
No.1

陸協 日立陸協 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 083090 記録主任

 11/15 小学生低学年男子 予選 1 1 大谷優 日立市 6秒13 2 石川拓海 日立市 6秒62 3 木谷光我 日立市 6秒92 4 石井琢人 日立市 6秒99
30mダッシュ

5 田頭  俊玖 10秒94 佐藤    然 日立市 欠場

 11/15 小学生低学年男子 予選 2 1 榎田  健吾 日立市 5秒46 2 益子  凜平 日立市 5秒81 3 室谷  幸輝 日立市 6秒16 佐藤    悠 日立市 欠場
30mダッシュ

 11/15 小学生低学年男子 決勝 1 榎田  健吾 日立市 5秒55 2 益子  凜平 日立市 5秒79 3 大谷優 日立市 6秒09 4 室谷  幸輝 日立市 6秒17
30mダッシュ

5 石川拓海 日立市 6秒58 6 石井琢人 日立市 6秒93 木谷光我 日立市 田頭  俊玖

 11/15 小学生高学年男子 予選 1 1 荒木稀理弥 日立陸上クラブ 5秒19 2 門脇  士童 日立陸上クラブ 5秒41 3 大森    颯 日立市 5秒61 4 小野  誉訓 北茨城市 5秒63
30mダッシュ

5 小山  光太 日立陸上クラブ 5秒77 6 川又  一生 日立陸上クラブ 5秒90

 11/15 小学生高学年男子 予選 2 1 鈴木  颯斗 日立陸上クラブ 5秒33 2 橋本  真佑 日立陸上クラブ 5秒36 3 安田  泰盛 日立陸上クラブ 5秒46 4 石井  康誠 日立陸上クラブ 5秒55
30mダッシュ

5 齋藤  栞汰 日立陸上クラブ 5秒77 6 吉久保祥平 日立陸上クラブ 5秒94

 11/15 小学生高学年男子 予選 3 1 大塚日向登 日立陸上クラブ 5秒34 2 大谷    怜 日立陸上クラブ 5秒37 3 鈴木  海生 日立市 7秒50 4 西    勇紀 日立市 8秒48
30mダッシュ

 11/15 小学生高学年男子 予選 4 1 鈴木  海星 日立陸上クラブ 5秒42 2 佐藤  壮流 日立陸上クラブ 5秒50 3 瀬谷  悠太 日立陸上クラブ 5秒70
30mダッシュ

 11/15 小学生高学年男子 予選 5 1 鈴木  渓伍 日立陸上クラブ 5秒12 2 吉久保太晴 日立陸上クラブ 5秒22 3 小松  海斗 日立陸上クラブ 5秒42 4 駒野伸太郎 日立陸上クラブ 5秒44
30mダッシュ

5 根本  康平 日立陸上クラブ 5秒70

 11/15 小学生高学年男子 決勝 1 鈴木  渓伍 日立陸上クラブ 5秒10 2 大谷    怜 日立陸上クラブ 5秒17 3 吉久保太晴 日立陸上クラブ 5秒19 4 大塚日向登 日立陸上クラブ 5秒22
30mダッシュ

5 荒木稀理弥 日立陸上クラブ 5秒24 6 門脇  士童 日立陸上クラブ 5秒29 7 橋本  真佑 日立陸上クラブ 5秒31 8 鈴木  颯斗 日立陸上クラブ 5秒49

 11/15 中学生男子 予選 1 1 前田  海月 鉾田市 4秒48 2 坂本  竜也 滑川中 4秒78 3 石川  幹士 滑川中 4秒81 4 吉成  龍斗 滑川中 5秒02
30mダッシュ

5 作山  幸輝 滑川中 5秒09

 11/15 中学生男子 予選 2 1 瀧口  拓昌 日立市 4秒66 2 野村  希実 鉾田市 4秒67 3 富永    翼 鉾田市 4秒69 4 石川湧偲 日立市 4秒93
30mダッシュ

5 小泉  隼人 日立市 4秒99 6 大高圭太 日立市 5秒28

 11/15 中学生男子 予選 3 1 中村    真 日立市 4秒90 2 坪沼  郁弥 日立市 5秒06 3 澤村伊織 日立市 5秒07 4 鴨志田樹 日立市 5秒08
30mダッシュ

5 大沼  渓伸 日立市 5秒28 6 浦添康 日立市 5秒47

 11/15 中学生男子 予選 4 1 石川  詩恩 日立市 4秒99 2 大内  竜輝 日立市 5秒24 3 村上  夏来 日立市 5秒55 4 金子  一隼 日立市 5秒87
30mダッシュ

5 今井太陽 日立市 6秒17

 11/15 中学生男子 予選 5 1 助川  凜人 日立市 4秒58 2 黒澤  宏太 日立市 5秒01 3 岩下    陸 日立市 5秒35 4 鐵    大地 日立市 5秒36
30mダッシュ

 11/15 中学生男子 決勝 1 前田  海月 鉾田市 4秒45 2 助川  凜人 日立市 4秒61 3 富永    翼 鉾田市 4秒69 4 野村  希実 鉾田市 4秒69
30mダッシュ

5 石川  幹士 滑川中 4秒73 6 坂本  竜也 滑川中 4秒75 7 瀧口  拓昌 日立市 4秒82 8 中村    真 日立市 4秒88

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
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 11/15 高校～39歳以下男子 予選 1 1 斉藤  丈二 4秒44 2 渡辺  雄也 4秒48 3 菊地  偉郎 4秒48 4 野上  亘輝 4秒56
30mダッシュ

5 金川  貴徹 4秒88 6 村山駿太郎 5秒03

 11/15 高校～39歳以下男子 予選 2 1 舘野  哲也 日立産機システム 4秒38 2 朝倉  快斗 4秒52 3 小野  浩介 4秒56 4 作山    諒 4秒71
30mダッシュ

 11/15 高校～39歳以下男子 予選 3 1 本図  理彦 日立市 4秒38 2 小倉  健吾 水戸市 4秒64 3 宗像    駿 東海村 4秒67 4 小林  正毅 那珂市 4秒88
30mダッシュ

 11/15 高校～39歳以下男子 予選 4 1 藤田  誠也 日立市 5秒03 2 成田    幹 日立市 5秒90
30mダッシュ

 11/15 高校～39歳以下男子 予選 5 1 天野  秀哉 日立市 4秒28 2 菅野  孝義 高萩市 4秒49 3 近藤顕二 日立市 4秒49 4 圷    浪樹 日立市 5秒60
30mダッシュ

5 伊藤  勇樹 日立市 6秒96

 11/15 高校～39歳以下男子 予選 6 1 秋山  侑悟 常陸太田市 4秒07 2 沢山    匠 常陸太田市 4秒34 3 鈴木  健太 常陸太田市 4秒36 4 関    春樹 常陸太田市 4秒38
30mダッシュ

5 川野邊  豊 常陸太田市 4秒43 6 鈴木  勇人 常陸太田市 4秒60

 11/15 高校～39歳以下男子 予選 7 1 塚本  涼介 常陸太田市 4秒19 2 野田  達也 常陸太田市 4秒44 3 木村  海斗 常陸太田市 4秒45 4 豊田  紘平 常陸太田市 4秒61
30mダッシュ

 11/15 高校～39歳以下男子 決勝 1 天野  秀哉 日立市 4秒28 2 塚本  涼介 常陸太田市 4秒28 3 本図  理彦 日立市 4秒35 4 沢山    匠 常陸太田市 4秒36
30mダッシュ

5 秋山  侑悟 常陸太田市 4秒37 6 関    春樹 常陸太田市 4秒46 7 川野邊  豊 常陸太田市 4秒52 8 鈴木  健太 常陸太田市 4秒66

 11/15 40歳以上男子 決勝 1 石田  祐一 宇都宮市 4秒75 2 穴見    賢 日立市 4秒93 3 齊藤  政行 日立市 4秒94 4 黒澤  昭彦 日立市 5秒28
30mダッシュ

5 中山  哲志 5秒40 6 根本  高志 常陸太田市 5秒50

 11/15 小学生低学年女子 予選 1 1 石井なな美 常陸太田市 5秒73 2 西    珠希 日立市 5秒80 3 石井  彩菜 日立市 6秒24 4 荒木りんな 日立市 6秒48
30mダッシュ

 11/15 小学生低学年女子 予選 2 1 石田  知夏 宇都宮市 5秒61 2 田鍋  怜佳 日立市 5秒73 3 小林あずみ 日立市 6秒42 4 石黒  優瞳 日立市 7秒46
30mダッシュ

西    珠希 日立市 欠場

 11/15 小学生低学年女子 決勝 1 石田  知夏 宇都宮市 5秒64 2 田鍋  怜佳 日立市 5秒80 3 西    珠希 日立市 5秒81 4 石井なな美 常陸太田市 5秒89
30mダッシュ

5 石井  彩菜 日立市 6秒23 6 小林あずみ 日立市 6秒57 7 荒木りんな 日立市 6秒68 8 石黒  優瞳 日立市 7秒50

 11/15 小学生高学年女子 予選 1 1 鈴木  愛夏 日立陸上クラブ 5秒34 2 石黒  美光 日立陸上クラブ 5秒37 3 佐藤  南萌 日立陸上クラブ 5秒46 4 松本  好香 日立陸上クラブ 5秒48
30mダッシュ

5 村山  沙耶 高萩市 5秒76

 11/15 小学生高学年女子 予選 2 1 金丸  志津 日立陸上クラブ 5秒09 2 明日  初音 日立陸上クラブ 6秒01 3 赤城  采芽 日立陸上クラブ 6秒03 4 石川  凛香 日立陸上クラブ 6秒08
30mダッシュ
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 11/15 小学生高学年女子 予選 3 1 木名瀬美咲 日立陸上クラブ 5秒44 2 鈴木  麻友 日立陸上クラブ 5秒74 3 瀬谷彩実果 日立陸上クラブ 5秒89 4 栗原  実夢 日立陸上クラブ 5秒91
30mダッシュ

5 高橋  愛那 日立陸上クラブ 6秒45

 11/15 小学生高学年女子 予選 4 1 渡辺さくら 日立陸上クラブ 5秒30 2 羽島    花 日立陸上クラブ 5秒50 3 滝沢  果穂 日立陸上クラブ 5秒51 4 益子  ゆの 日立陸上クラブ 5秒64
30mダッシュ

5 辻  優理恵 日立陸上クラブ 5秒73

 11/15 小学生高学年女子 予選 5 1 大友  若桜 日立陸上クラブ 5秒37 2 穴見  愛音 日立陸上クラブ 5秒40 3 上田  佳乃 日立陸上クラブ 5秒45 4 大和田菜月 日立陸上クラブ 5秒90
30mダッシュ

5 大森  来未 日立陸上クラブ 5秒99

 11/15 小学生高学年女子 予選 6 1 梶山  愛莉 日立陸上クラブ 5秒14 2 清水  凛子 日立陸上クラブ 5秒42 3 田中  花音 日立陸上クラブ 5秒50 4 田鍋  穂佳 日立陸上クラブ 5秒51
30mダッシュ

5 柴崎彩香里 日立陸上クラブ 5秒69

 11/15 小学生高学年女子 予選 7 1 仲野  来美 日立陸上クラブ 5秒11 2 中嶋えりな 日立陸上クラブ 5秒16 3 石黒  萌美 日立陸上クラブ 5秒18 松本ほのか 日立陸上クラブ 欠場
30mダッシュ

宮下  桃葉 日立陸上クラブ 欠場

 11/15 小学生高学年女子 決勝 1 梶山  愛莉 日立陸上クラブ 5秒12 2 中嶋えりな 日立陸上クラブ 5秒17 3 仲野  来美 日立陸上クラブ 5秒18 4 石黒  萌美 日立陸上クラブ 5秒23
30mダッシュ

5 金丸  志津 日立陸上クラブ 5秒34 6 鈴木  愛夏 日立陸上クラブ 5秒36 7 渡辺さくら 日立陸上クラブ 5秒45 8 石黒  美光 日立陸上クラブ 5秒57

 11/15 中学生女子 予選 1 1 内田  果奈 滑川中 5秒01 2 黒澤  祐月 滑川中 5秒07 3 大塚  莉奈 日立陸上クラブ 5秒14 4 作山  梓乃 滑川中 5秒29
30mダッシュ

 11/15 中学生女子 予選 2 1 五十嵐美帆 滑川中 5秒00 2 北郷  夢香 滑川中 5秒14 3 北村  美幸 滑川中 5秒68
30mダッシュ

 11/15 中学生女子 予選 3 1 坂本  るみ 滑川中 4秒75 2 和知  李音 日立陸上クラブ 4秒91 3 平田  文夏 滑川中 4秒93 4 小林    葵 滑川中 5秒18
30mダッシュ

 11/15 中学生女子 決勝 1 坂本  るみ 滑川中 4秒82 2 五十嵐美帆 滑川中 4秒93 3 平田  文夏 滑川中 4秒97 4 北郷  夢香 滑川中 5秒05
30mダッシュ

5 黒澤  祐月 滑川中 5秒07 6 内田  果奈 滑川中 5秒08 7 和知  李音 日立陸上クラブ 5秒10 8 大塚  莉奈 日立陸上クラブ 5秒23

 11/15 高校～39歳以下女子 決勝 1 仲田    愛 日立市 4秒70 2 榎本優子 筑波大学院 4秒80 3 関野明日香 茨城町 5秒59 4 古橋明日香 日立市 6秒22
30mダッシュ

 11/15 ゆるキャラ選手権 1 カーミー 日立市公園協会 13秒81 2 ジェイ坊 ＪＷＡＹ 15秒48 3 モルちゃん 15秒72 4 ぽすくま 日本郵便 20秒63
30mダッシュ

5 もうかるくん 22秒37 6 うかるくん 25秒51 7 リーフィー 日立ライフ 35秒40 8 たこピン 55秒07ひたちおさかな

センター

日立地区3ﾓｰﾙ商店街

活性化実行委

うかる文化

振興委員会

うかる文化

振興委員会
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 11/15 ファミリー 1 荒木稀理弥 Team なし 6分00秒34 2 小野  誉訓 Team griffin 6分02秒07 3 石井  康誠 石井family 6分35秒60 4 大森    颯 Team なし 6分38秒15
1500m

5 榎田  暁夫 大沼団地ＡＣ 6分58秒24 6 榎田  健吾 大沼団地ＡＣ 6分58秒28 7 安田  泰盛 Team なし 7分00秒11 8 小出  郁弥 7分39秒05

9 鈴木  昭夫 7分39秒40 10 西    珠希 男塾 7分48秒17 11 小山  光太 Team なし 7分57秒28 12 佐藤  歳宣 佐藤組 7分59秒52

13 佐藤    然 佐藤組 7分59秒53 14 小林あずみ 小林family 8分03秒11 15 小林  真也 小林family 8分03秒20 16 小山伸太郎 Team なし 8分08秒63

17 石川  克樹 石川family 8分21秒74 18 石井  隼人 石井family 8分22秒01 19 西    勇紀 男塾 10分41秒53 20 西    弘子 男塾 10分42秒56

21 鈴木  弘子 男塾 13分43秒72 22 鈴木  海生 男塾 13分45秒19 23 田頭  俊政 男塾 17分32秒78 24 田頭  博幸 男塾 17分33秒74

 11/15 穴見  愛音 6 増子  歩希 3 小松  海斗 6
400mH/4×100mR 1 舘野  哲也 52秒84 2 仲野  来美 6 日立陸上ｸﾗﾌﾞ女子 52秒89 3 坂本  るみ 3 滑川中Ａ 53秒45 4 大塚日向登 6 日立陸上ｸﾗﾌﾞ男子 54秒29

中嶋えりな 6 平田  文夏 3 大谷    怜 6
梶山  愛莉 6 五十嵐美帆 3 鈴木  渓伍 6

内田  果奈 2
5 黒澤  祐月 1 滑川中Ｂ 55秒62 6 小野　浩介 58秒45 7 谷平  賀武以 59秒06

北郷  夢香 1
作山  梓乃 2

 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 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

水戸飯富

特別支援学校

異種目対決（オープン）



No.5

陸協 日立陸協 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 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
区分

組 風速
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 記録所属 記録
順
位

競技者名

 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

 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


