
決勝記録一覧表
平成１９年度定時制通信制体育大会
主催：茨城県高体連陸上競技専門部 気象状況（曇・25.0℃） 水戸市立競技場

種目
100m 森     隆輝 12.77 小林　大祐 12.91 米川　　　満 13.00 萩谷　一茂 13.00 萩野谷　大地 13.15 大橋　貴文 13.23 白川　直樹 13.84
+3.6 水南定 石岡一 水戸農 水戸農 太田一 鹿島灘 水南定
200m 茅根　　淳 26.93 白川　直樹 27.86
+1.1 水南定 水南定

茅根　　淳 68.77 萩谷　一茂 78.94
水南定 水戸農
矢田　哲也 2.29.38 大武　　　穣 3.05.14 村上　和明 3.32.06
水戸農 太田一 水南定
中村龍之介 5.27.68 村上　和明 5.35.49 下田　大樹 5.57.75
古河一 水南定 日立一
横田　光晴 18.55.42 狩野　勇太 21.37.71 荒木　　翔 21.44.57 佐藤　祐樹 23.43.07 千野　　　功 26.18.57 石井　　　司 29.29.90
水南定 太田一 翔洋学 古河一 古河一 水戸農

400mH （出場なし）
2000mSC （出場なし）

水南定 52.55 水戸農 53.55 太田一 56.25
茅根　　淳 萩谷　一茂 大竹   　穣
塩崎　一生 矢田　哲也 萩野谷　大地
白川　直樹 岩崎　　拓也 鈴木　義也
森     隆輝 米川　　　満 狩野　勇太

4X400mR （出場なし）
茅場　雄三 1m65 ｱﾛｲｼﾞｵﾆﾛ･ｱﾙｰﾄﾞﾈﾄ 1m55 川又　伸治 1m55 田島　恵太 1m50
翔洋学 下館一 下館一 翔洋学
大林　正俊 5m46+0.9 森     隆輝 5m28+3.1 小林　大祐 4m95+2.0 成川　夏紀 4m55+3.3 ｱﾗｶﾞｵ･ﾋﾙ･ﾏｳﾘｼｵ 4m48+0.9
古河一 水南定 4m37+1.7 石岡一 土浦一 4m34+1.5 石岡一
萩野谷　大地 10m08+1.7 鈴木　義也 9m11+2.6
太田一 太田一 8m63+0.6

砲丸投 濱野　圭市 10m98 齋藤　雄也 10m90 吉成　清孝 8m10 内藤　理貴 8m06 松本　孝介 7m88 ｱﾛｲｼﾞｵﾆﾛ･ｱﾙｰﾄﾞﾈﾄ 7m86 箱守　大輔 6m76
(6.0kg) 水南定 鹿島灘 翔洋学 翔洋学 水南定 下館一 下館一
円盤投 大内　隆志 25m93 濱野　圭市 22m79 渡邊　裕二　 20m72 箱守　大輔 16m02 松本　孝介 15m67
(1.5kg） 太田一 水南定 下館一 下館一 水南定

総合得点 水戸南定 92点 太田一 47点 水戸農 36点 翔洋学園 30点 下館一 29点 古河一 25点 石岡一 17点 鹿島灘 10点

種目
100m 小糸　　　愛 14.79 額賀　　愛美 15.23 田中　仁美 15.49 三浦　百合子 15.95 根本　亜由美 16.07 和田　千絵 16.12 塚原　　湖雪 17.00
+1.7 水南定 鹿島灘 水戸農 石岡一 石岡一 翔洋学 石岡一
200m 王　　秋陽 31.61 中村　由美 34.53 笹山　芳子 35.93
+2.6 鹿島灘 鹿島灘 水戸農

高橋　理紗 1.42.87
水南定
高橋　　理紗 2.50.14 宮原　　照美 3.18.78 佐川　春香　 3.57.58
水南定 鹿島灘 日立一
松葉　絵美子 13.18.36 小糸　　　愛 14.59.07 中村　祐美 15.09.46 佐川　春香　 21.38.36
翔洋学 水南定 翔洋学 日立一

100mH 関　　あづさ 22.86 保坂　雅織 33.25
+0.9 水南定 下館一

水南定 63.47
小糸　　　愛
八幡菜津美
高橋　理紗
関　　あづさ

走高跳 （出場なし）
田中　　仁美 3m87+2.2 笹　　　未咲 3m59+2.2 須貝　　由紀 3m33+2.1
水戸農 3m80+1.9 土浦一 石岡一 3m19+1.6

砲丸投 八幡菜津美 8m10 今井　　弥香 7m14 東山　　理恵 6m78 坂本　　莉奈 6m53 松田　　　唯 5m16
(4.0kg) 水南定 鹿島灘 日立一 翔洋学 太田一
円盤投 八幡菜津美 25m34 笹　　　未咲 16m70 東山　　理恵 12m59
(1.0kg) 水南定 土浦一 日立一

総合得点 水戸南定 62点 鹿島灘 36点 日立一 23点 翔洋学園 22点 水戸農 20点 石岡一 17点 土浦一 14点 下館一 8点
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