日清食品カップ第３５回全国小学生陸上競技交流大会茨城県代表選考会
笠松運動公園陸上競技場
2019/06/22 ～ 2019/06/22
1位

日付

種目

6月22日

小学5年男子100m
風：+0.7

田代 蓮(5)

6月22日

小学6年男子100m
風：+2.2

古沢 侑誠(6)

6月22日

小学男子コンバインドA

2位

茨 城・鹿島小

13.01 安斎 陽翔(6)

茨 城・玉小

2103点 嶋﨑 結己(6)
13.02(+2.5)-1m24

茨 城・岩井一小

6月22日

小学男子コンバインドB

6月22日

小学5年女子100m
風：+2.1

香取 奈摘(5)

6月22日

小学6年女子100m
風：+2.5

武藤 莉音(6)

6月22日

小学女子コンバインドA

4m16(-1.2)-38m65

茨 城・三和トラック

2048点 鈴木 泉撫(6)

茨 城・新治小

茨 城・いなしき Ａ・Ｉ くらぶ 茨 城・岩井一小

14.84(+2.3)-1m33

14.67(+1.2)-1m27

14.22(+2.2)-1m15

茨 城・大生小

3m43(-0.4)-35m48

53.40

茨 城・水戸アスリート

茨 城・美野里クラブ

3m08(-0.8)-39m80

54.72

茨 城・鹿嶋陸上クラブ

3m65(-0.4)-29m32

茨 城・鳥羽小

1688点 宮田 杏月葉(6)

15.12(+2.2)-1m21

14.86(-1.3)-1m15

1428点 涌井 心路(6)

茨 城・大形小

1417点

茨 城・結城小

3m41(-1.7)-31m50

3m21(-0.8)-33m74

57.16 茨 城・鹿島小

茨 城 ・いな しき Ａ・Ｉ くら ぶ

1663点

茨 城・わかしか

1429点 浅野 媛香(6)

3m16(-1.0)-35m02

56.99

14.04

茨 城・ビーイングJr

茨 城・下館小

茨 城・七重小

55.86 茨 城・竜ヶ崎Jr

13.94 田中 眞航(6)

1700点 板谷 未葵(6)

14.85(-1.3)-1m18

15.21

茨 城・豊田小

茨 城・TSAAC

1434点 倉持 茉央(6)

3m13(-0.8)-35m66

55.45 茨 城・下館小

茨 城・アスレッコクラブ

13.93 谷中 葵(6)

茨 城・TSAAC

1451点 山口 秋桜(6)

4m29(-0.8)-28m41

15.12 石塚 咲(5)

茨 城・日立陸上クラブ

1719点 髙橋 芽生(6)

1612点

茨 城・樺穂小

3m54(-1.1)-39m98

茨 城・竜ヶ崎Jr

14.53(+1.2)-1m15

1505点 網代 妃愛(6)

13.63(+0.8)-1m10

1636点 木村 琉星(6)

14.93 野田 絢菜(5)

13.91 宮本 凜(6)

茨 城・神栖JAC

1815点

茨 城・大国小

茨 城・逆井山小

茨 城・大同東小

1772点 倉持 いろは(6)

1834点 山上 夕佳(6)

1515点 関 優衣奈(6)

茨 城・結城西小
3m28(-1.5)-44m00

13.65 梶原 優衣(6)

茨 城・水戸アスリート

1867点 金敷 隼也(6)

1646点 野口 太哉(6)

14.93 武内 こまち(5)

茨 城・アスレッコクラブ

茨 城・城西小

3m20(+0.5)-42m23

14.07(+2.5)-1m21

茨 城・我流ＡＣ

13.55 関 杏奈(6)

1874点 谷津 実音(6)

13.99(0.0)-1m21

1661点 武田 友樹(6)

3m79(-1.0)-37m72

茨 城・豊加美小

茨 城・鹿嶋陸上クラブ

14.51(0.0)-1m30

1663点 小針 和真(6)

13.79

茨 城・水海道小

1881点 鈴木 朝日(6)
茨 城・大国小

14.50 白田 舞(5)

13.67 本橋 仁(6)

茨 城・岩井二小

茨 城・アスレッコクラブ

茨 城・アスレッコクラブ
1587点 清水 美緒(6)

廣沢 美香子(6)

3m34(-4.1)-44m06

13.53 伊藤 菜月(6)

1896点 大久保 知勇(6)

14.86

茨 城・水戸アスリート

13.61 森角 愛都(6)

茨 城・鹿嶋陸上クラブ

茨 城・嘉田生崎小

14.31 鈴木 夢(5)

茨 城・水戸アスリート

茨 城・日立陸上クラブ

13.62(+1.2)-1m30

小学混合4X100mR

4m08(0.0)-35m95

13.36 田村 夕(6)

茨 城・TSAAC

茨 城・新治小

13.88 長洲 さら(5)

茨 城・水戸アスリート

茨 城・水戸アスリート

13.59(+0.8)-1m18

1706点 西山 瑞騎(6)

茨 城・水海道小

13.71 小池 苺(5)

藤田 結愛(6)

6月22日

13.46(+1.3)-1m21

14.83 根内 稟太朗(5)

茨 城・美野里クラブ

13.57 武生 快翔(6)

茨 城・城南小

8位

14.68 田村 亮真(5)

茨 城・鹿島小

茨 城・下稲吉東小

1915点 石嶋 士竜(6)

茨 城・樺穂小

1783点 福原 琉友(6)

茨 城・城西小

3m86(-0.4)-43m86

1971点 石川 瑶(6)

茨 城・江川南小

1805点 土田 陸翔(6)

石塚 玲央斗(6)

小学女子コンバインドB

2082点 鈴木 碧惟(6)

13.42 谷 歩武(6)

茨 城・アスレッコクラブ

7位

14.54 田代 善(5)

茨 城・ビーイングJr

13.15 後藤 大輝(6)

茨 城・水戸アスリート

6位

14.45 谷 雅史(5)

茨 城・牛堀小

13.10 吉田 澪(6)

茨 城・いなしき Ａ・Ｉ くらぶ 茨 城・TSAAC

5位

14.32 明間 功乃慎(5)

茨 城・南飯田小

茨 城・日立陸上クラブ

13.30(+1.3)-1m30

4位

14.29 宮川 悠哉(5)

茨 城・鹿嶋陸上クラブ

星 優輝(6)

6月22日

3位

14.22 吉弘 悠晟(5)

57.58

57.97

茨 城・日立陸上クラブ

関 杏奈(6)

立野 美紅(6)

後藤 大輝(6)

若林 優季姫(6)

海老原 空(5)

細谷 昊来(6)

中村 向日葵(6)

高柳 奈津(6)

吉田 澪(6)

伊藤 菜月(6)

倉持 結心(6)

山中 太陽(6)

木村 駿斗(5)

渡邉 脩真(6)

田代 善(5)

小林 奈菜栄(5)

鈴木 航世(6)

武生 快翔(6)

大塚 莉奈(6)

増渕 汐梨奈(6)

齋田 美桜(6)

永井 麻椰(6)

杉野 萌々(6)

川又 大知(6)

武藤 莉音(6)

隈本 昂(6)

大木 一真(6)

鶴見 凛桜(6)

宮本 凜(6)

東久保 風雅(5)

田代 蓮(5)

大高 元気(5)

第３回茨城県陸上競技記録会
笠松運動公園陸上競技場
2019/06/22 ～ 2019/06/22
日付

種目

6月22日

中学男子200m
風：+0.4

6月22日

中学男子400m

6月22日

中学男子1500m

6月22日

中学女子200m

6月22日

中学女子1500m

6月22日

高校一般男子200m

6月22日

高校一般男子400m

6月22日

高校一般男子1500m

6月22日

高校一般女子200m

6月22日

高校一般女子400m

6月22日

高校一般女子1500m

1位

2位

橋本 佳樹(2)
茨 城・玉里中

茨 城・ときわクラブ

茨 城・水戸アスリート
根本 憲佑(3)

茨 城・スマイル東海

26.49(+0.4) 塚田 瑞夏(3)

茨 城・水戸アスリート
長島 奈南(3)

5:03.62 大坪 美優(3)

滝本 康生(1)

22.35(+0.3) 西連地 翔(2)

茨 城・茨城大
舘野 哲也
佐藤 雅俊(2)

4:12.30 田所 生真(2)

茨 城・鹿島学園高
関 華那(2)
根本 まなか(3)
茨 城・水戸商業高
橋野 玲奈
茨 城・日立

22.58(+0.3) 吉田 頼弥(2)

茨 城・水戸商業高
4:28.26 小澤 夏美
茨 城・日立

1:07.04 高橋 優良(2)
茨 城・佐和高
4:28.45 今井 千尋
東 京・ユニクロ

27.95(+1.4) 篠原 陽菜(1)

茨 城・水戸商業高
茨 城・佐和高
4:37.42 江幡 唯花(3)
茨 城・水城高

28.04(+1.4) 宮内 萌絵(2)

1:10.53 橋本 葵(1)

23.36(-0.1) 長嶋 海斗(3)
1:01.18 中村 光汰(1)

1:01.99

茨 城・小瀬高
4:15.92 峯島 璃乙(2)

茨 城・水戸葵陵高

28.12(+1.4) 市村 さくら(2)

茨 城・鹿島学園高

23.36(-0.1)

茨 城・Break Through Project茨 城・水戸商業高

4:15.41 高野 晃勢(2)

茨 城・水戸商業高

5:49.66

茨 城・大島中

茨 城・佐和高

4:15.36 三宅 瑞峰(2)

茨 城・水戸商業高

5:48.34 儀間 那夏(2)

59.40 斎藤 幸一(1)

茨 城・佐和高

31.23(+0.2)

茨 城・大島中

茨 城・水戸四中

23.28(+0.3) 塚本 和明

58.55 坂場 慈笑(1)

茨 城・水戸葵陵高

31.23(+0.4) 市毛 悠愛(1)

5:43.02 大和田 沙樹(2)

茨 城・鹿島学園高

4:14.17 菅谷 将(1)

茨 城・水戸葵陵高

1:09.85 山形 依瑠萌(2)

23.26(-0.1) 本谷 勇眞(2)

4:37.48

茨 城・水戸アスリート

茨 城・水戸四中

茨 城・水戸アスリート

茨 城・佐和高

4:13.75 後藤 大志(2)

31.03(+0.2) 野口 彩華(2)

茨 城・大島中

茨 城・東海高

4:29.53 酒井 優輔(2)

茨 城・十王中

5:27.98 佐藤 未海(2)

53.69 小林 研太(2)

茨 城・佐和高

27.88(+1.4) 津金 彩香(3)

29.29(+0.2) 横須賀 美桜(1)

茨 城・スマイル東海

23.09(+0.3) 佐藤 廉(3)

4:27.19 金澤 逞(2)

茨 城・峰山中

茨 城・水戸四中

52.88 網野 結月(1)

茨 城・神栖TC

4:26.17 川又 一生(3)

5:21.12 會澤 優萌(2)

茨 城・水戸商業高

茨 城・佐和高

27.46(+1.4) 八島 望愛(1)

28.89(+0.2) 戸室 葵(1)

茨 城・スマイル東海
茨 城・水戸四中

茨 城・Break Through Project茨 城・水戸商業高
1:03.09 市毛 美宇(3)

8位

32.30

茨 城・緑岡中

茨 城・瑞竜中

5:20.93 矢田部 依央菜(2)

茨 城・水戸四中

4:13.09 冨野 真吾

茨 城・水戸葵陵高

27.40(+1.4) 櫻井 美沙季

茨 城・水戸商業高

28.35(+0.4) 西山 莉央(1)

茨 城・ビーイングJr

52.36 木村 温貴(3)

茨 城・明秀日立高

茨 城・緑岡中

4:23.19 武藤 稜河(2)

茨 城・波崎一中

茨 城・茨城陸協

50.73 落合 海成(2)

東 京・日立産機システム

4:21.89 長島 愛徒(2)

茨 城・峰山中

22.50(+0.3) 畑岡 伸

茨 城・東海高

茨 城・ビーイングJr

7位

29.16 中野 裕貴(1)

1:12.75

5:16.38 高杉 悠菜(2)

茨 城・ときわクラブ

6位

26.97 山口 波空(1)

茨 城・水戸四中

27.03(+0.4) 大久保 咲良(3)

茨 城・水戸アスリート

茨 城・波崎一中

茨 城・水戸アスリート

4:21.00 岡崎 康介(3)

茨 城・水戸アスリート

5位

26.34 山本 廉(1)

59.45 田村 一貴(2)

4:10.09 井関 達也(3)

茨 城・滑川中

4位

25.55 白田 丈侑(2)

57.05 鈴木 一真(2)

長洲 勘太郎(2)

荘司 向日葵(3)

3位

25.29 大関 康生(2)

28.45(+1.4) 多田 柚稀(1)

茨 城・水戸商業高

4:16.28

茨 城・水戸葵陵高
29.91(+1.4)

茨 城・鹿島学園高

1:16.63

茨 城・明秀日立高
4:51.40 猿田 真海(1)
茨 城・水城高

4:57.42 古山 麗奈(2)
茨 城・水城高

4:57.45 新名 風花
茨 城・日立

4:57.49 根本 まな(1)
茨 城・水城高

5:04.12

