
決　勝　記　録　一　覧　表
平成1８年度　第３回茨城県陸上競技記録会（06080302）
主催：茨城陸上競技協会 2006年10月21日（土） 笠松運動公園陸上競技場（081010）

<男子>
種　目

久米田　航 22.44 眞家　大輔 22.70 中野　匡 22.73 金林　睦 22.76 伊藤　太一 22.86 金澤　宏哉 22.88 蓮田　裕介 23.14 三嶋　飛鳥 23.26

筑波大：青森 0.0 水戸工高 +0.3 日製日立 +0.1 筑波大：栃木 0.0 水戸桜ノ牧高 0.0 筑波大：鹿児島 +0.4 中央高 +0.4 筑波大医学 +0.1

大久保　雄貴 中野　雄太 佐藤　悠里 田崎　三生

つくば秀英高 つくば秀英高 茨城キリスト高 中央高

佐藤　史明 矢口　貴司 木村　建太 黒澤　賢 張替　翔太 高梨　秀仁 尾亦　矩昴 鈴木　祥平

日立工高 土浦工高 茨城キリスト高 日立工高 土浦工高 土浦工高 日立工高 土浦工高

青木　正之 冨山　巌央 後ノ上　光希 海老原　良和 浅野　正太 高良　誠一 林　直也 郡司　智史

日立ＨＴ 日立ＨＴ 土浦工高 牛久高 牛久高 牛久高 佐竹高 茨城キリスト高

110mH 柴山　一仁 14.44 岸　暁 14.54 松尾　信之介 14.69 根本　祐樹 15.39 山村　侑平 15.51 久保　徹郎 15.80 金子　亮平 15.84 佐藤　現平 15.88

（1.067m） 筑波大院：栃木 ＋0.8 筑波大：大阪 -1.2 筑波大：兵庫 ＋0.8 日立市陸協 -1.2 筑波大：福岡 -1.2 筑波大：奈良 -1.2 筑波大：北海道 ＋0.8 土浦工高 ＋0.8

400mH 張谷　寅泰 白井　渉太 猪狩　雄也 長沼　睦樹 入江　勝也 池田　健次 野村　和弘 黒沢　翔平

（0.914m） つくば秀英高 つくば秀英高 日立工高 牛久高 日立工高 土浦工高 中央高 水戸工高

常井　慎悟 丹下　直規

水戸工高 水戸工高

西川　昌志 6m73 古橋　孝之 6m23 日向野　涼 6m09 能勢　健太 5m65 山縣　巧巳 5m51 益子　亮佑 4m82 細貝　克成 4m27 海老根　尚 4m22

茨城陸協 +0.7 茨城キリスト高 +1.7 土浦工高 +1.5 波崎高 +1.6 水戸工高 0.0 美野里クラブ +0.6 山方商高 +1.8 水戸工高 0.0

砲丸投 稲舩　司 桐原　伸博 会沢　裕哉 長山　悠生 岡田　拓也 笹沼　司

高校（6.0ｋｇ） 波崎高 水戸聾 水戸工高 山方商高 つくば秀英高 水戸工高

やり投 相馬　友行 水澤　貴之 長洲　祐貴 柏　慎也 松山　悠太 矢田部　勇気

（800ｇ） 日立多賀 茨城大 水戸工高 佐竹高 茨城キリスト高 水戸工高

<女子>
種　目

西田　亜沙美 26.62 染谷　祐里奈 26.84 吉田　早織 26.92 大沢　麻依 27.48 雨谷　カンナ 27.74 会田　理美 27.89 花村　佳奈子 28.00 田口　千菜美 28.04

つくば秀英高 +0.3 つくば秀英高 +0.2 つくば秀英高 +0.6 水戸三高 +0.6 水戸三高 +0.2 つくば秀英高 +0.6 水戸三高 +0.3 茨城キリスト高 +0.3

蔵持　佑美 中庭　春菜 石井　幸枝 鈴木　裕樹 長井　鮎香 石川　奈保子 山口　理絵

つくば秀英高 水戸三高 日立多賀 牛久高 つくば秀英高 水戸三高 中央高

鳥居　美由紀 西野　綾 八木原　佳美 鈴木　くるみ 牧野　絵梨菜 小川　菜摘 海老澤　愛美 西野　裕泉

茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高 水戸三高 水戸三高

100mH：+0.6 木村　真奈美 小畠　絵梨香 須賀　愛美 鈴木　未沙 荻津　由美 増田　千尋

（0.840m） 筑波大院：福岡 牛久高 水戸三高 水戸三高 佐竹高 茨城キリスト高

400mH 野出木　光代 藤沼　悠

（0.762m） つくば秀英高 水戸三高

大高　成美 井上　由梨佳

水戸三高 筑波大医学

小園井　睦 4m93 加藤　真衣 3m83

水戸三高 +2.3 佐竹高 +0.8 気　象

砲丸投 樫村　延子 時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s

（4.0ｋｇ） 佐竹高 10:00 晴 19.9 64 東北東 1.5
やり投 大塚　成美 11:00 晴 19.0 70 東北東 1.3
（600ｇ） つくば秀英高 12:00 晴 19.2 66 東南東 1.2

記録・情報処理員主任 　　柴田　克英
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