
ト ラ ッ ク 審 判 長 森嶋　良平
跳 躍 審 判 長 横須賀　正治
投 て き 審 判 長 稲田　正人
招 集 所 審 判 長 鈴木　秀夫
記 録 主 任 柴田　克英

日付 種目

北村　拓也 10.62 馬場　友也 10.71 永沼　賢治 10.76 後藤　乃毅 10.83 安孫子　充裕 10.89

広　島・早稲田大 北海道・ＬＡＬＬ　ＡＣ 大　分・早稲田大 大　阪・大阪ガス 山　形・ミズノ

女部田　祐 10.37 草野　誓也 10.47 須田　隼人 10.49 LEATHART　Tim 10.50 中山　大志 10.68 村吉　星児 10.70 欠畑　岳 10.73 荒井　絋輔 10.74

東　京・中央大 千　葉・Team Accel 神奈川・早稲田大 AUS・AUS 鹿児島・筑波大 茨　城・茨城茗友クラブ 岩　手・早稲田大 神奈川・中央大

馬場　和樹 14.08 粟野　祐弥 14.22 齋藤　陽平 14.23 渡邊　和敏 14.26 森田　俊一 14.40

埼　玉・筑波大 山　形・日本体育大 秋　田・筑波大 神奈川・LOW-TECH 東　京・J.VIC

増野　元太 13.63 GR 大室　秀樹 13.72 能登谷　雄太 13.84 田中　新也 13.92 古川　裕太郎 13.95 佐藤　大志 14.08 キニー クリストファー 14.09

北海道・国際武道大 予13.61(+2.0)GR 茨　城・筑波大 東　京・ニューモード 京　都・筑波大 愛　知・小島プレス 東　京・日立化成 茨　城・ゼビオTFC

舘野　哲也 50.93 今関　雄太 52.33 小川　達也 52.76 間處　将太 52.87 赤木　健太郎 53.72

東　京・日立産機システム 千　葉・渋谷幕張高教 東　京・ニューモード 兵　庫・筑波大 兵　庫・日本体育大

尾又　平朗 2m10 高山　豊 2m05 江戸　祥彦 2m05

千　葉・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 群　馬・しきしま倶楽部 北海道・申請中

STARC　Brandon 2m05

AUS・AUS

永田　純也 5m40 ARNOLD　Mike 5m40 近藤　清隆 5m20 榎　将太 5m20 笹瀬　弘樹 5m20 石川 文貴 5m00 堀田　早人 5m00 笹瀬　由樹 4m80

神奈川・横浜市陸協 USA・USA 長　崎・諫早陸協 愛　知・中京大 静　岡・スズキ浜松AC 茨　城・順天堂大 大　阪・中京大 静　岡・国際武道大

菅井　洋平 7m92(+2.8) 嶺村　鴻汰 7m81(+0.7) 志鎌　秀昭 7m60(+1.1) 毛呂　泰紘 7m59(+1.5) 髙政　知也 7m59(+0.6) 城山　正太郎 7m54(+1.0) 松原　瑞貴 7m52(+1.4) 大岩　雄飛 7m47(+0.4)

群　馬・ミズノ 公認7m80(+1.2)GR 長　野・筑波大 GR 茨　城・阿見AC 千　葉・順天堂大 千　葉・順天堂大 北海道・北海道東海大 愛　知・岐阜経済大 東　京・モンテローザ

松下　翔一 15m73(+1.7) 十亀　慎也 15m55(+3.5) 戸村　　柊 15m50(+1.3) 花谷　昴 15m36(+1.1) 越川　大紀 15m10(+1.1) 笠松　諒 14m92(+2.1) 中川　篤志 14m91(+2.5) 佐藤　文哉 14m65(+3.0)

兵　庫・筑波大 愛　媛・一宮グループ 公認15m31(+1.2) 千　葉・順天堂大 東　京・ニューモード 千　葉・順大OB･OGｸﾗﾌﾞ 東　京・ニューモード 公認14m82(+1.5) 東　京・ニューモード 公認14m53(+1.4) 大　阪・法政大 公認記録なし

山田　壮太郎 16m42 鈴木　孝尚 16m33 吉田　孝博 15m81 キアラシ　ダナ 14m79

兵　庫・西宮市陸協 和歌山・ＯＫＵＷＡ 茨　城・茨城茗友クラブ 東　京・慶応義塾大

BREEN　Melissa 11.48 WHITTAKER　Ashleigh 11.51 TURNER　Laura 11.83 市川　華菜 11.88 和田　麻希 12.04 福嶋　美緒 12.13 二宮　茜 12.38

AUS・AUS GR AUS・AUS GR AUS・AUS 愛　知・ミズノ 京　都・ミズノ 埼　玉・東京女子体育大 愛　媛・筑波大

青木　益未 13.58 清山　ちさと 13.83 上田　美鈴 14.05 大橋　優美子 14.09 福部　真子 14.14 杉山　玲菜 14.69

岡　山・環太平洋大 宮　崎・筑波大 福　井・筑波大 千　葉・千葉商大付属教AC 広　島・日本体育大 静　岡・東京女子体育大

仲田　愛 4m00 住石　智子 3m80 今野　美穂 3m80 蕪野　亜紀 3m70 小田嶋　怜美 3m40

茨　城・茨城茗友クラ GR 千　葉・新日鐵住金君津 埼　玉・トーエル 千　葉・清和大 千　葉・清和大

笠原　英美璃 3m40

埼　玉・清和大

平加　有梨奈 6m05(+1.0) 山田　優 5m84(+1.5) 剣持　早紀 5m68(+1.0) 鈴木　美菜子 5m53(+0.4) 竹原　史恵 5m32(+1.0) 染谷　千夏(1) 5m00(+1.0)

北海道・北海道ﾊｲﾃｸAC 埼　玉・筑波大 山　梨・筑波大 岩　手・筑波大 茨　城・長谷川体育施設 茨　城・取手聖徳女高

凡例  GR:大会記録

5位 6位

5月6日
男子100m B

風：+1.6

5月6日
男子100m A

風：+0.9

7位 8位1位 2位 3位 4位

5月6日 男子走高跳

5月6日
男子400mH

(0.914m)

5月6日
男子110mH B

(1.067m)風：+1.6

5月6日
男子110mH A

(1.067m)風：+0.9

5月6日
女子100m
風：+0.8

5月6日
男子砲丸投
(7.260kg)

5月6日 男子棒高跳

5月6日 男子走幅跳

5月6日 男子三段跳

5月6日 女子走幅跳

5月6日 女子棒高跳

5月6日
女子100mH

(0.838m)風：+1.2

2014水戸招待陸上 兼 水戸市陸上競技大会

期日：2014年5月6日（火）
会場：ケーズデンキスタジアム水戸

主催：水戸市陸上競技協会・茨城陸上競技協会・（公財）水戸市スポーツ振興協会

共催：水戸市・水戸市教育委員会

後援：水戸市体育協会・水戸市小学校体育連盟・水戸市中学校体育連盟・茨城新聞社

協賛：ミズノ株式会社

コンディション情報

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2014/05/06 09:30 曇 12.0 88.0 東北東 2.8
10:00 曇 12.0 88.0 東北東 2.6
11:00 曇 12.5 76.0 東北東 5.3
12:00 曇 12.5 70.0 東北東 2.3
13:00 曇 13.5 66.0 北東 2.7
14:00 曇 14.0 67.0 北東 2.2
15:00 曇 13.5 66.0 北東 2.1
16:00 曇 14.0 75.0 東 2.3
17:00 晴 14.0 57.0 北東 2.5


