
2021第１回笠松スポーツフェスティバル 【21080306】 上位成績一覧表
笠松運動公園陸上競技場 【081010】
2021/05/16 ～ 2021/05/16

＜小学＞
日付 種目

尾﨑　晃誠(1) 9.23(-2.0) 熊井　春斗(1) 9.68(-2.0) 宮本　琉葵(1) 9.77(-2.0) 宮本　航佑(1) 9.96(-1.7) 松田　結太(1) 10.03(-2.0) 田口　颯来(1) 10.04(-2.0) 久米　俊太郎(1) 10.08(-1.1) 雨ヶ谷　湊太(1) 10.37(-1.7)

我流ＡＣ 水戸市陸上 常総S.C. いなしきA･I いなしきA･I 鉾田陸上 水戸市陸上 我流ＡＣ

新田　祥雲(2) 8.98(-2.4) 山波　葵羽(2) 9.03(-3.5) 関　柊空(2) 9.08(-1.4) 染谷　晴(2) 9.08(-3.4) 田口　快(2) 9.42(-2.4) 栃木　悠陽(2) 9.47(-2.4) 三浦　諒希汰(2) 9.53(-3.9) 助川　海斗(2) 9.57(-3.5)

ＳＡＮ 我流ＡＣ 古河アスリート 常総S.C. 鉾田陸上 古河アスリート 近藤チーム 那珂トラック

掛札　龍生(3) 8.37(-0.8) 佐藤　匡悟(3) 8.38(-0.8) 長山　葵(3) 8.54(-1.4) 高瀬　龍之介(3) 8.69(-0.8) 宮本　順央(3) 8.73(-2.2) 武藤　悠和(3) 8.86(-0.8) 原田　隼利(3) 8.93(-1.4) 橋本　拓武(3) 8.94(-0.8)

水戸市陸上 東石川 高野 恋瀬川ＬＨＳ いなしきA･I 近藤チーム 勝倉 桃山学園

石澤　柊生(4) 15.92(-3.4) 小河原　滉介(4) 16.28(-3.1) 阿久津　将輝(4) 16.53(-3.1) 野口　蒼矢(4) 16.59(-3.4) 野澤　佑太(4) 16.83(-2.6) 舘　蓮翔(4) 16.98(-3.6) 大野　創(4) 16.99(-2.6) 髙木　恵吾(4) 17.01(-1.7)

那珂トラック ビーインクＪｒ 常陸大宮陸上 ＳＡＮ いなしきA･I ＳＡＮ 水戸アスリート いなしきA･I

笠原　優馬(5) 15.47(-2.5) 菊池　央雅(5) 15.49(-2.0) 久保　憲心(5) 15.50(-2.5) 高野　琉聖(5) 15.71(-2.5) 杉本　馳畝(5) 15.90(-2.0) 黒羽　琉生(5) 16.17(-2.5) 池田　逞人(5) 16.25(-2.5)

ＳＡＮ 水戸アスリート 那珂トラック 鉾田陸上 ＳＡＮ 近藤チーム いなしきA･I

犹館　康清(5) 15.71(-2.5)

古河アスリート

小澤　環(6) 14.19(-0.3) 田中　啓允(6) 14.21(-0.6) 関口　在(6) 14.42(-1.2) 萩野谷　尚央(6) 14.54(-1.2) 三輪　太陽(6) 14.68(-0.6) 鈴木　蒼史(6) 15.06(-1.2) 大湖　優汰(6) 15.29(-0.6) 倉持　絢(6) 15.35(-0.6)

鹿嶋陸上 ビーインクＪｒ いなしきA･I 水戸市陸上 常総S.C. 水戸アスリート いなしきA･I ＳＡＮ

橋本　朋弥(6) 3:10.95 佐藤　凌誠(6) 3:11.39 枝　慎友(6) 3:14.09 小川　陽生(6) 3:15.17 信田　虎太郎(6) 3:18.02 大森　悠喜(6) 3:19.25 村松　邑斗(5) 3:22.83 大和田　潤(5) 3:23.68

桃山学園 大田 新治 神栖ＯＡＣ 神栖ＯＡＣ 我流ＡＣ 神栖ＯＡＣ 友部

薄井　希奈(1) 9.56(-0.7) 榊原　真帆(1) 10.18(-0.7) 佐藤　稟瑠(1) 10.18(-0.7) 羽成　美優(1) 10.30(-0.7) 高柳　怜奈(1) 10.37(-0.7) 日向寺　葵(1) 10.37(-2.7) 桧山　聖奈(1) 10.64(-2.7) 田邉　美来(1) 10.65(-2.7)

水戸市陸上 我流ＡＣ 東石川 ＳＡＮ 城東 鉾田陸上 水戸アスリート 我流ＡＣ

古國　唯和(2) 9.50(-0.6) 小橋　葵(2) 9.60(-3.5) 小岩井　莉菜(2) 9.69(-0.6) 吉田　藍(2) 9.72(-2.8) 中嶋　美奈(2) 9.80(-0.6) 小室　沙綾(2) 9.93(-2.8) 海老澤　葵衣(2) 10.01(-0.6) 西川　聖奈(2) 10.04(-3.5)

ＳＡＮ 那珂トラック 水戸アスリート 我流ＡＣ 我流ＡＣ 鉾田陸上 水戸アスリート 常陸大宮陸上

小橋　由菜(3) 8.84(-1.6) 三浦　礼(3) 8.87(-3.7) 三浦　こなつ(3) 8.90(-3.7) 寺門　杏奈(3) 8.93(-1.5) 根本　紗南(3) 9.00(-1.6) 酒寄　結芽(3) 9.11(-3.7) 長峯　凛果(3) 9.14(-3.7) 羽田　百々花(3) 9.17(-1.5)

鉾田陸上 ＳＡＮ 水戸アスリート 那珂トラック 水戸アスリート さかえ陸上 鉾田陸上 水戸アスリート

萩谷　ほの花(4) 16.40(-2.5) 猪越　新那(4) 16.40(-0.8) 神長　希陽(4) 16.60(-3.3) 小出　麗美菜(4) 17.06(-3.1) 新井　愛葉(4) 17.11(-3.3) 坂爪　まひる(4) 17.15(-3.3) 国分　鞠奈(4) 17.44(-2.3) 菅谷　明音(4) 17.45(-0.8)

水戸市陸上 ときわク 那珂トラック ビーインクＪｒ 古河アスリート 近藤チーム ビーインクＪｒ 水戸市陸上

羽田　琉美香(5) 15.26(-2.2) 桧山　明音(5) 15.34(-2.4) 林　美詞(5) 15.71(-2.9) 櫻井　詩月(5) 15.85(-2.4) 久野　沙希菜(5) 15.89(-2.9) 田中　心結(5) 15.93(-2.9) 竹中　理菜(5) 16.01(-4.2) 玉内　琉唯(5) 16.05(-2.1)

水戸アスリート 水戸アスリート 水戸アスリート 古河アスリート 鉾田陸上 スマイル東海 スマイル東海 常陸大宮陸上

飯島　菜月(6) 14.62(-1.3) 田口　実花(6) 14.63(-1.6) 宮田　美波(6) 14.77(-5.6) 大庭　あかり(6) 15.20(-4.2) 真鍋　桜苺(6) 15.30(-4.2) 阿部　小雪(6) 15.39(-1.6) 原田　陽菜(6) 15.46(-2.9) 立石　結乃(6) 15.54(-1.3)

ＳＡＮ 水戸アスリート 大戸 鉾田陸上 水戸アスリート いなしきA･I いなしきA･I スマイル東海

滝田　凜彩(6) 3:15.32 岩田　彩芭(6) 3:18.23 森谷　日向夕(5) 3:19.63 長山　花保(6) 3:23.71 大山　詩織(5) 3:23.83 瀧田　優月(5) 3:25.11 坪井　茉那(6) 3:25.15 黒羽　柚妃(6) 3:26.79

伊讃 神栖ＯＡＣ 東葛ＲＣ 友部二 リリーベール 大田 鹿嶋陸上 近藤チーム

国分　憂奈(6) 1m10

ビーインクＪｒ

いなしきA･I-Ａ 57.28 水戸アスリート-Ａ 58.12 ビーインクＪｒ-Ａ 59.74 鹿嶋陸上 1:00.10 我流ＡＣ 1:00.86 ビーインクＪｒ-Ｂ 1:02.31 古河アスリート 1:02.33 さかえ陸上 1:02.48

大湖　優汰 鈴木　蒼史 廣瀬　那樹 藤原　陽真 來栖　日向 小河原　瑳介 大崎　孝輔 西濵　禅

阿部　小雪 田口　実花 国分　憂奈 小澤　環 風見　涼太 小林　柚澄 大久保　楓 五頭　すみれ

原田　陽菜 真鍋　桜苺 稲葉　柚月 齊藤　愛 渡邉　心咲 小谷　咲綺 櫻井　詩月 飯岡　莉子

関口　在 山田　悠翔(6) 松尾　嘉衣煌 坪井　茉那 相野谷　啓吾 平岡　悠 犹館　康清 篠﨑　迅

凡例  NSS:厚底シューズ使用（失格）

＜中学・高校・一般＞
日付 種目

小室　歩久斗(中３) 11.34(-2.9) 樋渡　晴人(中３) 12.16(-3.2) 山本　廉(中３) 12.20(-3.2) 大賀　直希(中３) 12.26(-2.9) 吉田　澪(中２) 12.35(-3.2) 大田　歩武(中３) 12.41(-2.9) 小林　光希(中３) 12.48(-2.8) 宮本　大暉(中２) 12.53(-3.1)

霞ヶ浦ＲＣＪＨ いなしきA･I ビーインクＪｒ 水戸四中 水戸アスリート 豊浦中 大島中 霞ヶ浦ＲＣＪＨ

前野　大河 11.50(-2.6) 齋藤　海斗 11.74(-2.6) 鈴木　唯史(高３) 11.85(-2.6) 赤津　邦紀 12.66(-2.1) 吉岡　秀訓 12.69(-2.6) 清水　拓磨 12.87(-2.6) 山本　健一 13.16(-2.6) 石川　暁弘(高１) 13.26(-2.1)

心走クラブ 茨苑ＡＣ 古河アスリート ＦＯＲＺＡ 日立水戸 ひたちなか市陸協 茨城マスターズ 東海高

谷　晏寿(高２) 4:10.77 佐々木　雄平 4:11.32 向後　功一朗 4:13.78 軍司　匡輝 4:14.40 奥村　心(中３) 4:22.39 柴田　陽基(高１) 4:23.28 成田　寿喜(高２) 4:23.47 河野　隆馬(大４) 4:26.03

水戸葵陵高 神栖ＴＣ 神栖ＴＣ 我流ＡＣ 恋瀬川ＬＨＳ 水戸アスリート 恋瀬川ＬＨＳ ひたちなか市陸協

長谷川　豊樹(高２) 8:58.75 平本　康晴(高２) 8:58.93 山田　友也(高３) 9:01.62 井関　達也(高２) 9:06.51 生天目　温(中３) 9:13.20 髙野　翔主希(高２) 9:14.14 小林　卯京(高２) 9:28.49 永山　純 9:29.58

水戸葵陵高 水戸葵陵高 水戸葵陵高 水戸葵陵高 金砂郷中 水戸葵陵高 水戸葵陵高 笠松走友会

水谷　英司 16:16.18 折茂　庸 16:24.50 山崎　純弥 16:27.04 出澤　孝臣 16:35.45 柏　智康 16:43.16 岡田　将司 16:51.00 濵岡　敦 17:14.01 三宅　守國 17:27.55

茨城陸協 我流ＡＣ 我流ＡＣ 我流ＡＣ 我流ＡＣ 我流ＡＣ 日立大みか 水戸市

関　杏奈(中２) 13.24(-1.7) 田村　夕(中２) 13.36(-2.1) 永岡　歩夢(中２) 13.47(-2.1) 戸室　葵(中３) 13.58(-3.8) 小沼　結愛(中２) 13.83(-2.6) 西山　莉央(中３) 13.90(-2.1) 高際　志優(中２) 13.95(-1.9) 伊藤　菜月(中２) 13.98(-2.6)

水戸アスリート 豊浦中 那珂湊中 スマイル東海 水戸アスリート スマイル東海 スマイル東海 鹿嶋陸上

酒井　望叶(中２) 4:53.92 手賀　莉桜(中１) 5:04.25 荒井　二葉(中１) 5:06.51 宮原　理乃(中１) 5:08.48 横須賀　あかり(中２) 5:10.39 大山　凜(中２) 5:13.35 村松　夢華(中１) 5:17.66 草柳　杏恋(中２) 5:21.09

ＨＡＣ 水戸アスリート ＨＡＣ ＨＡＣ 那珂湊中 那珂湊中 ＨＡＣ 下館南中

朝倉　万里子 11:50.61

ひたちなか市陸協

4位 5位 6位 7位 8位

5月16日 中学男子100m

5月16日 小学4年男子100m

5月16日 小学5年男子100m

1位 2位 3位

5月16日 男子3000m

5月16日 小学1年男子50m

5月16日 小学2年男子50m

5月16日 男子5000m

5月16日 小学6年男子100m

5月16日 高校一般男子100m

5月16日 小学男子1000m

5月16日 男子1500m

5月16日 小学3年男子50m

5月16日 女子1500m

5月16日 女子100m

5月16日 小学4年女子100m

5月16日 小学5年女子100m

5月16日 女子3000m

5月16日 小学6年女子走高跳

5月16日 小学1年女子50m

5月16日 小学6年女子100m

5月16日 小学女子1000m

5月16日 小学2年女子50m

5月16日 小学3年女子50m

5月16日 小学混合4X100mR

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位


