
記録一覧表
平成１８年度東日本女子駅伝予選会　兼　茨城県長距離記録会
主催：茨城陸上競技協会 ２００６年９月３０日（土） 笠松運動公園陸上競技場　081010

平成１８年度　東日本女子駅伝予選会
日付 種目

9/30 中学女子 船橋由貴 10.03.03 増田千夏 10.10.47 飯田花織 10.23.52 小室美穂 10.32.52 徳武美紀 10.35.84 内海あや 10.38.98 鈴木里実 10.40.74 杉山知巳 10.47.02

3000m 八千代一中 三和中 秋山中 秋山中 八千代一中 八千代一中 戸頭中 新館中

9/30 高校・一般女子 野口美穂 16.28.50 成毛志麻 16.31.34 高橋睦 16.46.75 三浦麻鈴 16.50.11 中村里沙 16.53.05 阿南光 16.57.92 三村彩 17.10.88 鈴木渚 17.13.32

5000m 日立 聖徳高 日立 茨城キリスト高 日立 茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高

平成１８年度　茨城県長距離記録会
日付 種目

9/30 中学・高校男子 橋本大隆 9.57.16 小林毅郎 9.58.96 遠藤永隆 10.01.42 征矢琢磨 10.07.84 今橋大樹 10.09.06 小川寛大 10.15.50 嶋﨑智章 10.22.83 森田大 10.24.38

3000m1組 日立商高 日立商高 助川中 助川中 助川中 助川中 助川中 助川中

9/30 中学・高校男子 佐藤亨昻 9.39.85 橋本崇史 9.42.39 大里将彦 9.43.57 名越賢 9.59.62 塩畑雄貴 10.01.29 安藤雅都紀 10.03.23 草野鋼一 10.03.81 濱村雄太郎 10.06.13

3000m2組 助川中 水戸一高 下妻一高 八千代高 土浦三高 八千代高 波崎柳川高 助川中

9/30 中学・高校男子 木村宏幸 8.53.39 岡部省吾 9.05.28 富田浩司 9.20.07 佐藤史明 9.20.34 安田拓也 9.20.92 田島修平 9.23.94 宇都宮将希 9.29.55 大野俊樹 9.29.76

3000m3組 土浦三高 境西高 下妻一高 日立工高 八千代一中 総和南中 鹿島学園高 助川中

9/30 高校・一般男子 杉山伸盛 16.26.45 渡辺均 16.31.23 祝迫辰哉 16.51.47 石川岳大 16.57.51 荻沼巧 17.13.02 大曽根和也 17.17.54 橋本貴之 17.18.08 菊池優太 17.18.24

5000m1組 日製都市開発 太田一高 牛久高 太田一高 大洗高 水戸工高 太田一高 太田一高

9/30 高校・一般男子 小松崎遼 16.17.91 太田光司 16.28.26 菅谷直樹 16.32.55 押野徹 16.34.92 渡辺正樹 16.35.03 相川和寛 16.36.01 木鉛逸 16.36.96 森下元成 16.40.87

5000m2組 水戸工高 水戸工高 栃木：茂木高 栃木：茂木高 藤代高 下妻一高 藤代高 水戸工高

9/30 高校・一般男子 千田洋輔 15.29.94 冨山莉己 15.40.03 井坂安博 15.50.49 郡司卓弥 15.57.04 磯山貴大 15.59.88 和田智彰 16.07.11 小磯健二 16.07.95 増渕一博 16.09.09

5000m3組 日立工高 日立工高 美野里クラブ 土浦三高 鹿島学園 栃木：茂木高 東京電力茨城 牛久高

9/30 高校・一般男子 中山隆 14.27.00 久保健二 14.34.55 大山研二 15.06.63 小松崎優樹 15.14.58 鈴木友也 15.16.30 青木正之 15.17.14 小林渉 15.19.82 山口栄由 15.22.63

5000m4組 神奈川：日産自動車 神奈川：日産自動車 美野里クラブ 小森コーポレーション 藤代高 日立ハイテク 神奈川：日産自動車 栃木：茂木高

9/30 一般男子 間島直行 31.05.84 川口成徳 31.06.83 正美健 31.29.15 行本尚史 31.51.39 田澤賢 31.55.39 中村大輔 31.56.37 小野沢篤史 32.03.72 仁木史也 32.07.50

10000m1組 流通経済大学 関東学院大学 流通経済大学 流通経済大学 流通経済大学 関東学院大学 流通経済大学 流通経済大学

9/30 一般男子 笹谷甲 30.13.03 笠井大輔 30.15.30 岡賢宏 30.17.81 木暮貞行 30.23.17 内野雅貴 30.23.85 南忍 30.25.17 堀越勝太郎 30.26.93 福永勝彦 30.27.44

10000m2組 日立電線 日立電線 日立電線 小森コーポレーション 小森コーポレーション 小森コーポレーション 小森コーポレーション 小森コーポレーション

9/30 N・ゲディオン 27.28.42 松村拓希 28.55.16 佐藤慎吾 29.18.61 チャールズ・キレギ 29.20.37 実井謙二郎 29.21.00 柴田尚輝 29.33.14 阿久津真倫 29.37.78 城英樹 29.39.17

一般男子 東京：日清食品 東京：日清食品 東京：日清食品 日立電線 東京：日清食品 千葉：JAL・AGS 千葉：JAL・AGS 神奈川：日産自動車

10000m3組 山口航 ⑨29.45.01 岡田拓也 ⑩29.48.98 加藤剛 ⑪29.52.00 西田隆雄 ⑫29.56.76 柳谷昭二 ⑬30.08.69 関川佳男 ⑭30.14.75 添田正美 ⑮30.17.31 高塚和利 ⑯30.23.26

日立電線 小森コーポレーション 小森コーポレーション 千葉：JAL・AGS 神奈川：日産自動車 神奈川：日産自動車 千葉：JAL・AGS 小森コーポレーション

9/30 中学女子 出口園子 10.59.53 木村恵莉佳 11.03.21 根本佳苗 11.14.60 飛岡夏果 11.19.45 鈴木紗彩 11.20.60 宮永美咲 11.28.51 武田詩織 11.38.96 弦巻彩加 11.40.07

3000m 台原中 台原中 太田一高 台原中 常総学院高 八千代一中 台原中 八千代一中

9/30 高校・一般女子 糸川麻衣 10.14.94 菊池理沙 10.14.96 石井幸枝 10.25.82 嶋田恵子 10.37.45 小室沙織 10.43.63 大川紘奈 10.46.75 梅内絵里嘉 10.51.34 鮏川絢 10.52.48

3000m 下妻一高 東海高 日立多賀 美野里クラブ 東海高 常総学院高 常総学院高 下妻一高

１位 ２位 ３位 ４位

１位 ２位 ３位 ４位 ８位５位

５位 ６位 ７位

６位 ７位

８位

時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s
10:00 晴 23.6 67 南南東 0.1
11:00 晴 25.6 60 東北東 0.2
12:00 晴 26.0 59 南南東 1.0
13:00 晴 24.9 67 東南東 0.2
14:00 晴 23.4 72 東北東 2.0
15:00 晴 23.1 74 東南東 1.6
16:00 晴 22.6 79 北東 1.2


