常総S.C. 谷田部 アスレッコ 水戸アスリート

吉弘　悠晟(4) 14.96 會田　　逞(4) 15.25 谷　　雅史(4) 15.42 根内稟太朗(4) 15.43 田山　　纏(4) 15.45 鴨志田　彪(4) 15.46 野澤　歩夢(4) 15.48 東久保風雅(4) 15.65

鹿嶋陸上 浜田 ビーイング 水戸アスリート 当間スポ少 五軒 アスレッコ いなしきA･I

吉田　　澪(5) 14.16 面土座アリウス(5) 14.22 鈴木　航世(5) 14.30 後藤　大輝(5) 14.36 嶋﨑　結己(5) 14.44 武生　快翔(5) 14.46 飯村　　翼(5) 14.66 富本　琉太(5) 14.90

水戸アスリート とよかみ 水戸アスリート アスレッコ Ｔ･Ｓ･Ａ 鹿嶋陸上 友部二 日立陸上

會田　聖也(6) 12.26 告　星思流(6) 12.60 森山　巧乙(6) 13.02 丸山　夢翔(6) 13.19 岩堀　恭平(6) 13.21 渡辺　悠太(6) 13.38 能登山　陸(6) 13.41 入内島　諒(6) 13.57

Ｔ･Ｓ･Ａ 高道祖 アスレッコ ＡＣ下総 水戸アスリート 双葉台ク 鹿嶋市 ビーイング

川又　大知(5) 3:15.34 須藤　瀧雅(5) 3:21.60 中井　琉介(5) 3:24.93 木村　祐介(5) 3:25.96 鈴木　道翔(5) 3:26.62 大久保知勇(5) 3:28.57 会田　陸斗(5) 3:30.35 寄川　滉正(5) 3:30.50

日立陸上 利根東葛RC 利根東葛RC 山方 Ｔ･Ｓ･Ａ アスレッコ さかえ陸上 日立陸上

山崎　祐季(6) 3:06.58 阿部　　翼(6) 3:07.22 楢山　陽太(6) 3:08.72 秋田　大和(6) 3:10.36 田部　光翼(6) 3:12.01 小川　竜輝(6) 3:14.84 田中　稜雄(6) 3:14.97 袴田　惟人(6) 3:17.06

大沼 大沼 大沼 大沼 大戸 息栖 神栖JAC アスレッコ

星　　優輝(5) 14.43 布施　真斗(5) 15.56 横田　英俊(5) 17.98 酒井　馨大(5) 18.64 山本　煌雅(5) 18.98 宇賀神　浬(5) 19.15

いなしきA･I 鹿嶋陸上 美野里ク アスレッコ アスレッコ アスレッコ

須田　匠要(6) 12.15 長谷川　玄(6) 12.57 馬場　悠成(6) 13.56 山﨑　恵寿(6) 13.84 川﨑　光介(6) 13.85 廣瀬　　快(6) 14.57 富山　大翔(6) 14.59 宮田　泰地(6) 15.05

Ｔ･Ｓ･Ａ やたべ土合 いなしきA･I アスレッコ いなしきA･I Ｔ･Ｓ･Ａ 日立陸上 いなしきA･I

Ｔ･Ｓ･Ａ 53.82 アスレッコ 54.03 いなしきA･I 55.54 水戸アスリート 56.20 双葉台ク 56.28 ビーイング 58.16 戸頭 58.40 日立陸上 59.02

須田　匠要 安達　翔磨 瀬口　駿人 鈴木　航世 高橋　昂土 神宮寺龍我 佐野　翔太 福地　東剛

會田　聖也 山崎　恵寿 星　　優輝 岩堀　恭平 土井　柊悟 山本　　廉 石﨑　瀧碧 岡田　秀真

廣瀬　　快 野口　大雅 松田　風太 宮川真太朗 綿引　優太 井桁　直輝 山藤　隼斗 小川　海人

嶋﨑　結己 森山　巧乙 江口　悠翔 園部　九楽 渡辺　悠太 入内島　諒 竹内　一翔 植嶋　空良

山本勘太郎(6) 1m36 長岡　篤生(6) 1m24 木村　太一(6) 1m15

城南 いなしきA･I いなしきA･I

江口　悠翔(5) 3m96(+1.9) 宮川真太朗(5) 3m83(+1.0) 板橋　昂希(5) 3m65(+0.7) 上園　瑞葵(5) 3m64(+1.9) 倉本　絆那(5) 3m64(+2.7) 渡邉　脩真(5) 3m60(+2.5) 矢野　智大(5) 3m58(+0.1) 角崎　　心(5) 3m42(+1.1)

いなしきA･I 水戸アスリート いなしきA･I 日立陸上 水戸アスリート 公認3m52(+1.9) いなしきA･I 公認3m59(-0.1) アスレッコ 日立陸上

池嶋　修平(6) 5m03(+2.0) 中野　珠里(6) 4m27(+0.6) 高橋　昂士(6) 4m17(+1.3) 野口　大雅(6) 4m08(+2.1) 小川　海人(6) 3m89(+1.6) 岩田蓮太郎(6) 3m55(+0.6) 福地　東剛(6) 3m52(+3.3) 下田　亮太(6) 3m37(+2.4)

さかえ陸上 里美 双葉台ク アスレッコ 公認4m06(+1.4) 日立陸上 水戸アスリート 日立陸上 公認3m44(+1.1) 日立陸上 公認3m29(-0.9)

須黒　祐紀(5) 36m47 吉澤　大和(5) 30m17 箱守　陽斗(5) 24m41

我流ＡＣ GR ビーイング GR Ｔ･Ｓ･Ａ

大高　拓磨(6) 51m91 石井　天琉(6) 47m09 新井　克岳(6) 41m71 佐藤　滉大(6) 36m28 水野谷陽智(6) 30m49

上辺見ファイターズ GR 我流ＡＣ GR 浜田 GR 神栖JAC GR かすみがうら陸上 GR
10月21日

６年男子ジャベ
リックボール投

10月21日
２年男子50m 
風：+0.3

10月21日
３年男子50m 
風：+2.2

10月21日
５年男子ジャベ
リックボール投

10月21日 ５年男子走幅跳

10月21日 ６年男子走幅跳

10月21日
１年男子50m 
風：+1.6

10月21日
６年男子80mH 
風：+2.9

10月21日 男子4X100mR

10月21日
４年男子100m 
風：+1.2

10月21日
５年男子100m 
風：+2.0

10月21日 ６年男子走高跳

10月21日 ５年男子1000m

10月21日 ６年男子1000m

10月21日
５年男子80mH 
風：+1.3

10月21日
６年男子100m 
風：+2.4

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
10:00 晴 21.0 49 北 1.4
11:00 晴 22.6 43 北 1.4
12:00 晴 23.5 45 北 1.5
13:00 晴 22.0 47 北北東 2.5
14:00 晴 20.0 52 北北西 1.8
15:00 晴 19.8 54 北北西 2.7



上位記録一覧表
笠松スポーツフェスティバル第３９回茨城県小学生陸上競技大会　18080002
主催：茨城県体育協会・茨城陸上競技協会 ２０１８年１０月２１日（日） 笠松運動公園陸上競技場　081010

【女子】

青野菜々美(1) 8.89 関根菜乃花(1) 9.18 根本　望衣(1) 9.46 菊池ひなた(1) 9.53 平沼　夏葵(1) 9.60 松立　侑莉(1) 9.61 中川　麗海(1) 9.63 大庭みちる(1) 9.65

アスレッコ 佐野 かすみがうら陸上 外野 水戸市陸上 水戸市陸上 文間スポ少 鉾田ＡＣ

大高　千怜(2) 8.54 オコイエ　ニコル　心優(2) 8.65 久野沙希菜(2) 8.66 矢部　愛翔(2) 8.78 長山虹乃花(2) 8.84 林　　美詞(2) 8.89 大山　詩織(2) 8.95 小沼　希愛(2) 9.23

中央 水戸市陸上 鉾田ＡＣ 太田 常陸大宮陸上 水戸市陸上 リリーベール 鉾田陸上

飯島　菜月(3) 8.16 伊藤　　夢(3) 8.32 真鍋　桜苺(3) 8.60 阿部　小雪(3) 8.63 柴田　らら(3) 8.64 渡邉　樹那(3) 8.66 小林楓乃音(3) 8.68 倉持　真央(3) 8.69

Ｔ･Ｓ･Ａ アスレッコ 水戸アスリート いなしきA･I 双葉台ク 水戸アスリート 水戸アスリート アスレッコ

香取　奈摘(4) 14.68 長洲　さら(4) 14.86 鈴木　　夢(4) 15.15 小池　　苺(4) 15.25 諸川　茉海(4) 15.29 渡辺　真依(4) 15.59 高津このみ(4) 15.78 会沢　心菜(4) 16.31

八俣 水戸アスリート 豊加美 水戸アスリート 水戸アスリート 双葉台ク アスレッコ 常陸大宮陸上

永岡　歩夢(5) 13.90 谷中　　葵(5) 14.03 田村　　夕(5) 14.12 武藤　莉音(5) 14.18 関　　杏奈(5) 14.33 小竹りりか(5) 14.41 伊藤　菜月(5) 14.48 八島　愛美(5) 14.54

那珂湊一 Ｔ･Ｓ･Ａ 日立陸上 水戸アスリート 水戸アスリート Ｔ･Ｓ･Ａ 鹿嶋陸上 千波

宮地　綾乃(6) 13.65 原田　真希(6) 13.86 西尾　美来(6) 13.93 和泉田彩乃(6) 13.97 坂本　愛莉(6) 13.98 生井沢彩瑛(6) 14.08 小松崎妃紅(6) 14.19

水戸アスリート 双葉台ク 美野里ク 城南 アスレッコ 鹿嶋陸上 鉾田陸上

加藤　来実(5) 3:06.99 成家　遙花(5) 3:18.71 山口　紗奈(5) 3:23.40 木村　真桜(5) 3:25.71 立原桜花子(5) 3:31.42 丸山　雪凪(5) 3:34.29 高柳　奈津(5) 3:35.07 永井　麻椰(5) 3:35.21

利根東葛RC GR 水戸アスリート 大野原 大沼 鹿嶋陸上 鹿嶋陸上 日立陸上 いなしきA･I

小池　杏莉(6) 3:17.87 羽生　ゆず(6) 3:18.97 長久保杏珠(6) 3:22.81 神奈川心菜(6) 3:23.78 松井　心琴(6) 3:30.68 佐々木暖心(6) 3:31.49 田渡　真心(6) 3:33.94 住野　心春(6) 3:35.13

大沼 息栖 大沼 養蚕 深芝 いなしきA･I 神栖JAC 水戸アスリート

藤田　結愛(5) 15.90 近藤愛里子(5) 17.45 渡邊　優奈(5) 18.26 冨田　珠莉(5) 18.57 松田　衣純(5) 18.60 荒木りんな(5) 18.96 長峯　愛莉(5) 19.12 村井　菜南(5) 19.18

Ｔ･Ｓ･Ａ いなしきA･I かすみがうら陸上 鉾田ＡＣ いなしきA･I 日立陸上 鉾田ＡＣ 水戸アスリート

岡本　紗弥(6) 13.32 根本　葵衣(6) 13.83 渡辺　望央(6) 14.65 谷畑　瑠南(6) 14.66 市村　結奈(6) 15.29 藤田　恵美(6) 15.53 中津野愛奈(6) 15.65 矢崎　叶彩(6) 16.34

アスレッコ かすみがうら陸上 城南 アスレッコ 大形 ドラゴンズ 深芝 いなしきA･I

アスレッコ 55.80 水戸アスリート 56.21 鉾田陸上 56.88 日立陸上 56.99 双葉台ク 57.31 Ｔ･Ｓ･Ａ 57.63 城南 57.69 いなしきA･I 57.98

岡本　紗弥 中澤　早紀 齋藤　羽月 喜多紗耶奈 齋藤菜々美 谷中　　葵 神永　日向 山上　夕佳

渡辺リリカ 宮地　綾乃 小松崎紀紅 今橋あおい 原田　真希 飯島　早菜 和泉田彩乃 稲箸　柑南

渡邊　夏心 関　　杏奈 藤原　優月 高星亜珠奈 若菜　楓子 高橋　芽生 渡辺　望央 廣田　　葵

坂本　愛莉 武藤　莉音 片岡ひなの 田村　　夕 江橋　央菜 小竹りりか 青木　七夕 黒田　望華

根本　桃亜(5) 1m15 國生　　結(5) 1m10 臼井　春菜(5) 1m10

いなしきA･I アスレッコ 本郷

稲箸　柑南(6) 1m33 青木　七夕(6) 1m33 山本　明花(6) 1m30 神永　日向(6) 1m27 塩畑明日美(6) 1m21 福田妃与莉(6) 1m18 篠山ひかり(6) 1m10

いなしきA･I 城南 日立陸上 城南 美野里ク 水戸アスリート 大形

遠藤　璃巴(6) 1m10

日立陸上

鈴木　泉撫(5) 4m06(+1.8) 信田　沙菜(5) 3m44(+1.3) 川島　愛海(5) 3m44(+0.4) 青木　日菜(5) 3m26(+0.8) 澤木　　凜(5) 3m26(-0.3) 今橋　理心(5) 3m21(+1.2) 矢吹　優来(5) 3m19(+1.5) 川和　李圭(5) 3m18(+1.4)

アスレッコ 日立陸上 鉾田ＡＣ 上中妻 いなしきA･I 日立陸上 アスレッコ 日立陸上

黒田　望華(6) 4m34(-0.1) 中澤　早紀(6) 4m09(+1.2) 廣田　　葵(6) 4m01(+1.0) 稲葉　春妃(6) 3m81(+0.3) 塩澤　優杏(6) 3m74(-1.3) 渡辺　華帆(6) 3m72(-0.7) 鈴木　未来(6) 3m44(+0.6) 飯島　彩花(6) 3m37(+0.5)

いなしきA･I 水戸アスリート いなしきA･I ビーイング 水戸アスリート 水戸アスリート 日立陸上 戸頭

浅野　媛香(5) 27m45 奥村　虹湖(5) 27m10

大形 Ｔ･Ｓ･Ａ

齋藤菜々美(6) 42m05 山本　実若(6) 33m66 関　らい夏(6) 30m69 薄井　真実(6) 29m27 千葉　理央(6) 28m43

双葉台ク GR アスレッコ GR 大形 GR 双葉台ク GR スマイル東海

10月21日
５年女子ジャベ
リックボール投

10月21日
６年女子ジャベ
リックボール投

10月21日 ６年女子走幅跳

10月21日
２年女子50m 
風：+1.9

10月21日 ５年女子走高跳

10月21日
６年女子100m 
風：+1.8

10月21日 ５年女子1000m

10月21日
３年女子50m 
風：+1.6

10月21日 ５年女子走幅跳

10月21日
５年女子80mH 
風：+0.5

10月21日
６年女子80mH 
風：+1.0

10月21日 女子4X100mR

10月21日 ６年女子走高跳

10月21日 ６年女子1000m

10月21日
４年女子100m 
風：+1.3

10月21日
５年女子100m 
風：+2.4

10月21日
１年女子50m 
風：+3.3


