
決　勝　記　録　一　覧　表
平成1８年度　茨城県陸上競技国体予選会　兼　第２回記録会
主催：茨城陸上競技協会 2006年6月24日（土） 笠松運動公園陸上競技場

<男子>
種　目

石塚　祐輔 10.64 天野　秀哉 10.88 小島　大輔 10.95 沼尻　健寿 11.12 箕輪　拓哉 11.13 齋藤　渉 11.26 桑原　大 11.28 三嶋　飛鳥 11.31

筑波大1 +0.4 茗友クラブ +1.0 筑波大院3 +1.3 茨城大3 +0.7 鹿島高2 +0.5 鹿島高1 +0.4 鹿島高3 +1.3 筑波大4 +1.2

蜷川　知秀 染谷　敏治 張谷　寅泰 関根　大輔 平塚　直樹 酒井　勇輝 横山　大翔 小林　紀明

美浦中教 下妻二高1 つくば秀英高3 東海高3 東海高2 国際武道大2 日立商高3 水戸工高2

清水　剛 岡部　省吾 塙　真太郎 瀧口　直弘 村上　けいすけ 葛西　直翔 礒山　泰佑 渡邊　雄介

土浦日大高3 境西高2 水戸一高1 緑岡高2 大洗高2 明秀日立高2 土浦日大高3 佐竹高3

円盤投 桜井　剛 竹内　利紀 打越　保則 西峰　翔馬 鈴木　大介 菅野　正和 藤田　直樹 高崎　吉人

高校（1.5ｋｇ） 土浦湖北高2 日立商高3 水戸工高3 大洗高2 日立商高2 明秀日立高1 水戸工高3 鹿島高1

円盤投 森内　明

一般（2.0ｋｇ） 都市開発グ

ハンマー投 前田　和信 山形　龍之介 鈴木　悠平 松本　裕光 鈴木　優大 日向　和則 鈴木　大介 小林　竜平

高校（6.0ｋｇ） 高萩高3 松丘高3 松丘高2 明秀日立高3 松丘高3 下妻二高2 日立商高2 日立商高3

ハンマー投 荒川　憲司 森内　明

一般（7.26ｋｇ） 高萩高教員 都市開発グ

<女子>
種　目

田中　愛美 12.59 西田　亜沙美 12.64 塙　碧 12.86 雨谷　カンナ 12.91 高塚　朋美 12.98 平野　有沙 13.06 梅田　美咲 13.11 小園井　睦 13.12

東海高3 +1.5 つくば秀英高3 +1.4 東海高1 +0.5 水戸三高2 +1.5 波崎柳川高3 +1.6 鹿島高1 +0.6 鹿島高1 +0.7 水戸三高2 +1.6

都筑　いくみ 福田　陽子 花村　佳奈子 田所　沙央理 志藤　聡美 藤沼　悠 大沢　麻依 安藤　しずか

東海高2 筑波大 水戸三高2 緑岡高2 水戸三高3 水戸三高2 水戸三高2 日立商高2

櫻井　梨沙 野田　春香 風間　実可子 石久保　沙代子 日川　絵理奈 佐藤　仁美 5.13.51 長井　鮎香 5.16.42 千波　恵利香 5.18.68

聖徳高2 茨城大2 聖徳高3 鹿島高1 鹿島高3 鹿島高1 つくば秀英高2 聖徳高2

円盤投 二見　有紀乃 綿引　彩乃 鈴木　あずさ 安嶋　祐美 中野　千咲加 阿久津　絵 池田　真那美 松田　奈美

（1.0ｋｇ） 茨城大1 高萩高3 佐竹高2 日立商高3 高萩高2 高萩高2 緑岡高2 日立商高3

ハンマー投 二見　有紀乃 向井　陽美 安嶋　祐美 橋本　景子

（4.0ｋｇ） 茨城大1 茗友クラブ 日立商高3 松丘高2

時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s 記録・情報処理員主任 　　柴田　幸義
10:00 晴 23.1 71 東南東 1.8
11:00 晴 24.5 65 東南東 1.0
12:00 晴 25.1 66 南南東 1.5
13:00 晴 25.2 63 東 2.2
14:00 晴 25.0 69 東南東 2.0
15:00 晴 24.2 67 東 0.9
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