
第６６回全日本中学校通信陸上競技茨城大会（アシックス チャレンジカップ）

主催　一般財団法人茨城陸上競技協会

＜男子＞

日付 種目

會田　聖也(2) 11.13 小室　歩久斗(2) 11.67 丸山　夢翔(2) 11.74 木村　　新(2) 11.78 堀川　怜音(2) 11.94 木村　亮介(2) 12.02 入内島　諒(2) 12.19

大穂 霞ヶ浦 千代川 下根 春日学園 学園の森 並木中等

松賀　壮多朗(3) 11.30 久保田　真陸(3) 11.35 浅野　翔大(3) 11.53 南百瀬　葵(3) 11.61 大友　琉生(3) 11.67 橋野　　遼(3) 11.72 大内　遙人(3) 11.73 岡田　鶴丸(3) 11.86

笠原 牛久一 学園の森 佐野 守・愛宕 春日学園 勝田三 桂

佐々木　悠士(3) 22.66 小林　光太(3) 23.44 熊﨑　瑛太(3) 23.59 仲谷　学人(3) 23.59 竹村　陸空(3) 23.76 関口　康誠(3) 23.91 平沼　京樹(3) 24.11 照内　武咲志(3) 24.24

守谷 豊浦 助川 竹園東 三和 下館 谷田部東 下妻

長洲　勘太郎(3) 52.90 風見　晄聖(3) 53.74 稲野辺　海(3) 54.32 飯田　隼輔(3) 54.70 近藤　優人(3) 55.11 遠藤　周耶(3) 55.31 米川　颯哉(3) 55.90 鈴木　一真(3) 56.09

明光 三和 谷田部東 下妻 下館南 竹来 明光 東海南

荻野　桂輔(3) 2:04.02 千葉　大地(3) 2:04.07 齋藤　涼太(2) 2:05.33 金澤　　逞(3) 2:05.41 齋藤　　晴(3) 2:06.14 平石　　立(3) 2:07.63 平野　音郁(3) 2:10.59 里澤　侑利(2) 2:10.63

三和 園部 霞ヶ浦 十王 城ノ内 水戸四 東 美野里

生天目　温(2) 4:16.14 益子　峻輔(3) 4:18.17 長島　愛徒(3) 4:19.10 井坂　　光(2) 4:20.03 浅野　結太(3) 4:20.70 奥村　　心(2) 4:21.55 本宮　慶尚(3) 4:22.31 酒井　優輔(3) 4:22.67

金砂郷 磯原 波崎一 秋山 大野 園部 水戸英宏 明光

武藤　稜河(3) 9:00.19 小森　　凱(3) 9:03.62 加藤　滉隆(3) 9:08.87 木村　駿太(2) 9:17.17 田部　光翼(2) 9:18.25 柴田　陽基(3) 9:28.10 髙橋　空也(3) 9:33.07 平　　勇馬(3) 9:33.61

瑞竜 豊浦 太田 太田 明光 双葉台 友部 美野里

関　　倖汰(3) 14.60 吉田　　想(3) 15.67 吉田　智哉(2) 15.67 斉藤　　快(3) 15.69 斉藤　生樹(3) 15.95 古山　大暉(3) 16.03 河又　眞士(3) 16.55 升田　幸汰(3) 16.57

下館西 牛久一 土浦四 三和 中郷 城ノ内 水戸三 神栖四

牛久一 45.17 土浦二 45.54 笠原 45.56 三和 45.60 春日学園 46.09 谷田部東 46.23 竹来 46.78 佐野 47.10

岡野　利琥(2) 額賀　　啓(2) 和田　　橙(3) 齊籐　　快(3) 星　　泰冴(3) 前野　玲央(3) 大野　真騎士(3) 大森　皓太(3)

吉田　　想(3) 川俣　大和(2) 松賀　壮多朗(3) 荻野　桂輔(3) 堀川　怜音(2) 稲野辺　海(3) 佐藤　颯二(3) 住谷　　航(3)

松本　陵磨(3) 瀧本　夢姫斗(3) 吉田　光太郎(3) 風見　晄聖(3) 土原　颯真(3) 平沼　京樹(3) 遠藤　周耶(3) 中山　敬太(3)

久保田　真陸(3) 佐藤　楓斗(3) 依田　啓利(3) 竹村　陸空(3) 橋野　　遼(3) 矢口　隆斗(3) 岡田　雛汰(3) 南百瀬　葵(3)

吉田　光太郎(3) 1m81 徳守　央駕(3) 1m81 ③唐澤　雅和(3) 1m65 ③大村　　凛(3) 1m65 ⑤木村　悠瑚(3) 1m60 ⑤小池　歩夢(3) 1m60 岡　　滉大(3) 1m60

笠原 結城 土浦三 牛久一 勝田二 水戸三 滑川

大関　柊士(3) 3m80 島田　真裕(3) 3m50 岩沢　拓真(3) 3m50 志賀　　響(3) 3m40 新間　翔太(3) 3m40 下平　優和(3) 2m90 粕田　智也(2) 2m80 皆川　旺佑(2) 2m80

総和南 総和南 豊里 総和南 総和南 土浦四 古河中等 総和南

星　　泰冴(3) 6m24(+1.5) 下河邉　天誠(3) 6m11(+1.0) 木村　敬太(3) 5m92(+1.1) 瀧本　夢姫斗(3) 5m84(-1.0) 依田　啓利(3) 5m83(+0.4) 市毛　悠歳(2) 5m75(+1.1) 前島　悠之介(2) 5m72(-0.1) 小室　珈夏斗(3) 5m69(+1.7)

春日学園 下根 猿島 土浦二 笠原 緑岡 水戸三 金砂郷

廣川　拓弥(3) 11m75 秋田　悠樹(3) 11m11 大山　　峻(3) 11m06 稲垣　　葉(3) 10m70 渡部　翔太(3) 10m51 新井　克岳(2) 9m76 松本　竜春　(3) 9m56 大川　蓮薫(3) 9m21

古河二 土浦二 岩瀬西 大久保 総和 水戸三 土浦五 城ノ内

竹村　光晴(3) 2560点 飯島　　晏(3) 2066点 金澤　　匠　(3) 1775点 寺島　凛空(3) 1641点 飯田　陽向(3) 1611点

土浦四 谷田部 水戸五 石岡 結城

＜女子＞

日付 種目

五十嵐　優香(2) 12.78 小松崎　妃紅(2) 12.93 沼崎　彩良(2) 12.97 宮地　綾乃(2) 13.10 仁衡　理音(2) 13.34 戸室　　葵(2) 13.41 鈴木　ハナ(2) 13.48 坂本　愛莉(2) 13.52

東海 鉾田南 かわち学園 笠原 那珂三 東海南 下館南 美浦

宇佐美　乃彩(3) 12.54 大園　亜波(3) 12.69 藤田　樹梨(3) 13.15 米桝　さくら(3) 13.30 荻津　未咲(3) 13.35 坂本　梨緒(3) 13.67 小松﨑　理子(3) 13.69 宮本　あかり(3) 13.76

笠原 手代木 茨大附属 下根 金砂郷 東 下根 土浦一

池田　優花(3) 26.79 會田　瑠夏(3) 26.82 椎名　凛花(3) 27.08 西山　莉央(2) 27.49 横瀬　光咲(3) 27.64 兜森　友希(3) 27.92 並木　あずさ(2) 27.94 塙　　麻菜(3) 28.41

総和 水戸三 金砂郷 日立一高附属 守谷 多賀 三和 見川

狩浦　菜々実(3) 2:23.96 嶋田　菜那(3) 2:24.33 川崎　聖奈(3) 2:27.49 鈴木　咲々(2) 2:28.11 冨永　明歌音(3) 2:29.12 伊藤　　愛(3) 2:29.50 秋元　奈々美(2) 2:33.87 吉澤　菜奈美(3) 2:35.21

神栖二 中郷 八千代一 中郷 勝田三 美野里 境一 大久保

鈴木　凜皇(2) 4:45.68 星野　麗桜(3) 4:46.17 神奈川　心菜(2) 4:46.46 高村　稜花(2) 4:46.84 齋藤　ひばり(2) 4:51.69 桝井　遥南(3) 4:52.69 星川　月菜(3) 4:53.55 岡　　彩倖(2) 4:55.87

中郷 下館南 下館南 山方 岩間 東海南 中郷 友部二

及川　心暖(3) 14.78 黒川　莉那(2) 15.11 岡本　紗弥(2) 15.16 落合　晴凪(2) 15.21 福島　花楓(3) 15.59 稲葉　るか(3) 15.70 横山　結奈(3) 16.02 秋田　美桜(3) 16.21

佐野 三和 牛久南 境一 阿見 結城 下根 城ノ内

笠原 51.57 東海 52.06 金砂郷 52.94 総和 53.03 中郷 53.29 城ノ内 53.40 谷田部東 53.51 並木 53.56

中澤　早紀(3) 物井　姫愛(3) 小野　藍莉(3) 及川　依純(3) 鈴木　ひかり(2) 中村　　渚(2) 海老坪　杏那(3) 今西　陽咲(2)

宇佐美　乃彩(3) 五十嵐　優香(2) 荻津　未咲(3) 秋山　舞花(3) 伊藤　花姫(3) 野口　陽向(2) 佐藤　里緒(2) 増井　智咲(2)

大槻　真優(3) 髙野　　綾(3) 下重　明希　(3) 高橋　夏生(3) 畠山　美希(2) 佐藤　なつほ(2) 稲場　　菫(3) 寺内　美羽(3)

宮地　綾乃(2) 川﨑　小夏(3) 椎名　凛花(3) 池田　優花(3) 嶋田　菜那(3) 伊室　　碧(2) 岩淵　　涼(3) 土橋　和奏(2)

谷口　愛弥子(3) 1m63 稲箸　柑南(2) 1m48 神永　日向(2) 1m48 方波見　朱姫(3) 1m45 鈴木　萌笑(2) 1m40 増子　想菜(3) 1m40 ⑦落合　菜月(2) 1m35 ⑦福田　　蓮(3) 1m35

みどりの学園 江戸崎 結城 東 古河中等 佐野 古河中等 境一

海老沢　博香(3) 12m66 プラテス　ユミ(3) 12m23 大関　彩香(3) 11m83 櫻井　千啓(2) 11m04 中山　星来(3) 10m69 荒井　ひめ乃(3) 10m43 神代　凛華(3) 10m06 小川　京弥(3) 9m21

石岡 古河二 桜・桜川 桜・桜川 竹来 土浦四 松岡 明光

佐藤　玲菜(3) 5m13(-0.6) 廣田　留唯(3) 5m11(+0.4) 稲場　　菫(3) 4m92(+2.5) 中澤　早紀(2) 4m89(+0.3) 加藤　結奈(3) 4m89(+0.7) 岡部　青空(3) 4m84(+0.3) 飯塚　光希(3) 4m68(-0.1) 石貝　あおい(3) 4m57(+1.7)

大久保 江戸崎 谷田部東 公認4m75(-0.9) 笠原 久慈 古河中等 下妻 滑川

永藤　愛結(3) 2156点 廣瀬　寧々(3) 2083点 小林　美憂(2) 2037点 西　　珠希(3) 1926点 秋庭　綺音(3) 1868点 皆川　世笑(3) 1764点 梶川　　絢(3) 1731点 荒木　あやな(3) 1658点

結城 古河中等 土浦四 大久保 古河二 磯原 土浦三 下根

塚本　菜月(2) 2m30

内原

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月10日
2年男子100m

風：+0.4

8月10日
3年男子100m

風：+1.8

8月9日
共通男子200m

風：-0.8

8月9日 共通男子棒高跳

8月10日 共通男子3000m

8月10日
共通男子110mH(0.914m)

風：+1.0

8月10日 共通男子4X100mR

1m50-59.54

8月10日 共通男子走幅跳

8月10日 共通男子砲丸投(5.000kg)

16.01(+0.3)-13m16

8月9日
～10日

共通男子四種競技

共通女子800m

18.10(+0.3)-7m40

1m50-1:01.12

8月10日
2年女子100m

風：+0.5

8月10日
3年女子100m

風：+1.4

16.44(+0.3)-8m67

1m67-58.77

17.19(+0.3)-7m75

8月10日 共通女子4X100mR

8月10日 共通女子走高跳

20.18(+0.3)-10m41

1m35-57.221m82-57.37

8月9日
共通女子200m

風：-1.0

8月9日

18.31(+0.4)-1m25

8m56-30.05(+1.3)

17.70(+0.4)-1m25

6m76-30.33(+1.3)

17.65(-1.9)-1m35

9m83-29.27(+0.4)

17.27(+0.4)-1m44

6m90-30.09(+0.4)

17.23(-1.9)-1m20

8m36-28.90(+0.4) 9m41-30.95(+0.4)

16.01(+0.4)-1m38

8m41-29.38(+0.4)

8月9日
～10日

共通女子四種競技
17.83(-1.9)-1m47

8m97-29.37(+0.4)

決勝記録一覧表

8月9日 共通男子走高跳

8月10日 共通男子400m

18.42(-1.9)-1m30

8月9日 共通女子1500m

共通女子走幅跳

8月10日

笠松運動公園陸上競技場

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

令和２年８月９日（日）～１０日（月）

8月9日 共通男子800m

8月9日 共通男子1500m

8月9日 共通女子棒高跳(OP)

8月9日 共通女子砲丸投(2.721kg)

8月9日

共通女子100mH(0.762m)
風：+1.2


