
2021第２回月例チャレンジ 【21080717】
日立市民運動公園陸上競技場 【083090】

2021年7月31日（土）

【小学】

日付 種目

小田部　大和(2) 9.23 中舘　唯人(3) 9.48 船田　颯(3) 9.58 近藤　大心(3) 10.32 石井　琉磨(2) 10.84

チーム近藤 チーム近藤 日高小 チーム近藤 大沼小

石川　懸(6) 14.41(+3.0) 田村　希(6) 14.58(+3.0) 小林　武都(5) 14.70(+2.6) 小祝　玖音(5) 15.03(+4.4) 鈴木　勇人(6) 15.23(+3.0) 木村　康人(6) 15.49(+3.0) 仲野　稜生(6) 15.55(+3.0) 小川　昊志(5) 15.66(+4.4)

日立陸上 日立陸上 日立陸上 日立陸上 日立陸上 日立陸上 日立陸上 日立陸上

大辻　剛己(6) 3:19.27 琴寄　瑛斗(6) 3:29.24 高橋　力翔(5) 3:32.93 長田　晏空(6) 3:33.21 土田　将生(5) 3:38.58 片根　一太(5) 3:40.30 秋山　依吹(6) 3:40.46 吉川　翔(5) 3:45.06

浜田小 日立陸上 日立陸上 日立陸上 チーム近藤 チーム近藤 チーム近藤 日立陸上

石川　日彩(3) 9.54 石川　愛野(2) 10.08

美乃浜学園小 美乃浜学園小

川松　瑠麻(5) 14.12(+3.3) 鈴木　萌々(5) 14.65(+3.9) 高橋　怜来(6) 14.74(+2.9) 田中　心結(5) 14.86(+3.9) 櫻井　詩月(5) 15.03(+3.3) 安　恵鈴華(5) 15.12(+2.9) 古川　里桜(5) 15.12(+3.9) 助川　茉歩(5) 15.55(+2.9)

日立陸上 日立陸上 日立陸上 櫛形小 古河アスリートクラブ 日立陸上 日立陸上 日立陸上

森谷　日向タ(5) 3:19.08 佐藤　心結(6) 3:30.57 諏訪　美桜利(5) 3:33.71 茅根　実愛(5) 3:38.49 小田部　沙優(6) 3:50.92 吉田　莉愛(5) 3:54.19 冨山　結愛(4) 3:56.93 我妻　紗花(4) 3:58.34

永山小 チーム近藤 日立陸上 チーム近藤 日立陸上 日立陸上 チーム近藤 我流AC

【中学】

日付 種目

大田　歩武(3) 11.66(+3.1) 吉田　澪(2) 11.89(+3.1) 三上　颯斗(2) 12.00(+3.1) 安斎　陽翔(2) 12.10(+3.1) 船田　翔(3) 12.12(+3.1) 佐藤　悠良(3) 12.18(+3.1) 大平　遼(2) 12.29(+3.1) 高倉　来輝(2) 12.50(+2.1)

日立陸上 水戸AC 大久保中 日立陸上 日立一附属中 大久保中 豊浦中 豊浦中

堤　亮太(2) 4:37.32 木村　祐介(2) 4:37.33 海老根　嘉斗(2) 4:38.97 今村　晴輝(1) 4:48.83 沼田　弦史郎(1) 4:53.58 小薗井　陵介(1) 4:58.25 橋本　優馬(1) 4:59.74 岡田　直生(2) 5:00.82

水戸AC 水戸AC 水戸AC 大久保中 日立陸上 水戸AC 水戸AC 豊浦中

飯田　ケビン(3) 9:34.62 中舘　啓人(3) 9:59.37 吉川　友陽(3) 10:12.86 國井　樹(3) 10:15.15 猿田　啓斗(1) 10:20.64 山田　歩武(2) 10:21.35 柴﨑　悠広(1) 10:22.95 井伊　尊人(3) 10:38.36

チーム近藤 チーム近藤 泉丘中 豊浦中 チーム近藤 豊浦中 大久保中 チーム近藤

関　杏奈(2) 12.75(+2.4) 小沼　結愛(2) 13.25(+2.4) 野田　絢菜(1) 13.49(+2.4) 目崎　桜菜(3) 13.53(+2.4) 畑山　美空(3) 13.55(+2.4) 齋藤　羽月(2) 13.57(+2.4) 渡辺　にいな(2) 13.65(+3.1) 大作　珠苺花(2) 13.86(+2.4)

水戸AC 水戸AC 泉丘中 大久保中 水戸AC 鉾田南中 大久保中 大島中

赤間　柚南(2) 2:35.05 齋藤　瑞希(1) 2:38.30 岡本　俐桜南(1) 2:44.16 舛井　瑞歩(1) 2:45.53 冨山　怜愛(1) 2:45.70 我妻　楓花(1) 3:03.99

大久保中 チーム近藤 日立陸上 日立陸上 チーム近藤 我流AC

岡　彩倖(3) 4:57.05 小池　杏莉(3) 5:08.51 佐藤　菜珈(2) 5:23.50 草柳　杏恋(2) 5:26.19 冨山　楓佳(2) 5:29.83 高柳　奈津(2) 5:35.31 塩田　凪沙(2) 5:41.05 助川　和奏(2) 5:51.78

水戸AC 泉丘中 大久保中 下館南中 水戸AC 大久保中 大島中 豊浦中

齋藤　ひばり(3) 10:40.53

岩間中

【高校一般】

日付 種目

浦　和也 10.92(+2.2) 前野　大河 11.16(+2.2) 高橋　雄佑 11.41(+3.0) 相良　陵太 11.49(+3.0) 上田　航 11.81(+2.2) 髙倉　理斗(2) 11.83(+2.2) 小松崎　創 12.18(+3.0) 河野　壱哉(3) 12.19(+3.0)

茨城陸協 心走クラブ 茨城陸協 茨城陸協 阿見AC 太田一高 茨城陸協 日立工業高

福田　慧斗(2) 4:19.12 関澤　瑠華(1) 4:25.58 萩野谷　拓海(1) 4:26.44 薗部　崇 4:26.96 酒井　優輔(1) 4:31.84 久保田　真叶(2) 4:34.07 池﨑　温心(1) 4:38.50 浜崎　秀雄 4:43.91

日立工業高 日立工業高 日立工業高 太田走友会 水戸AC 太田一高 日立工業高 笠松走友会

谷　晏寿(2) 9:14.84 永山　純 9:18.39 柴田　陽基(1) 9:19.24 長谷川　聖希(3) 9:40.89 神永　拓哉(3) 10:01.40 鈴木　宏之 10:10.20 矢田　洋 10:24.45 俵　淳 10:40.68

水戸AC 茨城陸協 水戸AC 日立工業高 日立工業高 茨城ランニングファクトリー RUNS 茨城ランニングファクトリー

原田　貴生(2) 15:57.22 秋山　陽祐 16:00.23 原田　沙京(3) 16:34.93 川田　光(3) 16:52.06

日立工業高 日製日立 日立工業高 日立工業高

荻津　未咲(1) 13.37 木村　知世(2) 15.02 公文　桜子(3) 15.13

太田一高 太田一高 茨城県立盲学校

関　葵(3) 5:13.96 宮本　香凜(3) 5:25.23 大金　蒼(2) 5:29.71 浜崎　美鶴 5:43.09

明秀学園日立高 明秀学園日立高 太田一高 笠松走友会

阿部　愛夢(3) 11:25.74 後藤　愛実(2) 12:19.88

明秀学園日立高 明秀学園日立高

7月31日
小学男子50m

風：+2.7
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上位成績一覧表

8位

7月31日 高校一般女子1500m

7月31日 中学女子3000m

7月31日 高校一般女子3000m

7月31日 高校一般男子5000m

7月31日
高校一般女子100m

風：+4.7

7月31日 中学女子800m

7月31日 小学女子1000m

7月31日 中学女子1500m

7月31日 小学男子100m

7月31日 高校一般男子100m

7月31日 小学女子100m

7月31日
小学女子50m

風：+2.7

7月31日 小学男子1000m

7月31日 中学男子3000m

7月31日 高校一般男子3000m

7月31日 中学男子100m

7位 8位

7月31日 高校一般男子1500m

7月31日 中学男子1500m

7月31日 中学女子100m


