
上位記録一覧表
笠松スポーツフェスティバル第３回陸上競技記録会　18080012
主催：茨城県体育協会・茨城陸上競技協会 ２０１８年７月２２日（日） 笠松運動公園陸上競技場　081010

【小学の部】

日付 種目

石塚　大輝(1) 9.23 塚原　颯太(1) 9.54 野澤　佑太(1) 9.56 箕輪　　岳(1) 9.64 鬼澤　琉翔(1) 10.02 吉井　　誠(1) 10.13 稲箸　祐星(1) 10.46 平山　琉太(1) 10.54
鹿嶋陸上 鹿嶋陸上 いなしきA･I 鹿嶋陸上 鉾田陸上 鹿嶋陸上 いなしきA･I いなしきA･I
大和田　潤(2) 8.31(+1.0) 森本　由歩(2) 8.72(+1.0) 秋本　一翔(2) 8.76(+1.4) 野上　生絆(2) 8.82(+0.9) 高柳　　舜(2) 8.91(+0.9) 深作　奏斗(2) 8.98(+0.9) 小松﨑輝哉(2) 9.08(+1.4) 高野　琉聖(2) 9.10(+1.4)
友部 春日学園 常陸大宮陸上 常陸大宮陸上 鉾田陸上 鉾田陸上 長堀 鉾田陸上
住谷　光希(3) 8.38(0.0) 倉持　　絢(3) 8.74(0.0) 井川　友翔(3) 8.92(-0.5) 中島　麗飛(3) 8.93(-0.5) 阿部　晃大(3) 9.06(-0.5) 藤原　陽真(3) 9.17(0.0) 大崎　孝輔(3) 9.21(0.0) 永井　康雅(3) 9.26(0.0)
関本 下妻 鉾田陸上 石岡陸上 水戸市陸上 鹿嶋陸上 古河アスリート いなしきA･I
山本真史郎(4) 15.49(-0.2) 鴨志田　彪(4) 15.54(-0.2) 吉弘　悠晟(4) 15.55(-0.5) 池辺　大智(4) 15.67(-0.2) 渡邊　颯太(4) 15.90(-0.5) 齊藤　悠大(4) 15.97(-0.2) 大沼　駿平(4) 16.17(-1.7) 物井　慈元(4) 16.28(-1.7)
古河アスリート 五軒 鹿嶋陸上 いなしきA･I スマイル東海 鹿嶋陸上 鹿嶋陸上 スマイル東海
星　　優輝(5) 14.33(-0.3) 武生　快翔(5) 14.56(-0.3) 長妻　光輝(5) 15.15(+1.1) 横田　宏樹(5) 15.49(+1.1) 藤原　悠雅(5) 15.97(+1.1) 中島煌之丞(5) 16.09(+1.1) 服部　尚寿(5) 16.36(-0.3) 吉田　依央(5) 16.51(-0.3)
いなしきA･I 鹿嶋陸上 鉾田陸上 美野里ク 鹿嶋陸上 石岡陸上 古河アスリート 石岡陸上
告　星思流(6) 12.83(+0.2) 森山　巧乙(6) 13.55(+0.2) 瀬口　駿人(6) 14.83(+0.2) 松田　風太(6) 14.86(+0.2) 花田凌太朗(6) 15.13(-0.4) 萩原　琉翔(6) 15.24(+0.2) 長岡　篤生(6) 15.55(+0.2) 鈴木　　要(6) 15.62(-0.4)
高道祖 阿見ＡＣ いなしきA･I いなしきA･I スマイル東海 いなしきA･I いなしきA･I 石岡陸上
谷田部來愛(5) 3:09.04 海老根嘉斗(5) 3:26.12 黒羽　洋希(5) 3:28.63 小室　寬太(5) 3:32.11 伊藤　碧海(5) 3:32.91 羽石　大輝(5) 3:33.69 寄川　滉正(5) 3:35.95 小室　恵太(5) 3:41.87
小見川陸上 常陸大宮陸上 チーム近藤 常陸大宮陸上 小見川陸上 小見川陸上 日立陸上 常陸大宮陸上
髙嶋　琉聖(6) 3:10.08 小川　奏多(6) 3:13.05 小川　竜輝(6) 3:15.51 生天目　温(6) 3:17.39 田部　光翼(6) 3:18.96 中舘　啓人(6) 3:20.87 橋本　龍征(6) 3:24.45
小見川陸上 小見川陸上 小見川陸上 金砂郷 大戸 金砂郷 常陸大宮陸上
布施　真斗(5) 16.87
鹿嶋陸上
長谷川　玄(6) 13.48 川﨑　光介(6) 14.34 馬場　悠成(6) 15.32 福田　経人(6) 16.86 川村　柊里(6) 18.52
小見川陸上 いなしきA･I いなしきA･I 桜南 いなしきA･I
いなしきA･IＡ 58.31 いなしきA･IＣ 1:02.15 石岡陸上 1:06.89 いなしきA･IＤ 1:08.68
瀬口　駿人 木村　太一 吉田　依央 川村　柊里
川﨑　光介 長岡　篤生 中島煌之丞 石川　颯人
松田　風太 宮田　泰地 岩田　海人 稲箸　亮祐
星　　優輝 大沼　蓮斗 鈴木　　要 中澤　大翔
江口　悠翔(5) 3m95(+1.5)
いなしきA･I
久保　奏斗(6) 3m43(0.0)
美野里ク
山本　羽紗(1) 9.82 山下　結衣(1) 10.00 皆神　歩咲(1) 10.05 齋藤　美羽(1) 10.76 石橋　　碧(1) 10.91
古河アスリート 鹿嶋陸上 舟石川 鉾田陸上 鹿嶋陸上
久野沙希菜(2) 8.60(+0.6) 大高　千怜(2) 8.65(+0.6) オコイエ　ニコル　心優(2) 9.01(-0.3) 矢部　愛翔(2) 9.11(-0.3) 飯島みあび(2) 9.34(-0.3) 茅根　実愛(2) 9.38(-0.3) 武生　咲羽(2) 9.62(+0.6) 石黒　光莉(2) 9.66(+0.6)
鉾田陸上 古河市中央 水戸市陸上 太田 鉾田陸上 常陸大宮陸上 鹿嶋陸上 水戸市陸上
高野　帆華(3) 8.72(+0.2) 阿部　小雪(3) 8.87(+0.6) 飯島かえで(3) 9.02(+0.2) 五戸　美来(3) 9.05(+0.6) 原田　陽菜(3) 9.16(+0.2) 安瀬　未伶(3) 9.16(+0.6) 石橋　　桜(3) 9.18(+0.2) 齊藤　　愛(3) 9.18(+0.2)
古河アスリート いなしきA･I 鉾田陸上 水戸市陸上 いなしきA･I いなしきA･I 鹿嶋陸上 鹿嶋陸上
鈴木　　夢(4) 15.52(-0.6) 木村　彩希(4) 16.66(-0.6) 岡本俐桜南(4) 16.69(-0.7) 中山　空海(4) 16.84(-0.7) 久野　稜華(4) 16.88(-0.6) 斎藤　来愛(4) 17.33(-0.6) 岡都　結心(4) 17.41(-1.5) 菅原　結衣(4) 17.43(-1.5)
下妻市 美野里ク 白方 鉾田陸上 鉾田陸上 美野里ク 古河アスリート いなしきA･I
永岡　歩夢(5) 14.50(-0.6) 関　　杏奈(5) 14.74(+0.1) 八島　愛美(5) 14.80(-0.7) 伊藤　菜月(5) 14.82(-1.3) 山本　夏寧(5) 15.37(-0.7) 山上　夕佳(5) 15.44(+0.1) 高野　栞凪(5) 15.60(-0.6) 齋藤　羽月(5) 15.71(+0.1)
那珂湊一 水戸市陸上 千波 鹿嶋陸上 笠間 いなしきA･I 古河アスリート 鉾田陸上
生井沢彩瑛(6) 14.21(-1.5) 西尾　美来(6) 14.22(-0.3) 小松崎妃紅(6) 14.34(+1.8) 宮地　綾乃(6) 14.36(-1.5) 西山　莉央(6) 14.60(+1.8) 原田　真希(6) 14.64(+1.8) 片岡ひなの(6) 14.75(-0.3) 倉持　　葵(6) 14.81(-0.3)
鹿嶋陸上 美野里ク 鉾田陸上 水戸アスリート スマイル東海 双葉台 鉾田陸上 下妻
白鳥日香莉(5) 3:26.91 山口　紗奈(5) 3:28.76 立原桜花子(5) 3:40.73 横須賀あかり(5) 3:42.48 丸山　雪凪(5) 3:42.64 根本　夏鈴(5) 3:46.08 田山　希海(5) 3:47.21 川上　愛生(5) 3:51.69
小見川陸上 小見川陸上 鹿嶋陸上 那珂湊三 鹿嶋陸上 小見川陸上 鉾田陸上 那珂湊一
高田　実夢(6) 3:15.87 羽生　ゆず(6) 3:19.75 石井　愛深(6) 3:20.69 佐々木暖心(6) 3:31.92 中野琉詞杏(6) 3:31.94 堀内　一花(6) 3:43.08 根本　心羽(6) 3:56.03 佐々木蕗子(6) 3:58.33
小見川陸上 小見川陸上 小見川陸上 いなしきA･I 里美 小見川陸上 水戸アスリート 里美
近藤愛里子(5) 18.11 松田　衣純(5) 19.47
いなしきA･I いなしきA･I
興野　愛理(6) 14.23 植田　采蘭(6) 14.73 菅井　良実(6) 18.13
里美 小見川陸上 小見川陸上
鉾田陸上Ａ 57.98 鹿嶋陸上 58.58 いなしきA･IＡ 59.57 小見川陸上 1:00.53 美野里ク 1:00.96 古河アスリート 1:01.89 里美 1:02.11 いなしきA･IＢ 1:02.71
齋藤　羽月 内堀　莉子 山上　夕佳 藤﨑　春乃 斎藤　萌華 長濱　心咲 佐々木蕗子 永井　麻椰
小松崎妃紅 伊藤　菜月 稲箸　柑南 植田　采蘭 西尾　美来 熊木　愛依 興野　愛理 佐藤　遥香
田山　希海 加賀ひなた 矢﨑　叶彩 羽生　ゆず 網代　妃愛 舘野　遥香 中野琉詞杏 近藤愛里子
片岡ひなの 生井沢彩瑛 黒田　望華 菅井　良実 川島　愛夢 高野　栞凪 金澤　舞香 桃　　優心
須澤　莉己(5) 2m35(+0.1)
鉾田陸上
黒田　望華(6) 4m07(+0.6) 稲箸　柑南(6) 4m03(-0.1)
いなしきA･I いなしきA･I

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月22日 ４年男子100m

7月22日 ５年男子100m

7月22日 ６年男子100m

7月22日 ５年男子1000m

7月22日 ６年男子1000m

7月22日
５年男子80mH 

風：-0.8

7月22日
６年男子80mH 

風：-0.8

7月22日 男子4X100mR

7月22日 ５年男子走幅跳

7月22日 ６年男子走幅跳

7月22日
１年男子50m 

風：+0.3

7月22日 ２年男子50m

7月22日 ３年男子50m

7月22日 ４年女子100m

7月22日 ５年女子100m

7月22日 ６年女子100m

7月22日 ６年女子走幅跳

7月22日
１年女子50m 

風：-0.6

7月22日
５年女子80mH 

風：-0.5

7月22日
６年女子80mH 

風：-0.5

7月22日 女子4X100mR

7月22日 ２年女子50m

7月22日 ３年女子50m

7月22日 ５年女子走幅跳

7月22日 ５年女子1000m

7月22日 ６年女子1000m



上位記録一覧表
笠松スポーツフェスティバル第３回陸上競技記録会　18080012
主催：茨城県体育協会・茨城陸上競技協会 ２０１８年７月２２日（日） 笠松運動公園陸上競技場　081010

【中学の部】

日付 種目

小泉　颯馬(2) 12.01(-1.1) 川上　晃生(3) 12.35(-1.1) 南百瀬　葵(1) 12.47(-1.1) 山口　宙詩(2) 12.50(-1.1) 倉田　　亮(3) 12.62(-1.1) 後藤　翼冴(2) 12.73(-1.1) 山﨑　　成(2) 12.89(-0.9) 宮下倫太朗(2) 13.19(-0.9)
佐野 水府 佐野 佐野 水戸アスリート スマイル東海 佐野 勝田一
大津　勇人(3) 4:19.48 福井　叶太(3) 4:27.31 武藤　稜河(1) 4:34.74 橋本　　真(1) 4:35.37 鈴木　志竜(3) 4:40.96 白石　悠恭(3) 4:48.91 小森　信悟(3) 4:51.60 加藤　滉隆(1) 4:51.98
東海 水府 瑞竜 太田 水府 水府 水府 太田
仲田　駿介(3) 10:06.10 石川　　和(3) 10:12.40 瀬谷　悠太(3) 10:12.43 住谷　　歩(3) 10:16.42 沼田　翔吾(3) 10:17.48 岡部　洋輔(3) 10:22.10 原田　沙京(3) 10:23.86 駒　　廉吾(2) 10:30.11
東海 峰山 峰山 勝田一 峰山 峰山 勝田一 東海
八島　望愛(3) 13.19(-1.6) 矢部　美翔(2) 13.66(-1.6) 及川　心暖(1) 14.21(-1.6) 越田　花映(3) 14.24(-1.6) 石川　琴音(2) 14.34(-1.6) 佐々木香奈(2) 14.45(-1.6) 貝塚　彩月(2) 14.60(-1.6) 安部加乃音(3) 14.61(-0.8)
千波 茨城 佐野 勝田一 佐野 佐野 勝田一 勝田一
中野　風夏(2) 5:00.94 生井沢優奈(2) 5:16.09 宮本　香凜(3) 5:18.08 金澤　　結(3) 5:25.82 物井　姫愛(1) 5:26.37 和地　美咲(2) 5:32.34 金澤　　光(2) 5:38.61 増子　　遥(2) 5:39.52
佐野 鉾田南 東海 中郷 東海 峰山 峰山 東海
後藤帆乃華(2) 11:49.93 白水　愛那(3) 12:30.37 蔵重　知夏(3) 13:43.33 佐藤　彩乃(2) 14:07.47
峰山 勝田一 勝田一 勝田一

【高校の部】

日付 種目

浅川　将永(2) 11.43(+1.7) 鈴木　健礼(2) 11.75(+1.7) 亀田　昌悟(1) 11.79(+1.7) 長嶋　海斗(2) 11.84(+1.7) 川﨑　　司(1) 11.97(+2.9) 吉田　頼弥(1) 12.04(+1.7) 柳田　峻輔(2) 12.09(+2.9) 黒澤　海智(2) 12.14(+0.3)
太田一 水戸商 水戸商 水戸商 太田一 水戸商 水戸商 水戸商
三宅　瑞峰(1) 4:26.12 深谷　啓太(2) 4:29.96 萩谷　大輝(3) 4:30.34 鍋谷　優成(1) 4:52.59 原田　竜希(1) 4:56.86 岡﨑　友真(1) 4:58.34 米川　俊介(2) 5:00.98 川﨑　優希(2) 5:01.93
水戸商 水戸商 水戸特別支援 水戸商 ひたちなか市 水戸商 水戸商 水戸特別支援
石川　怜奈(2) 12.68(-0.8) 八島　希美(1) 13.07(-0.8) 津金　彩香(2) 13.13(-0.8) 佐々木春菜(2) 13.18(-0.8) 山縣　奈央(1) 13.40(+1.6) 藤田　結衣(2) 13.48(-0.8) 市毛　美宇(2) 13.53(-0.8) 関　　華那(1) 13.78(+1.6)
水戸商 水戸商 水戸商 太田一 水戸商 水戸商 水戸商 水戸商
諸川　　愛(1) 5:23.28 塙　明香里(1) 5:40.20 薄井　亜美(1) 6:13.03
水戸商 水戸商 水戸商

【一般の部】 ※5000mは高温のため中止

日付 種目

大川　憲彦 10.87(+1.7) 矢田　恵大 11.52(+1.7) 八島　進也 12.32(+2.9) 清水　拓磨 12.42(+0.3) 小堀　拓也 12.73(-0.8) 塩澤　弘司 13.22(-0.8) 佐藤　武昭 15.05(+0.3)
ＦＯＲＺＡ 東京陸協 水戸アスリート ひたちなか陸協 河内道場 河内道場 石岡市
根岸　航祐 4:28.39 小林　直紀 4:37.55 平根　潤一 4:48.44 中村　成紀 4:49.11 原田　信一 4:56.77 大串　一則 5:05.45 浅野　朗宏 5:07.59 白土　竜平 5:13.80
我流ＡＣ 我流ＡＣ 我流ＡＣ 笠松走友会 ひたちなか市 太田走友会 守谷市 我流ＡＣ
根岸　航祐 10:00.97 戸祭　秀哉 10:34.32 小林　直紀 10:48.29 鬼沢　研二 11:19.49 井坂　光利 11:36.35 杉山　淳一 11:54.55 馬目　純昭 12:30.00 大竹　　等 13:09.95
我流ＡＣ 我流ＡＣ 我流ＡＣ 鉾田陸上 笠松走友会 東海トレイルＣ チーム湊 チーム湊
桜井美沙季 13.47
ＦＯＲＺＡ
大森　結加 5:22.37 黒澤　晴美 5:36.72 永井真友美 5:49.88 原田　成子 6:15.18
我流ＡＣ 日立市 ｅＡ茨城 ひたちなか市

5位 6位1位 2位 3位 4位

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

1位 2位 3位 4位

7月22日 高校男子100m

7月22日 一般男子100m

7位 8位5位 6位

7位 8位

7月22日 中学男子3000m

7月22日 中学男子1500m

7月22日 中学男子100m

7月22日 一般男子3000m

7月22日 高校男子1500m

7月22日 一般男子1500m

7月22日 中学女子1500m

7月22日 中学女子100m

7月22日 高校女子1500m

7月22日 一般女子1500m

7月22日 中学女子3000m

7月22日 高校女子100m

7月22日
一般女子100m 

風：-0.8

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
10:00 晴 33.0 64 南南西 0.9
11:00 晴 33.5 59 東南東 0.6
12:00 晴 34.0 59 東 0.2
13:00 晴 35.0 60 南南西 1.3
14:00 晴 34.0 62 南南西 1.7
15:00 晴 33.5 64 南南西 1.3


