
No.1

陸協 日立陸協 コード 08 競技会名　 コード 14080711 審判長

主催団体 競技場名 コード 083090 記録主任

 11/15 男子（記録会） ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 鈴木  聖人 平沢中 9分01秒10 2 増子  佳吾 滑川中 9分25秒29 3 小林  拓也 太田一高 9分43秒09 4 蛭田    蓮 滑川中 9分45秒01
3000m

5 赤津  勇進 日立陸上クラブ 9分51秒97 6 古川  裕大 ひたちなか市 9分53秒81 7 瀧口  拓昌 日立市 10分00秒32 8 冨岡  泰人 太田一高 10分00秒68

9 鴨志田樹 日立市 10分01秒68 10 大内  竜輝 日立市 10分05秒77 11 鈴木  凌我 日立市 10分07秒85 12 石川湧偲 日立市 10分12秒13

13 岩下    陸 日立市 10分12秒81 14 羽賀  智章 ひたちなか市 10分17秒45 15 大沼  渓伸 日立市 10分20秒40 16 田山  翔太 ひたちなか市 10分39秒01

17 関根  巧巳 ひたちなか市 10分43秒25 18 畑山    悠 滑川中 10分48秒08 19 立原  章義 ひたちなか市 10分54秒17 20 菊池  主馬 滑川中 11分02秒17

21 藤田  伊織 滑川中 11分03秒60 22 小林  正毅 那珂市 11分42秒58 作山  修二 滑川中 欠場 竹内    颯 滑川中 欠場

黒須  俊生 滑川中 欠場 佐藤  宏樹 太田一高 欠場 桐原  航生 太田一高 欠場 滝川  胤馬 日立陸上クラブ 欠場

 11/15 男子（記録会） ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 1 白石達也 日立市 10分09秒59 2 鐵    拓海 日立市 10分27秒66 3 黒澤  宏太 日立市 10分59秒06 4 中村    真 日立市 11分01秒38

3000m
5 中山  颯真 ひたちなか市 11分11秒59 6 小倉  健吾 水戸飯富特別支援学校 11分14秒41 7 藤田  誠也 日立特別支援学校 11分14秒75 8 村上  夏来 日立市 11分17秒76

9 石川  詩恩 日立市 11分27秒77 10 根本  高志 常陸太田市 11分27秒86 11 吉田  宇宙 ひたちなか市 11分29秒99 12 澤村伊織 日立市 11分31秒90

13 坪沼  郁弥 日立市 11分34秒20 14 田中  晴貴 ひたちなか市 11分52秒85 15 渡辺  翔斗 日立特別支援学校 12分05秒98 16 大高圭太 日立市 12分18秒87

17 鐵    大地 日立市 12分18秒89 18 小泉  隼人 日立市 12分33秒92 19 浦添康 日立市 13分28秒99 20 今井太陽 日立市 13分32秒30

21 西條  友博 ひたちなか市 13分44秒31 22 圷    浪樹 日立特別支援学校 13分50秒85 23 伊藤  勇樹 日立特別支援学校 19分32秒52 成田    幹 日立特別支援学校 途中棄権周回不足

金子  一隼 日立市 途中棄権周回不足 江橋    晃 日立特別支援学校 欠場 猿田  宙光 日立市 欠場

 11/15 男子（記録会） ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 原口    翔 日立工業 15分24秒98 2 赤城  佑弥 日立工業 15分25秒67 3 菊地  竜生 日立工業 15分41秒10 4 新井    遼 太田一高 15分41秒82

5000m
5 山縣  和仁 太田一高 15分48秒60 6 大内  一輝 日立工業 15分51秒76 7 会沢  紘太 太田一高 15分54秒81 8 岡    智洋 日立工業 15分55秒71

9 吉崎    佑 日立市 16分05秒21 10 大森  幸祐 太田一高 16分07秒91 11 武藤  將光 太田一高 16分08秒79 12 大窪  晃河 日立工業 16分09秒67

13 木本    陸 日立工業 16分15秒80 14 大内  友稀 日立工業 16分16秒13 15 冨田  翔太 太田一高 16分16秒59 16 髙橋  光輝 日立工業 16分19秒48

17 大金拳一郎 太田一高 16分19秒75 18 佐藤  智哉 日立工業 16分27秒04 19 綿引  大樹 日立工業 16分34秒66 20 大金  駿介 太田一高 16分38秒09

21 川崎  拓哉 日立工業 16分39秒06 22 大内  一真 太田一高 16分41秒30 23 神永  泰地 日立工業 16分52秒30 24 吉田  陽亮 日立工業 17分04秒14

25 柴田智史 日立市 17分28秒38 綿引  理久 太田一高 途中棄権 菊地  嶺太 日立工業 欠場 戸越  亮汰 太田一高 欠場

濱岡    敦 日立市 欠場 渡辺  翔太 日立市 欠場

トラック・フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表

第6回日立記録会兼日立ランニングフェスティバル 山内　光司

日立陸上クラブ／日立市陸上競技協会 日立市市民運動公園　陸上競技場 田代　寛

日付 種目
レー
ス区

組 風速
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 競技者名 所属 記録記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位



No.2

陸協 日立陸協 コード 08 競技会名　 コード 14080711 審判長

主催団体 競技場名 コード 083090 記録主任

トラック・フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表

第6回日立記録会兼日立ランニングフェスティバル 山内　光司

日立陸上クラブ／日立市陸上競技協会 日立市市民運動公園　陸上競技場 田代　寛

日付 種目
レー
ス区

組 風速
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 競技者名 所属 記録記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

 11/15 男子（記録会） ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 1 須田  雄也 ひたちなか市 16分42秒84 2 土山  卓男 東海村 17分29秒59 3 寄川  盛男 日立市 17分31秒94 4 黒澤  昭彦 日立市 17分54秒43

5000m
5 吉村健一郎 福島県いわき市 18分03秒36 6 羽賀  智章 ひたちなか市 18分09秒29 7 日景  翔太 日立特別支援学校 19分06秒99 8 根本  高志 常陸太田市 20分03秒15

9 渡辺  翔斗 日立市 20分40秒13 10 穴見    賢 日立市 22分55秒55 11 伊藤  勇樹 日立市 35分09秒83 本図  理彦 日立市 欠場

坂田昌行 高萩市 欠場 小林  真也 日立市 欠場 成田    幹 日立市 欠場

 11/15 女子（記録会） ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 斎藤智亜季 太田一高 10分40秒67 2 楠見  尚子 太田一高 10分41秒80 3 須藤ひかる 太田一高 10分48秒74 4 大内  美優 ひたちなか市 11分08秒12

3000m
5 川又咲里奈 太田一高 11分10秒67 6 矢野  佑歩 ひたちなか市 11分11秒95 7 遠藤有希子 滑川中 11分12秒54 8 西  希望華 太田一高 11分23秒68

9 江幡  唯花 滑川中 11分31秒23 10 上村  恵奈 ひたちなか市 11分41秒72 11 井坂  弥紅 太田一高 11分46秒10 12 深田  真衣 ひたちなか市 11分51秒57

13 室谷  礼美 日立陸上クラブ 11分54秒17 14 今野  莉恵 太田一高 12分26秒67 15 栗原ななみ ひたちなか市 12分30秒15 16 小川  真奈 ひたちなか市 12分33秒33

17 岡﨑  夏実 滑川中 12分46秒14 18 古橋明日香 日立特別支援学校 19分07秒94 後藤日菜子 太田一高 欠場 野間  花怜 日立市 欠場

熊谷紗莉奈 日立市 欠場

 11/15 女子（記録会） 古橋明日香 日立特別支援学校 欠場
5000m


