
会場：笠松運動公園陸上競技場（081010）

日付 種目

大和田　潤(5) 14.13 小林　武都(5) 14.97 吉田　悠眞(5) 15.16 高野　翔太(5) 15.17 影沢　悠惺(5) 15.19 北園　健翔(5) 15.27 菊池　央雅(5) 15.32 飛田　環(5) 15.35

友部小 GR予13.65(+1.4)日立陸上クラブ ＡＣ下総 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 水戸ＡＣ 水戸ＡＣ

堀川　奏大(6) 13.43 中野　颯人(6) 13.60 アキンデレ　フェミ(6) 13.91 井川　友翔(6) 13.94 田中　啓允(6) 13.99 高橋　慶多(6) 14.03 小澤　環(6) 14.06 遠矢　峻吾(6) 14.28

水戸ＡＣ 鹿嶋陸上クラブ アスレッコクラブ 鉾田陸上クラブ ビーイングジュニア アスレッコクラブ 鹿嶋陸上クラブ アスレッコクラブ

座光寺　奏(6) 1888点 土屋　真生(6) 1788点 葉梨　宏祐(6) 1724点 小河原　瑳介(6) 1430点 長谷川　幸輝(5) 1338点 大家　優輝(6) 1337点 山本　海志(6) 1183点

アスレッコクラブ 神栖JAC アスレッコクラブ ビーイングジュニア ドラゴンズTC 高野小 アスレッコクラブ

松尾　嘉衣煌(6) 1746点 横川　十樹(6) 1700点 長田　晏空(6) 1652点 石橋　麗飛(6) 1601点 須藤　大揮(5) 1598点 琴寄　瑛斗(6) 1568点 石川　隆晴(6) 1441点 高椋　琉翔(6) 1393点

ビーイングジュニア アスレッコクラブ 日立陸上クラブ 石岡陸上ｸﾗﾌﾞ 常陸大宮市スポ少 日立陸上クラブ 日立陸上クラブ ビーイングジュニア

川松　瑠麻(5) 14.37 桧山　明音(5) 14.46 大高　千怜(5) 14.67 羽田　琉美香(5) 14.75 大山　詩織(5) 14.88 佐藤　美月(5) 14.96 田中　涼羽(5) 15.03 澁谷　倖菜(5) 15.05

日立陸上クラブ 水戸ＡＣ ＡＣ下総 水戸ＡＣ リリーベール小 日立陸上クラブ 那珂トラッククラブ 水戸ＡＣ

伊藤　夢(6) 14.07 宮田　美波(6) 14.09 田口　実花(6) 14.36 大庭　あかり(6) 14.39 飯島　菜月(6) 14.57 押木　ひまわり(6) 14.64 柴田　らら(6) 14.99 高橋　怜来(6) 15.02

アスレッコクラブ 大戸小 水戸ＡＣ 鉾田陸上クラブ 日本スポーツアカデミー ドラゴンズTC 双葉台小 日立陸上クラブ

栗本　咲(6) 1895点 青柳　乃愛(6) 1687点 橋本　純怜(6) 1650点 国分　憂奈(6) 1510点 飯ヶ谷　環(6) 1470点 森﨑　彩花(6) 1391点 大久保　楓(6) 1167点 古橋　蒼依(6) 861点

日本スポーツアカデミー 大形小 常陸大宮市スポ少 ビーイングジュニア 日本スポーツアカデミー 日本スポーツアカデミー 古河ＡＣ 大形小

渡邉　樹那(6) 1679点 渡邊　心月(6) 1336点 山本　琥珀(6) 1263点 江面　瑠海(6) 1243点 深澤　美月(6) 1232点 上手　美夢(6) 1181点 浦野　美羽(6) 1156点 大木　みあ(6) 1103点

水戸ＡＣ GR アスレッコクラブ アスレッコクラブ アスレッコクラブ 水戸ＡＣ 日立陸上クラブ 日立陸上クラブ ドラゴンズTC

水戸ＡＣ 54.47 アスレッコクラブ 54.81 いなしきA・Iくらぶ 55.39 鹿嶋陸上クラブ 57.06 鉾田陸上クラブ 57.12 日立陸上クラブ 57.17 大戸小 57.95 ビーイングジュニア 58.77

鈴木　蒼史(6) 正木　くらら(6) 大湖　優汰(6) 中野　颯人(6) 久野　沙希菜(5) 田村　希(6) 矢嶋　真之介(6) 稲葉　柚月(6)

田口　実花(6) 遠矢　峻吾(6) 阿部　小雪(6) 小澤　環(6) 大庭　あかり(6) 飯岡　煌太(6) 鈴木　利玖(6) 廣瀬　那樹(6)

真鍋　桜苺(6) 伊藤　夢(6) 原田　陽菜(6) 齊藤　愛(6) 井川　友翔(6) 佐藤　美月(5) 武田　咲姫(6) 小林　柚澄(5)

堀川　奏大(6) 高橋　慶多(6) 関口　在(6) 坪井　茉那(6) 高野　琉聖(5) 川松　瑠麻(5) 宮田　美波(6) 田中　啓允(6)

会場：笠松運動公園陸上競技場（081010）

日付 種目

樋渡　晴人(3) 23.71(-2.0) 山本　廉(3) 24.51(-2.0) 武生　快翔(2) 25.34(-2.0) 渡邉　脩真(2) 25.52(-2.0) 佐藤　悠良(3) 25.67(-2.0) 谷　雅史(1) 25.93(-2.0) 東久保　風雅(1) 26.28(-0.7) 西森　星翔(2) 26.46(-0.7)

いなしきA・Iくらぶ ビーイングジュニア 鹿嶋陸上クラブ いなしきA・Iくらぶ 大久保中 ビーイングジュニア いなしきA・Iくらぶ 大久保中

中島　涼介(3) 53.85 高橋　佳助(3) 54.09 齋藤　涼太(3) 54.62 松田　風太(3) 54.97 井上　遥斗(3) 57.15 服部　尚寿(2) 57.25 石川　颯人(3) 57.44 大竹　陸斗(2) 1:00.13

恋瀬川LHS 並木中 霞ヶ浦RCJH いなしきA・Iくらぶ 大久保中 総和中 いなしきA・Iくらぶ 総和中

大橋　晏士(3) 4:35.24 横山　来夢(2) 4:40.71 猿田　啓斗(1) 4:42.25 小林　琉太(1) 4:43.99 梅園　つばさ(2) 4:47.40 須長　智也(2) 4:47.87 多部田　羚馬(3) 4:49.49 柴﨑　悠広(1) 4:51.84

総和中 水戸ＡＣ 水府中 ホープＡＣ 東海中 総和中 神栖JAC 大久保中

海老沢　このみ(2) 27.12(-1.2) 田中　眞航(2) 27.95(-1.3) 西山　莉央(3) 28.10(-1.2) 杉森　志江梨(3) 28.44(-1.2) 畑山　美空(3) 28.47(-1.2) 桃　優心(3) 28.59(-1.3) 山上　夕佳(2) 28.72(-1.3) 立野　美紅(2) 28.78(-1.2)

水戸ＡＣ ビーイングジュニア 日立一高附属中 大久保中 水戸四中 いなしきA・Iくらぶ いなしきA・Iくらぶ 鹿嶋陸上クラブ

赤間　柚南(2) 1:07.57 冨山　怜愛(1) 1:11.94

大久保中 常陸大宮二中

酒井　望叶(2) 4:56.07 田渡　友彩(3) 4:56.56 宮原　理乃(1) 5:03.24 草柳　杏恋(2) 5:07.85 辻　栞那(3) 5:13.96 大沼　伶奈(3) 5:19.04 高柳　奈津(2) 5:19.54 佐藤　菜珈(2) 5:20.51

ホープＡＣ ホープＡＣ ホープＡＣ 下館南中 ホープＡＣ ホープＡＣ 大久保中 大久保中

金崎　拓磨(3) 35.15 栗山　登羽(3) 35.31 照屋　尚大(3) 35.53 佐々木　悠士(1) 35.73 清水　琉生(3) 36.15 細川　勇波(2) 36.42 長谷川　鷹司(1) 36.43 藤田　翔大(2) 36.73

鬼怒商業高 東洋大牛久高 東洋大牛久高 阿見ＡＣ 太田一高 水戸一高 茨城キリスト高 東洋大牛久高

小柴　裕士郎(1) 3:58.88 河野　世寿(2) 4:00.05 助川　颯都(2) 4:00.66 木代　博也(2) 4:03.86 鈴木　聖也(2) 4:04.00 長柄　陽大(3) 4:04.08 武藤　稜河(1) 4:04.11 猪亦　翔太(2) 4:05.25

水城高 水戸葵陵高 水城高 水城高 水城高 水城高 水城高 水城高

谷川　尚希 4:13.04 前川　凜太朗 4:15.72 大和田　貴博 4:16.35 皆川　裕一 4:18.51 武田　竜馬 4:22.94 軍司　匡輝 4:29.12 齊藤　鉄 4:29.80 岡田　将司 4:30.09

日本製鉄鹿島 茨城中体連 笠松走友会 茨城陸協 日本製鉄鹿島 我流ＡＣ 恋瀬川LHS 我流ＡＣ

宇佐美　乃彩(1) 42.57 會田　瑠夏(1) 42.58 黒澤　凛(2) 43.65 塙　麻菜(1) 44.94 吉澤　菜奈美(1) 45.75 喜多　和奏(2) 46.03 荻津　未咲(2) 47.95 伊藤　花姫(1) 50.31

茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高 日立商業高 水戸一高 太田一高 日立商業高

斎藤　琴音(2) 4:48.20 鈴木　綾乃(1) 4:54.17 中野　風夏(2) 4:58.14 大越　優衣(1) 4:58.49 生井沢　優奈(2) 5:02.89 西川　咲季(2) 5:05.91 金澤　結(3) 5:07.63 小神野　晴菜(2) 5:08.18

水城高 水城高 水城高 水城高 水城高 鹿島学園高 明秀学園日立高 鹿島学園高

6位3位

決勝成績一覧表
　　　令和３年６月１３日（日）

7位 8位1位

令和３年度日清食品カップ小学生交流大会茨城県大会（21080003）

3m01(-0.2)-27m39 3m44(-0.2)-18m95 3m26(-1.1)-20m173m68(+0.7)-40m10

6月13日 女子コンバインドB

3m30(-1.0)-28m50 2m91(-0.3)-30m27 3m04(0.0)-27m51 3m00(-0.2)-21m17

15.99(+0.4)-1m15 15.44(+0.4)-1m00 17.76(+0.4)-1m15 DQ,S2(+0.4)-1m15

2位

15.53(+0.4)-1m27 15.14(+0.4)-1m18

4位 5位

16.16(+0.4)-1m21

6月13日 中学女子1500m

6月13日 高校一般女子1500m

6月13日 高校一般女子300m

14.31(+0.4)-1m27

6月13日 女子コンバインドA

3m35(-0.7)-30m61

6月13日
5年女子100m

風：-1.4

3m84(+0.1)-41m20

6月13日 男子コンバインドB

3m61(0.0)-42m12 3m99(+0.2)-34m50 3m98(0.0)-32m13

15.55(-0.7)-1m05 16.76(-0.7)-1m15 16.43(-0.7)-1m10

3m61(-0.3)-37m10 3m81(-0.4)-32m88 3m52(-1.7)-30m61

17.33(-0.7)-1m10

6月13日 中学男子1500m

6月13日 高校一般男子300m

14.15(-0.7)-1m24

6月13日 男子コンバインドA

6月13日 中学女子400m

令和３年度茨城県陸上競技国体予選会兼第３回記録会（21080303）

15.14(-0.7)-1m30 14.71(-0.7)-1m18

6月13日 中学男子400m

6月13日 一般男子1500m

6月13日 高校男子1500m

6月13日 中学女子200m

5位

6月13日
5年男子100m

風：-1.1

6月13日
6年男子100m

風：-2.2

6月13日 中学男子200m

6月13日
6年女子100m

風：+0.1

上位成績一覧表
　　　令和３年６月１３日（日）

6位 7位 8位

6月13日 混合4X100mR

1位 2位 3位 4位


