
No.1

陸協 茨城 コード 08 競技会名 コード 16080711 審判長

主催団体 競技場名 コード 083090 記録主任

 11/12 小学男子 1 1 小川  奏多 10 3分21秒46 2 石田  優真 10 3分44秒86 3 黒羽  洋希 9 3分52秒79 4 大内  康生 9 3分54秒20
1000m

5 荻津  悠希 8 3分56秒21 6 木村  夏月 10 3分59秒13 7 二重作昊慈 10 4分00秒11 8 下田  亮太 10 4分01秒78

9 市村  冬次 9 4分03秒85 10 福地  東剛 9 4分04秒59 11 齊藤  丈流 10 4分04秒78 12 小川  海人 10 4分04秒86

13 岡田  秀真 9 4分04秒99 14 小此木祐星 10 4分13秒87 15 生田目晃成 8 4分31秒60 長田  晏空 7 欠場

荒川  歩夢 7 欠場 川又  大知 9 欠場

 11/12 小学男子 2 1 岩田  一冴 12 3分09秒02 2 太和田陽翔 11 3分12秒41 3 金澤    逞 11 3分23秒66 4 市村  幸輝 11 3分33秒80
1000m

5 滝川  響兜 11 3分34秒34 6 小森    凱 11 3分37秒00 7 安藤  隼人 11 3分39秒77 8 益子  凜平 11 3分40秒21

9 小山  光太 12 3分41秒52 10 大森    颯 12 3分42秒14 11 鈴木  千汰 11 3分42秒19 12 橋本  真佑 11 3分42秒38

13 安田  泰盛 12 3分50秒11 14 岡    滉大 11 3分50秒75 15 友部  凌太 11 3分52秒41 16 室谷  幸輝 11 3分52秒42

17 門脇  士童 12 3分55秒95 18 小出  郁弥 11 3分58秒98 19 川崎廣太郎 11 4分04秒04 20 市川  柊舞 11 4分14秒93

川又  一生 11 欠場 黒羽  海成 12 欠場

 11/12 小学女子 1 1 兜森  友希 10 3分45秒68 2 大宮  稚葉 10 3分47秒27 3 山口  紗奈 9 3分55秒52 4 松崎  絢加 10 4分17秒09
1000m

5 黒羽  柚妃 6 4分22秒27 6 小林あずみ 10 4分27秒48 7 佐藤  菜珈 9 4分33秒64 8 篠塚  叶望 7 4分35秒64

9 大谷羽華音 10 4分40秒87 10 中山真由子 9 4分44秒36 11 柳橋  茉弥 10 4分44秒83 12 小林かれん 10 4分51秒32

13 大森  陽菜 10 4分52秒83 14 菊池  沙綾 7 5分15秒82 15 師岡  らら 8 5分19秒08 16 岡田結衣那 8 5分25秒63

北脇あずさ 10 欠場

 11/12 小学女子 2 1 下田  優衣 12 3分28秒40 2 黒澤    凜 12 3分39秒66 3 山形  一華 11 3分42秒42 4 水出  彩蘭 11 3分42秒44
1000m

5 西澤    萌 11 3分48秒70 6 佐藤  南萌 12 3分49秒93 7 成田  彩乃 12 3分53秒52 8 舛井  遥南 11 3分54秒15

9 勝又    楓 11 4分02秒48 10 瀧    涼菜 11 4分21秒88 11 三木華依妃 11 4分33秒61 12 山岡  さよ 11 4分39秒17

石田  知夏 11 欠場 明日  初音 11 欠場 木村  咲菜 12 欠場

トラック・フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表

平成２８年度第６回日立記録会・第５回日立ランニングフェスティバル 百々塚恭男

日立陸上クラブ，関東地方郵便局長会・局長協会，茨城陸上競技協会 日立市民運動公園陸上競技場 田代　寛

日付 種目
レース
区分

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 茨城 コード 08 競技会名 コード 16080711 審判長
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日立陸上クラブ，関東地方郵便局長会・局長協会，茨城陸上競技協会 日立市民運動公園陸上競技場 田代　寛
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 11/12 男子 1 1 川﨑  瑠唯 高3 水城高 8分48秒82 2 大辻  頌悟 中3 大島中 8分53秒39 3 五十嵐喬信 中2 水府中 8分53秒42 4 渡邉  翔太 8分57秒27
3000m

5 大内  友稀 高3 日立工業高 9分02秒59 6 鳥喰  唯誓 高2 太田一高 9分04秒14 7 大窪  歩夢 高2 日立工業高 9分06秒27 8 茂木  拓実 高1 水城高 9分06秒68

9 大窪  晃河 高3 日立工業高 9分10秒87 10 神永  泰地 高3 日立工業高 9分11秒90 11 高丸    倫 高2 日立一高 9分13秒67 12 木村    元 高2 太田一高 9分18秒15

13 大和田貴博 9分18秒41 14 長谷川みらい 中3 里美中 9分19秒19 15 小國  翔大 高1 水城高 9分22秒05 16 小貫  晴也 高1 太田一高 9分24秒34

17 吉川三四郎 高1 水城高 9分25秒42 18 福地  太郎 高2 日立工業高 9分26秒10 19 大塚  一樹 高3 水城高 9分27秒88 20 岩本  理勝 高3 水城高 9分28秒51

21 中野    怜 高2 水城高 9分29秒34 22 宇佐美  大 13 9分32秒88 23 池田  健太 高2 日立一高 9分36秒09 24 大森  竣矢 高2 水戸葵陵高 9分39秒51

25 蒔田  雄志 高2 日立一高 9分40秒25 26 住谷    悠 高1 水戸葵陵高 9分42秒47 27 久保田悠斗 高2 日立一高 9分50秒09 28 菅谷    豪 高1 水戸葵陵高 9分55秒40

29 作山    輔 高2 日立工業高 10分00秒04 加藤  流佳 高3 水城高 欠場 荻沼  直人 高1 水城高 欠場 北村    開 高1 水城高 欠場

武藤  広大 高2 日立工業高 欠場 原    優太 16 欠場

 11/12 男子 2 1 鴨志田  樹 中3 河原子中 9分40秒66 2 樫村  恭吾 中2 河原子中 9分50秒63 3 山崎  真吾 9分51秒01 4 黒澤  武尊 高1 水戸葵陵高 9分51秒15
3000m

5 菊地    舜 高2 太田一高 9分54秒54 6 髙橋  隆太 高1 水戸葵陵高 10分03秒44 7 堀江  剛瑠 中3 河原子中 10分07秒49 8 井坂  佳亮 12 10分08秒62

9 笹沼  正祝 高1 科技高日立 10分10秒64 10 舟橋一朗太 高2 太田一高 10分15秒20 11 關根  唯人 高1 日立工業高 10分15秒96 12 吉村健一郎 10分16秒32

13 大沼  渓伸 中3 河原子中 10分19秒11 14 檜山  竜斗 高1 太田一高 10分22秒92 15 増子  亘輝 10分23秒18 16 小玉  大翔 14 10分29秒36

17 竹内    大 高2 科技高日立 10分37秒63 18 村上  夏来 中3 河原子中 10分39秒65 19 坪沼  郁弥 中3 河原子中 11分02秒43 20 本圖  大樹 中1 岩間中 11分03秒86

21 平沢    蓮 中1 岩間中 11分05秒53 22 関田  滉樹 高2 太田一高 11分13秒84 23 江尻  智輝 中1 河原子中 11分20秒57 24 小林  悠太 中2 河原子中 11分26秒48

25 成田  剛志 中1 河原子中 11分37秒38 26 中村  剛大 中2 岩間中 12分20秒26 山口    航 日立物流 途中棄権 上田  瑞樹 高1 科技高日立 欠場

上田  雄己 高1 水戸葵陵高 欠場 武部  龍汰 高1 科技高日立 欠場 澤村  伊織 中3 河原子中 欠場 大野  哲司 中2 河原子中 欠場

海老名紘人 中3 河原子中 欠場
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陸協 茨城 コード 08 競技会名 コード 16080711 審判長

主催団体 競技場名 コード 083090 記録主任
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 11/12 男子 3 1 遠藤  篤生 13 10分59秒81 2 石田  祐一 11分01秒42 3 横山    諒 中1 岩間中 11分09秒31 4 髙瀬  彩斗 中1 岩間中 11分20秒82
3000m

5 森下  主税 11分26秒68 6 山﨑  大輝 中1 河原子中 11分47秒69 7 勝又  正太 11分51秒30 8 篠﨑  靖隆 中1 岩間中 11分52秒45

9 猿田  宙光 中3 河原子中 11分53秒79 10 杉山  淳一 11分59秒71 11 野村  拓海 中1 岩間中 12分10秒48 12 小松  頌汰 中1 河原子中 12分16秒58

13 石川  零恩 中1 河原子中 12分17秒64 14 安見  頼斐 中1 岩間中 12分22秒55 15 荒木  聖七 中2 岩間中 12分23秒53 16 今井  太陽 中3 河原子中 12分29秒80

17 仲村  翼冴 中1 岩間中 12分37秒50 18 東山  格汰 中1 岩間中 12分37秒58 19 菅谷  佳大 中1 岩間中 12分51秒88 20 豊川  雄咲 中2 河原子中 13分00秒15

21 赤塚千夏良 中1 岩間中 13分16秒00 22 立原  大尊 中1 岩間中 13分31秒04 23 林      玲 中1 岩間中 13分31秒60 24 小松崎拓弥 中1 岩間中 15分13秒03

25 小泉  翔和 中1 岩間中 15分13秒30 永山    翔 中1 岩間中 欠場 吉田  英之 欠場 渡辺  一彦 欠場

大貫  広成 中1 岩間中 欠場 蛯名  福明 中2 岩間中 欠場 丸井戸直人 欠場

 11/12 女子 1 1 椎名穂乃花 高3 茨城キリスト高 9分58秒48 2 鈴木    雛 高2 茨城キリスト高 9分58秒49 3 菅野    陽 高2 茨城キリスト高 10分11秒18 4 後藤日菜子 高3 太田一高 10分14秒54
3000m

5 小室  彩乃 高3 茨城キリスト高 10分19秒09 6 髙橋明日香 高1 茨城キリスト高 10分22秒34 7 髙橋  莉衣 高2 茨城キリスト高 10分25秒98 8 小泉  花音 高1 茨城キリスト高 10分30秒04

9 緑川  風香 高2 太田一高 10分33秒20 10 印南  知佳 高1 茨城キリスト高 10分48秒40 11 鹿志村さやか 高1 茨城キリスト高 10分49秒46 12 笠井  佑希 高2 太田一高 10分52秒47

13 成田    麗 高3 茨城キリスト高 10分55秒53 14 大内  綾乃 高3 茨城キリスト高 11分11秒14 15 持丸  実央 高2 茨城キリスト高 11分13秒31 16 井坂  佳鈴 12 11分15秒79

17 高橋  美優 高2 高萩高 11分25秒70 18 船橋    望 高3 太田一高 11分29秒92 19 上藤香奈実 高1 太田一高 11分55秒52 20 及川  優佳 高1 日立一高 11分56秒80

21 野口  陽菜 15 12分30秒91 飯島    勇 高1 茨城キリスト高 欠場 髙橋  里佳 高1 茨城キリスト高 欠場

 11/12 女子 2 1 小又  涼葉 中1 河原子中 13分05秒60 2 平子    雅 中2 河原子中 13分17秒67 3 友部  瑠希 中2 河原子中 13分25秒19 4 中嶋えりな 中2 河原子中 13分33秒23
3000m

5 小林  花奈 中2 河原子中 13分33秒84 6 荒巻  美帆 中1 河原子中 13分35秒39 7 五島  実咲 中1 河原子中 13分35秒43 8 市川  彩愛 中2 河原子中 13分36秒82

9 大髙  柚葉 中1 河原子中 13分40秒36 10 大貫  萌紅 中1 河原子中 13分40秒94 11 佐藤  柚季 中2 河原子中 13分42秒10 12 友部  優花 中2 河原子中 13分42秒84

13 小山  來海 中2 河原子中 13分48秒16 14 小泉  彩楓 中1 河原子中 13分50秒69 15 大越ちさと 中2 河原子中 13分57秒70 16 仲田  有里 中2 岩間中 14分51秒28

17 小磯  里香 中1 岩間中 15分00秒27 18 山根みさき 中2 岩間中 15分21秒75 19 平沢    櫻 中1 岩間中 15分42秒34 20 鐵    晴香 中1 河原子中 16分12秒54

安島  優歩 高1 太田一高 欠場 仲村  一紗 中1 岩間中 欠場 薄井  喜佳 中1 河原子中 欠場
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陸協 茨城 コード 08 競技会名 コード 16080711 審判長
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 11/12 男子 1 加藤  大輔 高2 日立工業高 14分47秒93 2 木本    陸 高3 日立工業高 15分12秒23 3 菊地  嶺太 高3 日立工業高 15分25秒77 4 吉崎    佑 15分41秒71
5000m

5 菊地    廉 高1 日立工業高 15分43秒72 6 増子  佳吾 高2 日立工業高 15分56秒14 7 梶山  拓真 17 15分57秒54 8 北本    巧 高3 鹿島学園高 16分08秒66

9 立川  寛貴 高2 日立工業高 16分13秒61 10 須田  雄也 16分58秒38 11 福田  健吾 高2 科技高日立 17分10秒47 12 大森  晴輝 16 17分17秒47

13 鈴木  嘉次 17分19秒50 14 坂本  貴洋 17分27秒22 15 猪狩  拓未 高1 科技高日立 17分55秒20 16 吉村健一郎 17分59秒76

17 柴崎  誠吾 高2 鹿島学園高 18分25秒63 18 髙野  一希 15 18分36秒48 19 増子  亘輝 18分41秒09 20 城戸  圭介 19分32秒44

21 小此木淳史 20分32秒36 22 樋口    正 23分05秒36 千田  洋輔 日立物流 途中棄権 大内  一輝 高3 日立工業高 欠場

松尾  泰二 新日鐵住金鹿島 欠場 大和田貴博 欠場 濱岡    敦 欠場 高野  広大 15 欠場

 11/12 女子 1 室谷  礼美 16 21分32秒67
5000m

 11/12 ファミリー 1 高橋  宏典 10 ドラゴン 3分44秒38 2 錠    芳伸 3分46秒34 3 寺西  凜也 10 4分01秒62 4 寺西 4分01秒62
1000m

5 水出  義徳 せらちゃんズ 4分22秒33 6 水出  瀬蘭 8 せらちゃんズ 4分22秒48 7 前島  千博 8 4分24秒59 8 錠    柚羽 9 4分25秒17

9 高橋    渉 ドラゴン 4分28秒56 10 徳田 4分34秒34 11 梅澤  克実 4分38秒30 12 梅澤  美帆 7 4分38秒31

13 寿松木華音 4分39秒86 14 木村  紘子 10 四つ葉チーム 4分46秒87 15 錠    虹花 5分05秒11 16 木村    史 5分08秒18

17 木村    央 四つ葉チーム 5分08秒32 18 小此木朝陽 6 おこのぎＡ 5分15秒95 19 小此木美智代 おこのぎＡ 5分18秒86 20 師岡  壱太 ダブルスマイル 5分32秒59

21 菊池  泰子 ダブルスマイル 5分36秒12 22 菊池    駈 6 ダブルスマイル 5分36秒18 23 前島  博之 6分53秒89 24 前島  佑希 5 6分54秒07

25 鈴木  海生 13 7分50秒36


