
No.1

陸協 茨城 コード 08 競技会名 コード 19080504 審判長

主催団体 競技場名 コード 083070 記録主任

 10/27 小学生男子 決勝 1 高野  翔太 小3 阿見AC・アスレッコ 7秒72(0.0m) 2 北園  健翔 小3 阿見AC・アスレッコ 7秒77(0.0m) 3 影沢  悠惺 小3 いなしきA・Iくらぶ 7秒78(0.0m) 4 岩淵  悠太 小2 二の宮小 7秒93(+1.5m)

50m 距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録

5 坂尾  舞斗 小3 阿見AC・アスレッコ 8秒04(0.0m) 6 中込    樹 小2 鹿島陸上クラブ 8秒11(+1.4m) 7 犹館  康清 小3 古河アスリートクラブ 8秒14(+0.4m) 8 石川  煌翔 小2 文間スポーツ少年団 8秒16(0.0m)
距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録

 10/27 小学生男子 決勝 1 星    優輝 小6 いなしきA・Iくらぶ 13秒27 2 江口  悠翔 小6 いなしきA・Iくらぶ 13秒50 3 隈本    昴 小6 鹿島陸上クラブ 13秒55 4 渡邉  脩真 小6 いなしきA・Iくらぶ 13秒66
100m 0.0m 0.0m 0.0m 0.0m

5 武生  快翔 小6 鹿島陸上クラブ 13秒84 6 会田  陸斗 小6 さかえ陸上クラブ 13秒86 7 横田  宏樹 小6 美野里クラブ 14秒11 8 東久保風雅 小5 いなしきA・Iくらぶ 14秒27
0.0m 0.0m +0.2m 0.0m

 10/27 小学生男子 決勝 1 横山  悠介 小3 文間スポーツ少年団 2分46秒75 2 深作  奏斗 小3 鉾田陸上クラブ 2分53秒94 3 中村    蓮 小3 文間スポーツ少年団 2分56秒15 4 酒井  宏都 小3 阿見AC・アスレッコ 2分56秒90
800m

5 宮嶋  聖弥 小3 文間スポーツ少年団 2分59秒46 6 増田  蒼大 小3 阿見AC・アスレッコ 2分59秒93 7 手賀  愛皇 小3 鉾田陸上クラブ 3分00秒83 8 小橋  勇斗 小3 鉾田陸上クラブ 3分05秒03

 10/27 小学生男子 決勝 1 大久保知勇 小6 阿見AC・アスレッコ 3分20秒53 2 海老根嘉斗 小6 常陸大宮陸上競技スポ少 3分21秒90 3 蓑毛  俊太 小6 阿見AC・アスレッコ 3分25秒52 4 宮嶋  寿弥 小6 文間スポーツ少年団 3分26秒29
1000m

5 長島    司 小6 かすみがうら陸上クラブ 3分26秒31 6 服部  尚寿 小6 古河アスリートクラブ 3分29秒12 7 酒井  馨大 小6 阿見AC・アスレッコ 3分29秒14 8 矢野  智大 小6 阿見AC・アスレッコ 3分30秒01

 10/27 小学生男子 決勝 東久保風雅 小5 齊藤  悠大 小5 中澤  大翔 小6 高野    渉 小5

4×100mR 1 星    優輝 小6 いなしきA・Iくらぶ　A 52秒45 2 武生  快翔 小6 鹿嶋陸上クラブ 54秒02 3 板橋  昴希 小6 いなしきA・Iくらぶ　B 59秒76 4 横田  宏樹 小6 美野里クラブ 1分00秒04
渡邉  脩真 小6 藤原  悠雅 小6 池辺  大智 小5 田村  亮真 小5

江口  悠翔 小6 隈本    昴 小6 宮本  凌玖 小5 飯島  哲太 小5

土屋総一朗 小6 水野  正瑛 小3 豊島  和陽 小6 大久保奏楽 小4

5 山本真史郎 小5 古河アスリートクラブ 1分00秒64 6 会田  陸斗 小6 さかえ陸上クラブ 1分01秒03 7 小林  彪悟 小6 ビーイングジュニア 1分01秒33 8 宇津木蒼大 小4 かすみがうら陸上クラブ 1分02秒98
服部  尚寿 小6 小久保龍之介 小6 吉澤  大和 小6 車田  悠陽 小6

太田  優聖 小6 飯島  暉頼 小6 片山  幹太 小6 長島    司 小6

 10/27 小学生女子 決勝 1 円城寺美緒 小3 かすみがうら陸上クラブ 7秒67(+0.7m) 2 波田野美杏華 小3 クラブ・ドラゴンズ 7秒75(+0.7m) 3 久野沙希菜 小3 鉾田陸上クラブ 7秒84(+0.7m) 4 根本  望衣 小2 かすみがうら陸上クラブ 7秒92(+1.0m)

50m 距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録

5 大越  柚稀 小3 鉾田陸上クラブ 7秒97(+0.7m) 6 青野菜々美 小2 阿見AC・アスレッコ 8秒03(+1.0m) 7 山本  羽紗 小2 古河アスリートクラブ 8秒06(0.0m) 8 中川  麗海 小2 文間スポーツ少年団 8秒07(0.0m)
距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録 距離不足のため参考記録

 10/27 小学生女子 決勝 1 伊藤  菜月 小6 鹿島陸上クラブ 13秒89 2 田中  眞航 小6 ビーイングジュニア 14秒52 2 立野  美紅 小6 鹿島陸上クラブ 14秒52 4 山上  夕佳 小6 いなしきA・Iくらぶ 14秒55
100m 0.0m +1.7m 0.0m 0.0m

5 中村向日葵 小6 鹿島陸上クラブ 14秒56 6 岩瀬  南穂 小6 かすみがうら陸上クラブ 14秒61 7 片山    雫 小6 鹿島陸上クラブ 14秒70 8 倉持  結心 小6 阿見AC・アスレッコ 14秒76
0.0m 0.0m 0.0m +0.2m

 10/27 小学生女子 決勝 1 小谷  咲綺 小3 ビーイングジュニア 3分05秒22 2 小松﨑麻椰 小3 阿見AC・アスレッコ 3分06秒93 3 鈴木  日菜 小3 阿見AC・アスレッコ 3分08秒16 4 佐藤  夏未 小3 文間スポーツ少年団 3分08秒63
800m

5 大能  琉明 小3 文間スポーツ少年団 3分08秒69 6 高城  心咲 小3 いなしきA・Iくらぶ 3分10秒03 7 万代  由奈 小3 いなしきA・Iくらぶ 3分10秒88 8 小林  茉帆 小3 ビーイングジュニア 3分16秒80

 10/27 小学生女子 決勝 1 丸山  雪凪 小6 鹿島陸上クラブ 3分23秒11 2 手賀  莉桜 小5 鉾田陸上クラブ 3分31秒70 3 坪井  紗矢 小6 鹿島陸上クラブ 3分31秒84 4 永井  麻椰 小6 いなしきA・Iくらぶ 3分36秒55
1000m

5 大久保杏莉 小6 かすみがうら陸上クラブ 3分38秒16 6 松本  怜奈 小5 岩間三小 3分39秒10 7 小谷  渚月 小6 ビーイングジュニア 3分41秒36 8 岡野  一花 小5 文間スポーツ少年団 3分42秒11

 10/27 小学生女子 決勝 立野  美紅 小6 細谷  昊来 小6 角    果怜 小6 柳澤  歩佳 小5

4×100mR 1 伊藤  菜月 小6 鹿嶋陸上クラブ　A 57秒00 2 原田  美奈 小6 いなしきA・Iくらぶ　A 58秒23 3 田中  眞航 小6 ビーイングジュニア A 59秒80 4 大久保杏莉 小6 かすみがうら陸上クラブ 1分00秒05
片山    雫 小6 永井  麻椰 小6 根本  陽奈 小6 渡邊  優奈 小6

中村向日葵 小6 山上  夕佳 小6 小谷  渚月 小6 岩瀬  南穂 小6

河野  心結 小5 岩坂  麻乃 小6 岡野  真帆 小4 石川  茉凛 小6

5 栗又  彩寧 小6 鹿嶋陸上クラブ　B 1分00秒21 6 鈴木  毬巴 小6 古河アスリートクラブ 1分00秒88 7 岡野  真奈 小6 さかえ陸上クラブ 1分02秒36 8 佐藤  遥香 小6 いなしきA・Iくらぶ　B 1分03秒10
田川  陽菜 小5 熊木  愛依 小6 酒寄  月菜 小6 服部  優樹 小6

真砂  柚葉 小5 髙野  栞凪 小6 五頭すみれ 小4 野口  真央 小6

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

県南選手権

(一財)茨城陸上競技協会　土浦市教育委員会　土浦市体育協会 石岡市運動公園陸上競技場

日付 種目
レース
区分

組 風速
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 競技者名 所属 記録記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位



No.2

陸協 茨城 コード 08 競技会名 コード 19080504 審判長

主催団体 競技場名 コード 083070 記録主任

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

県南選手権

(一財)茨城陸上競技協会　土浦市教育委員会　土浦市体育協会 石岡市運動公園陸上競技場

日付 種目
レース
区分

組 風速
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 競技者名 所属 記録記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

 10/27 中学生男子 決勝 1 塚谷  太陽 中2 阿見AC 12秒23 2 小椋  雅利 中2 阿見AC 12秒31 3 森山  巧乙 中1 阿見AC 12秒43 4 飯田  惠大 中2 阿見AC 12秒80
100m -0.5m -0.5m -0.5m -0.5m

5 椎名  啓多 中2 阿見AC 12秒82 6 安達  翔磨 中1 阿見AC 13秒23 7 成井  珀瑛 中2 美野里クラブ 13秒34 8 小林  優杏 中2 阿見AC 13秒58
-0.5m -0.6m -0.6m -0.6m

 10/27 高校・一般男子 決勝 1 竹内  大遥 高2 竜ケ崎一高 11秒12 2 佐々木  翼 高3 阿見AC 11秒15 3 和田  大輝 高1 つくば秀英高 11秒17 4 大前  遼馬 高2 土浦湖北高 11秒19
100m 0.0m 0.0m 0.0m 0.0m

5 藤井  大和 高1 土浦湖北高 11秒22 6 小林  大智 高2 つくば秀英高 11秒27 7 安藤  雄晟 高2 鹿島学園高 11秒27 8 山田    吾 高1 つくば秀英高 11秒31
0.0m 0.0m 0.0m 0.0m

 10/27 中学生男子 決勝  0.0m 1 吉田    想 中2 阿見AC 24秒27 2 松本  陵磨 中2 阿見AC 25秒49
200m

 10/27 高校・一般男子 決勝 1 児矢野佑都 高2 つくば秀英高 21秒77 2 佐藤  修斗 高3 土浦湖北高 22秒60 3 植村  賢司 22 かすみがうら陸上クラブ 22秒90 4 青木  孝平 高2 竜ケ崎一高 23秒23
200m +0.2m +0.2m +1.2m +1.1m

5 兼子  昴也 高3 阿見AC 23秒31 6 坂入  勇生 高1 阿見AC 23秒49 7 風見  陸斗 高1 つくば秀英高 23秒66 8 白井  海人 高2 常総学院 24秒05
+0.2m +1.2m +1.2m +1.2m

 10/27 高校・一般男子 決勝 1 井上  翔太 高2 つくば秀英高 49秒15 2 丸山    将 31 OCOSITEI 50秒66 3 市村  大和 高2 つくば秀英高 52秒04 4 大関  隼輝 高2 土浦湖北高 52秒47
400m

5 杉浦    心 高2 土浦湖北高 52秒85 6 石井    淳 高2 石岡一高 53秒14 7 白井  瑞樹 高1 常総学院 55秒08 8 野村  拓海 高1 土浦工業高 55秒29

 10/27 中学，高校・一般男子 決勝 1 佐藤  知哉 高2 土浦湖北高 2分03秒56 2 富永  淳也 32 鹿島陸上クラブ 2分04秒13 3 鈴木  琉生 高2 土浦湖北高 2分05秒40 4 橋本  大介 高2 つくば秀英高 2分05秒55
800m

5 成田  寿喜 中3 恋瀬川LHS 2分09秒21 6 今井    翔 高2 土浦工業高 2分09秒90 7 稲葉  璃空 高2 土浦工業高 2分11秒18 8 髙野  恭平 高1 つくば秀英高 2分11秒19

 10/27 中学生男子 決勝 1 奥村    心 中1 恋瀬川LHS 4分42秒62 2 松本  羚央 中2 笠間中 4分43秒63 3 袴田  惟人 中1 阿見AC 4分48秒01 4 作山  陽彦 中1 阿見AC 4分53秒71
1500m

 10/27 高校・一般男子 決勝 1 小福田卓弥 高2 土浦工業高 4分26秒24 2 小島  愛也 高2 阿見AC 4分29秒14 3 中島    快 高1 土浦二高 4分32秒24 4 増子  亘輝 25 かすみがうら市 4分34秒16
1500m

5 青栁  颯太 高2 阿見AC 4分36秒49 6 坂本  蓮武 高2 石岡二高 4分43秒42 7 塚原  希羅 高1 下館二高 4分55秒23 8 殿内  康正 高1 土浦二高 5分37秒25

 10/27 中学生男子 決勝 1 飯島  琉人 中3 クラブ・ドラゴンズ 9分42秒46 2 千葉  大地 中2 恋瀬川LHS 10分00秒26
3000m

 10/27 高校・一般男子 決勝 青木  孝平 高2 以後﨑智太 高1 飯島  朋也 高2

4×100mR 1 竹内  大遥 高2 竜ヶ崎一高 43秒72 2 宮本  真吾 高2 土浦二高 44秒83 3 吉田  保隆 高2 石岡二高 47秒10
西村  佳晃 高2 小澤  亮友 高2 寺田  健一 高2

中村  航星 高1 金子  晃大 高1 鈴木  蒼大 高1

 10/27 高校・一般男子 決勝 1 本橋  尚樹 高1 下館二高 1m75 2 飯田椋汰朗 高1 つくば秀英高 1m70 3 児玉  蒼弥 高1 土浦湖北高 1m60 3 青木  聖央 高2 土浦湖北高 1m60
走高跳

 10/27 中学生男子 決勝 1 福田  咲也 中3 クラブ・ドラゴンズ 6m17
走幅跳 0.0m

 10/27 高校・一般男子 決勝 1 松浦    晨 28 FORZA 6m93 2 石﨑  一平 38 ビーイング 6m42 3 登山  瑠惟 高2 阿見AC 5m86 4 伊藤    颯 高1 土浦湖北高 5m74
走幅跳 0.0m -0.2m 0.0m 0.0m

5 上瀧  旺尚 高1 土浦湖北高 5m72 6 国広  拓斗 高2 土浦湖北高 4m94
-0.5m +0.1m

 10/27 高校男子 決勝 1 今泉  裕喜 高2 土浦工業高 11m19 2 皆川  武蔵 高2 土浦二高 10m62 3 小池  剛志 高2 石岡二高 7m71
砲丸投[6.0kg]

 10/27 一般男子 決勝 1 鈴木  義宜 43 茨城マスター 9m23
砲丸投[7.260kg]

 10/27 高校・一般男子 決勝 1 遠西  光陽 23 ビーイング 50m31 2 見崎  遥也 高2 つくば秀英高 48m49 3 小澤  純平 33 鹿島陸上クラブ 39m39
やり投[800g]



No.3

陸協 茨城 コード 08 競技会名 コード 19080504 審判長

主催団体 競技場名 コード 083070 記録主任

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

県南選手権

(一財)茨城陸上競技協会　土浦市教育委員会　土浦市体育協会 石岡市運動公園陸上競技場

日付 種目
レース
区分

組 風速
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 競技者名 所属 記録記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

 10/27 中学生女子 決勝 1 岡本  紗弥 中1 阿見AC 13秒57 2 藤田  樹梨 中2 茨城大付属中 13秒66 3 横山  結奈 中2 阿見AC 13秒76 4 沼崎  彩良 中1 クラブ・ドラゴンズ 13秒93
100m +0.3m +0.3m +0.3m +0.3m

5 渡辺リリカ 中1 阿見AC 14秒14 6 小熊  美陽 中2 阿見AC 14秒21 7 生井沢綾乃 中3 鹿島陸上クラブ 14秒28 8 仲村  愛子 中2 クラブ・ドラゴンズ 14秒72
+0.3m 0.0m 0.0m +0.3m

 10/27 高校・一般女子 決勝 1 小畑  海彩 高2 土浦湖北高 12秒62 2 廣瀬  真央 高1 つくば秀英高 12秒88 3 林    真央 高2 つくば秀英高 13秒04 4 石倉    月 高1 土浦湖北高 13秒05
100m +0.1m +0.1m +0.1m +0.1m

5 豊口  菜月 高1 土浦湖北高 13秒10 6 宮内  萌絵 高2 鹿島学園高 13秒40 7 隅  みず花 高1 竜ケ崎一高 13秒46 8 磯﨑    皐 高1 竜ケ崎一高 13秒61
+0.1m +0.1m +0.1m +0.1m

 10/27 中学生女子 決勝 +0.3m 1 和田彩生音 中3 阿見AC 27秒79 2 岩淵    涼 中2 谷田部東中 28秒05 3 坂本  愛莉 中1 阿見AC 29秒03
200m

 10/27 高校・一般女子 決勝 1 横島  楓子 高3 阿見AC 25秒11 2 名越  有彩 高3 阿見AC 25秒35 3 佐々木綾乃 高2 阿見AC 25秒61 4 石塚  愛梨 高2 土浦湖北高 26秒79
200m 0.0m 0.0m 0.0m 0.0m

5 斉藤  思歩 高2 つくば秀英高 27秒40 6 山田  怜奈 高1 竜ケ崎一高 28秒92 7 藤枝  杏友 高1 土浦湖北高 29秒13 8 佐藤  紅於 高2 土浦二高 29秒65
0.0m 0.0m +1.8m +1.8m

 10/27 中学，高校・一般女子 決勝 1 橋本  翔琳 中1 阿見AC 2分34秒43 2 荒森  陽菜 中2 阿見AC 2分37秒12 3 井上  愛羅 高2 土浦二高 2分39秒17 4 渡辺  夏心 中1 阿見AC 2分43秒74
800m

5 小島  奈々 高2 下館二高 2分46秒94 6 藤田  梨桜 中1 瓜連中 2分50秒52 7 柳橋  佑菜 高2 土浦二高 3分01秒39

 10/27 中学，高校・一般女子 決勝 1 高野  思音 高1 下館二高 6分15秒45 2 廉    維善 高2 土浦二高 7分34秒44
1500m

 10/27 高校・一般女子 決勝 1 田山  彩愛 高2 石岡二高 1m50 2 久保田  愛 高2 土浦湖北高 1m45 3 飯島  優菜 高1 下館二高 1m40
走高跳

 10/27 中学生女子 決勝 1 平岡  希美 中2 城ノ内中 4m34
走幅跳 0.0m

 10/27 高校・一般女子 決勝 1 黒澤    蓮 高2 土浦湖北高 4m29 2 家田  亜澄 高1 土浦二高 3m95 3 亀田  桃香 高2 波崎柳川高 3m38
走幅跳 0.0m -0.6m +0.4m

 10/27 中学生女子 決勝 1 池辺  未来 中2 いなしきA・Iくらぶ 8m08
砲丸投[2.721kg]

 10/27 高校・一般女子 決勝 1 木下  莉瑳 高1 下館二高 21m36 2 齊藤  那美 高1 土浦二高 16m13
やり投[600g]


