
No.1

陸協 コード 08 競技会名 コード 審判長

主催団体 競技場名 コード 記録主任

 10/02 高校、一般男子 決勝 1 原田  遥人 高1 藤代高校 4:36.37 2 岡本  克己 45 茨城陸協 5:36.81
1500m

 10/02 中学生男子 決勝 1 長島    司 中3 霞ヶ浦RCJH 4:21.79 2 山本  蒼空 中2 霞ヶ浦RCJH 4:28.66 3 佐藤  勇介 中3 並木中等中 4:31.12 4 車田  悠陽 中3 霞ヶ浦RCJH 4:41.60
1500m

5 松田  瑛太 中1 いなしき A・I くらぶ 4:47.97 6 小島  夕和 中3 並木中等中 4:53.91 7 青木  愛士 中2 朝日中 4:56.22 8 田宮  広翔 中1 朝日中 5:05.83

 10/02 高校、一般女子 決勝 1 岡田  栞奈 高2 藤代高校 5:31.23
1500m

 10/02 中学生女子 決勝 1 川原井心華 中2 土浦二中 5:06.52 2 山崎  愛奈 中1 シードソレイユ取手 5:17.59 3 横須賀あかり 中3 我流AC 5:18.42 4 小田かぐら 中1 シードソレイユ取手 5:25.31
1500m

5 岩佐  美希 中3 並木中等中 5:26.02 6 渡邊  結愛 中2 我流AC 5:37.32 7 川村  芽咲 中2 土浦四中 6:08.86

 10/02 小学生男子 決勝 石津  佑基 小6 根本  舷斗 小6 平山  琉太 小5 石塚  大輝 小5

4×100mR 1 高柳    舜 小6 鉾田陸上スポーツ少年団 55.40 2 飯塚  知輝 小6 いなしきA・IくらぶA 56.81 3 山田  伊敦 小6 いなしきA・IくらぶB 59.57 4 日吉  偲周 小5 鹿嶋陸上クラブ 59.91
中野  愛斗 小6 宮本  翔生 小6 宮本  順央 小4 嶋田  透士 小4

高野  琉聖 小6 影沢  悠惺 小6 野澤  佑太 小5 今野    蓮 小4

守屋  陽晴 小4 菅谷龍之介 小4

5 江橋  聖輝 小6 美野里クラブ 1:01.35 6 鷲見  将冴 小5 茎崎陸上 1:08.25
中村悠希 小5 小倉    閏 小5

根本  葵平 小5 岡田  絢登 小5

 10/02 小学生女子 決勝 柏葉萌々花 小6 石井  優菜 小6 荻原望々果 小6 坂巻伊千花 小6

4×100mR 1 山下  結衣 小5 鹿嶋陸上クラブ 1:00.32 2 高城  心咲 小6 いなしきA・IくらぶA 1:00.44 3 久野沙希菜 小6 鉾田陸上スポーツ少年団A 1:01.46 4 木村  優花 小6 茎崎陸上 1:05.07
小澤  愛織 小4 万代  由奈 小6 長峰  華子 小6 田中  美羽 小6

根本  結芽 小4 船串  めい 小6 大越  柚稀 小6 澤之向  結 小6

池田  胡桃 小6 小原あずさ 小6 齋藤  美羽 小5 勝田  琉來 小4

5 藤田  真緒 小4 いなしきA・IくらぶB 1:05.53 6 金澤  希音 小6 美野里クラブ 1:05.97 7 石崎  愛莉 小5 鉾田陸上スポーツ少年団B 1:06.26 8 篠﨑  灯里 小4 さかえ陸上クラブ 1:07.42
根本  璃瑚 小5 橋本  慈袮 小5 齋藤  百椛 小5 飯岡  沙希 小4

池田  苺紗 小4 井川  日和 小5 長峯  凛果 小4 宮山  桃樺 小4

 10/02 中学生女子 決勝 原田  陽菜 中1 室井  悠花 中2 石栗  紗英 中2

4×100mR 1 万代  由衣 中2 いなしきA・IくらぶA 54.68 2 小澤  陽菜 中2 土浦二中 55.06 3 大竹  真優 中2 朝日中 56.43
黒沼  芽依 中2 櫻井  泉帆 中2 原田  梨衣 中2

渡辺  梨愛 中1 松浦  里美 中2 大井菜那美 中1

 10/02 中学生男子 決勝 野口  周馬 中1 五十嵐煌空 中1 樋渡  悠人 中2

4×100mR 1 片野  快斗 中1 朝日中学校A 53.28 2 中村  貫太 中1 朝日中学校B 55.09 内田咲太朗 中2 いなしきA・IくらぶA 失格
長倉  大雅 中1 根岸洸太朗 中1 星    優輝 中3

青木    仁 中1 村上  瑛斗 中1 牧野  上総 中2

 10/02 小学生男子 決勝 1 増田  蒼大 小6 アスレッコ 3:16.19 2 手賀  愛皇 小6 鉾田陸上 3:19.21 3 酒井  勇咲 小6 アスレッコ 3:22.14 4 根本  葵平 小5 美野里クラブ 3:24.32
1000m

5 鬼澤  琉翔 小5 鉾田陸上 3:30.89 6 山田  岳穂 小5 アスレッコ 3:32.82 7 山本  悠登 小4 柳橋小学校 3:35.68 8 今野    蓮 小4 鹿嶋陸上クラブ 3:43.19

 10/02 小学生女子 決勝 1 立原  柚奈 小5 鹿嶋陸上クラブ 3:22.87 2 佐藤  朱莉 小6 シードソレイユ取手 3:23.27 3 橋本  慈袮 小5 美野里クラブ 3:32.16 4 波田野美杏華 小6 アスレッコ 3:34.48
1000m

5 久保野谷穂美 小6 下妻小学校 3:34.89 6 手賀  玲愛 小4 鉾田陸上 3:34.98 7 西村  明莉 小5 アスレッコ 3:38.04 8 田口  明音 小6 我流AC 3:39.75

 10/02 小学生男子 決勝 1 永谷  春樹 小3 アスレッコ 2:56.49 2 根本  陽斗 小2 いなしき A・I くらぶ 2:59.86 3 宮本  航佑 小2 いなしき A・I くらぶ 3:10.74 4 田口  颯来 小2 鉾田陸上 3:13.11
800m

5 佐藤  正宗 小3 シードソレイユ取手 3:13.49 6 吉澤  瑛太 小3 アスレッコ 3:17.36 7 松田  結太 小2 いなしき A・I くらぶ 3:17.86 8 中嶋  建太 小3 土浦陸上教室 3:21.42

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第40回県南陸上競技選手権大会 宮本　恒男

(一財）茨城陸上競技協会、石岡市スポーツ協会陸上競技部、土浦市スポーツ協会 石岡市運動公園陸上競技場

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 コード 08 競技会名 コード 審判長

主催団体 競技場名 コード 記録主任

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第40回県南陸上競技選手権大会 宮本　恒男

(一財）茨城陸上競技協会、石岡市スポーツ協会陸上競技部、土浦市スポーツ協会 石岡市運動公園陸上競技場

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

 10/02 小学生女子 決勝 1 下井  稟子 小3 取手小 2:53.99 2 林  弥真利 小3 美野里クラブ 2:56.68 3 武田  珠絆 小2 伊那東小 3:00.85 4 酒井    粋 小3 神谷小 3:05.30
800m

5 赤津  結衣 小3 我流AC 3:14.61 6 飯村  優乙 小2 アスレッコ 3:23.66 7 宮本  莉希 小3 アスレッコ 3:24.35 8 酒井  琴羽 小2 美野里クラブ 3:32.29

 10/02 中学生男子 決勝 1 細田  麗翔 中2 いなしき A・I くらぶ 2:20.40 冨田  一心 中3 恋瀬川LHS 欠場
800m

 10/02 高校、一般男子 決勝 1 中島  涼介 高1 恋瀬川LHS 2:09.94 2 成田  寿喜 高3 石岡二高 2:13.81 3 田山  陽介 高1 土浦湖北高 2:19.24 小澤晃太郎 28 茨城陸協 欠場
800m

菅井  凉太 高2 石岡商業高校 欠場

 10/02 中学生女子 決勝 1 岡野  友美 中2 朝日中 2:30.62 2 柳澤    凛 中2 霞ヶ浦RCJH 2:37.23 3 杉山  莉子 中3 並木中等中 2:38.48 4 前田  絢美 中2 阿見中 2:43.88
800m

5 中嶋  芽生 中2 朝日中 2:45.39 6 深津里咲子 中2 朝日中 2:47.77 7 成田  歩睦 中1 大洗南中 2:54.63 8 安瀨  未伶 中1 土浦四中 2:56.97

 10/02 高校、一般女子 決勝 1 小林  利恵 48 我流AC 2:47.77 磯山  智美 59 恋瀬川LHS 途中棄権
800m

 10/02 小学生男子 決勝 1 尾﨑  晃誠 小2 我流AC 8.46 2 須藤  太陽 小3 アスレッコ 8.65 3 冨田  夏央 小3 アスレッコ 8.74 4 中嶋  龍希 小2 アスレッコ 8.76
50m 0.0 +1.3 +1.3 +1.3

5 大津  碧翔 小3 石岡陸上クラブ 8.77 6 宮本    侑 小1 石岡陸上クラブ 9.06 7 岡田  瑛登 小3 茎崎陸上 9.09 8 秋山凛太郎 小3 いなしき A・I くらぶ 9.10
0.0 0.0 +1.3 0.0

 10/02 小学生女子 決勝 1 安藤  希子 小3 富士見ヶ丘小学校 8.51 2 宮本  葵子 小3 石岡陸上クラブ 8.78 3 船串  りこ 小3 いなしき A・I くらぶ 9.10 4 石崎  愛佳 小3 鉾田陸上 9.11
50m +0.2 +0.2 +0.2 +0.2

5 室井  花菜 小2 アスレッコ 9.12 6 湯原  吏埜 小3 アスレッコ 9.13 6 長澤恵美子 小2 我流AC 9.13 8 糸賀  唯華 小3 いなしき A・I くらぶ 9.30
+0.2 +2.1 +0.2 +0.2

 10/02 小学生男子 決勝 1 影沢  悠惺 小6 いなしき A・I くらぶ 13.22 2 塚原  大羽 小6 古河アスリートクラブ 13.41 3 高柳    舜 小6 鉾田陸上 13.62 4 北園  健翔 小6 アスレッコ 13.73
100m 0.0 0.0 0.0 0.0

5 高野  琉聖 小6 鉾田陸上 13.86 6 大津  風希 小6 石岡陸上クラブ 14.05 7 小池  理仁 小5 アスレッコ 14.27 8 中野  愛斗 小6 鉾田陸上 14.45
0.0 0.0 +0.9 +2.0

 10/02 小学生女子 決勝 1 堀込  莉愛 小5 アスレッコ 14.11 2 櫻井  詩月 小6 古河アスリートクラブ 14.26 3 久野沙希菜 小6 鉾田陸上 14.78 4 幕    優夏 小6 アスレッコ 14.92
100m +1.5 0.0 +0.8 +1.5

5 高城  心咲 小6 いなしき A・I くらぶ 15.04 6 倉持  朱里 小6 シードソレイユ取手 15.07 7 柏葉萌々花 小6 鹿嶋陸上クラブ 15.10 8 根本  結芽 小4 鹿嶋陸上クラブ 15.16
0.0 +1.9 0.0 0.0

 10/02 中学生男子 決勝 1 宮本  大暉 中3 霞ヶ浦RCJH 11.48 2 中筋  凌真 中3 つくば市立手代木中学校 11.94 3 水谷    凌 中3 並木中等中 12.36 4 小林  浩輝 中2 我流AC 12.54
100m -1.9 -1.9 -1.9 0.0

5 高田  皇成 中2 阿見AC 12.59 6 アキンデレ フェミ 中1 阿見AC 12.65 7 水野谷一樹 中3 霞ヶ浦RCJH 12.70 8 野口  哲平 中1 霞ヶ浦RCJH 12.73
0.0 -1.9 -1.9 -1.9

 10/02 中学生女子 決勝 1 伊藤    夢 中1 阿見AC 13.45 2 山上  侑紗 中3 並木中等中 13.82 3 倉持  真央 中1 阿見AC 13.86 4 柳澤  歩佳 中2 霞ヶ浦RCJH 13.90
100m -0.9 -0.9 -0.9 -0.9

5 八島  愛美 中3 千波中学校 13.93 6 櫻井  泉帆 中2 土浦二中 14.16 7 原田  陽菜 中1 いなしき A・I くらぶ 14.17 8 小澤  陽菜 中2 土浦二中 14.32
-0.9 -0.9 0.0 -0.9

 10/02 高校、一般女子 決勝 +1.8 1 飯島  真帆 大1 シードソレイユ取手 13.00 2 八島  望愛 大1 日本ウエルネススポーツ大学 13.07 3 飯島  美妃 高2 藤代高校 15.22
100m

 10/02 高校、一般男子 決勝 1 堀    拓斗 20 明治大学 10.88 2 土川  寛崇 24 茨城陸協 11.14 3 宮本  大知 高2 藤代高校 11.16 4 前野  大河 BTP 11.28
100m +1.1 +1.1 +1.1 +0.2

5 坂本  将希 26 滝沢ハム株式会社 11.32 6 高柳  唯人 19 阿見AC 11.38 7 野口  大雅 高1 阿見AC 11.55 8 額賀    啓 高1 土浦湖北高 11.56
+1.1 +1.1 +0.2 -1.4

 10/02 中学生男子 決勝 1 大森  智喜 中3 我流AC 9:32.28 2 羽石  大輝 中3 神栖第一中学校 9:37.91 3 内野  耕汰 中3 並木中等中 10:00.92 山本  真慧 中2 谷田部中学校 欠場
3000m



No.3

陸協 コード 08 競技会名 コード 審判長

主催団体 競技場名 コード 記録主任

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第40回県南陸上競技選手権大会 宮本　恒男

(一財）茨城陸上競技協会、石岡市スポーツ協会陸上競技部、土浦市スポーツ協会 石岡市運動公園陸上競技場

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

 10/02 中学生男子 決勝 1 星    優輝 中3 いなしき A・I くらぶ 23.46 2 香取  龍人 中2 霞ヶ浦RCJH 23.83 3 後藤  大輝 中3 阿見AC 24.45 4 吉川  晃生 中2 我流AC 25.28
200m 0.0 0.0 0.0 0.0

5 名島  颯希 中2 並木中等中 25.35 6 佐久間  響 中2 土浦四中 26.04 7 小澤    環 中1 鹿嶋陸上クラブ 26.17 8 加藤  陽向 中1 土浦四中 27.88
0.0 -0.2 -0.2 -0.2

 10/02 高校、一般女子 決勝 -0.8 1 薄井  斗愛 高1 勝田工 30.88
200m

 10/02 中学生女子 決勝 1 白田    舞 中2 我流AC 27.29 2 渡辺  梨愛 中1 いなしき A・I くらぶ 27.84 3 坂本  結咲 中1 霞ヶ浦RCJH 28.12 4 松浦  里美 中2 土浦二中 28.33
200m +1.7 +1.7 +1.7 +1.7

5 大井菜那美 中1 朝日中 29.27 6 和田  夢花 中1 阿見AC 29.29 7 黒沼  芽依 中2 いなしき A・I くらぶ 29.77 8 大竹  真優 中2 朝日中 30.06
+1.7 +1.7 -0.8 -0.8

 10/02 高校、一般男子 決勝 0.0 1 清水  慶十 高3 土浦湖北高 22.65 2 樋渡  晴人 高1 いなしき A・I くらぶ 23.22 3 平田  瑞樹 高2 土浦湖北高 24.11 4 其田  優飛 高1 土浦湖北高 24.26
200m

5 森本  陽大 高1 阿見AC 26.32 6 伊藤  豪志 高2 石岡二高 27.71 鈴木  唯史 古河アスリートクラブ 欠場 河又  眞士 高2 勝田工 欠場

 10/02 高校、一般男子 決勝 1 染谷  和輝 24 阿見AC 51.12 2 沖山  龍雅 高2 茨城陸協 52.45 3 松田  風太 高1 いなしき A・I くらぶ 53.78 4 横田  俊介 19 國學院大學陸上競技部 55.14
400m

足立  賢洋 28 いなしき A・I くらぶ 欠場

 10/02 高校、一般男子 決勝 1 前野  一澄 高1 石岡商業高校 21:21.03 2 豊福  朝飛 高1 石岡商業高校 23:25.40 3 牛島  泰正 73 茎崎陸上 26:11.09 纓田  陽弥 高2 藤代高校 欠場
5000m

 10/02 中学生男子 決勝 1 牧野  上総 中2 いなしき A・I くらぶ 5m53 2 加藤  海音 中1 朝日中 4m84 3 越後  秀太 中1 朝日中 4m65 4 吉川    尊 中2 朝日中 4m29
走幅跳 0.0 +1.0 +0.6 +0.9

4 小林  一貴 中2 朝日中 4m29 6 後藤  心陸 中2 朝日中 4m22 7 髙山  蒼悟 中2 朝日中 4m12 8 長倉  大雅 中1 朝日中 3m77
+0.3 +0.4 +1.2 +0.4

 10/02 高校、一般男子 決勝 1 沖崎  一也 シードソレイユ取手 6m53 2 石﨑  一平 41 ビーイング 6m48 3 高星  亘希 高1 土浦湖北高 5m42 4 西川  昌志 50 茨城陸協 5m01
走幅跳 0.0 0.0 +0.9 +0.4

木村  大介 28 茨城陸協 欠場

 10/02 中学生女子 決勝 1 鈴木  泉撫 中3 阿見AC 4m46 2 原田  梨衣 中2 朝日中 3m74 3 藁谷  知佳 中3 並木中等中 3m49 阿部  小雪 中1 いなしき A・I くらぶ 欠場
走幅跳 0.0 0.0 0.0

 10/02 高校、一般女子 決勝 1 廣田  留唯 高2 いなしき A・I くらぶ 4m83 黒田  望華 高1 いなしき A・I くらぶ 記録なし 伊藤  真愛 高2 取手聖徳女子高 欠場
走幅跳 +0.7

 10/02 中学生男子 決勝 本橋    樹 中1 朝日中 欠場
走高跳

 10/02 高校、一般男子 決勝 1 近田  伸吾 44 ビーイング 1m85 2 金子  雅弥 高1 土浦湖北高 1m45 小池  歩夢 高2 勝田工 欠場
走高跳

 10/02 中学生女子 決勝 1 シュブルチェック アンナ 中2 土浦四中 1m40 2 猪瀬  咲希 中2 土浦四中 1m35 3 佐藤  夢芽 中2 土浦四中 1m20 4 宇山  心菜 中2 土浦四中 1m10
走高跳

名雪    紗 中2 土浦四中 欠場 福原  花子 中1 朝日中 欠場

 10/02 中学生男子 決勝 1 中村琉之介 中2 朝日中 10m59 2 中澤  大翔 中3 いなしき A・I くらぶ 9m45 3 遠藤  大心 中2 朝日中 8m93 大山  拓也 中3 並木中等中 欠場
砲丸投[4.000kg]

 10/02 高校、一般男子 決勝 1 田家  健司 高2 石岡二高 8m10
砲丸投[6.000kg]

 10/02 中学生女子 決勝 1 佐藤  美優 中2 土浦二中 8m68 2 松尾  友芽 中2 朝日中 8m68 3 渡邉  真央 中2 朝日中 6m02 4 中川  そら 中1 土浦四中 5m27
砲丸投

5 柴沼  桃子 中1 土浦四中 4m99

 10/02 高校、一般女子 決勝 渡辺  柚華 高2 取手聖徳女子高 欠場
砲丸投[4.000kg]
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陸協 コード 08 競技会名 コード 審判長

主催団体 競技場名 コード 記録主任

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第40回県南陸上競技選手権大会 宮本　恒男

(一財）茨城陸上競技協会、石岡市スポーツ協会陸上競技部、土浦市スポーツ協会 石岡市運動公園陸上競技場

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

 10/02 高校、一般男子 決勝 1 八島  進也 46 水戸アスリートクラブ 38m82 2 小澤  純平 37 鹿嶋陸上クラブ 35m34
やり投[800g]

 10/02 高校、一般女子 決勝 1 鶴丸  侑子 高2 取手聖徳女子高 25m91 2 秦野さつき 高1 取手聖徳女子高 25m00
やり投[600g]


