
ト ラ ッ ク 審 判 長 森嶋　良平
跳 躍 審 判 長 鈴木　喜雄
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

會田　逞(1) 9.36 瀬口　渉(1) 9.56 飯村　大和(3) 9.63 小圷　陽士(1) 9.90 大塚　逸生(1) 9.93 大越　優真(1) 9.99 ?倉　悠太(1) 10.04 小澤　悠輝(1) 10.12

茨　城・浜田小 茨　城・いなしきAIｸ 茨　城・五箇小 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・土浦小 茨　城・美野里クラブ 茨　城・青葉小 茨　城・稲荷一小

矢渡　蓮(2) 9.00 谷津　勇月(2) 9.22 中嶋　拓海(2) 9.24 川澄　修也(2) 9.25 木村　祐介(2) 9.27 村田　快斗(2) 9.30 小口　未来斗(2) 9.38

茨　城・梅が丘小 茨　城・所属不明 茨　城・青葉小 茨　城・所属不明 茨　城・山方小 茨　城・青葉小 茨　城・青葉小

萩谷　大和(2) 9.24

茨　城・青葉小

大高　拓磨(3) 8.03 池嶋　修平(3) 8.08 桂木　千慈(3) 8.16 小林　将人(3) 8.24 田部　光翼(3) 8.38 丹田　祐貴(3) 8.52 鈴木　彰悟(3) 8.59 高橋　大地(3) 8.62

茨　城・古河中央小 茨　城・さかえ陸上ク 茨　城・三村小 茨　城・青葉小 茨　城・大戸小 茨　城・二宮小 茨　城・青葉小 茨　城・水戸市スポ少

鈴木　拓実(4) 15.14(0.0) 徳守　央駕(4) 15.60(-0.4) 倉本　結太(4) 15.74(+1.2) 荒井　瑞祈(4) 15.83(+1.8) 西内　創太郎(4) 15.95(+1.8) 浅倉　伶音(4) 15.97(+1.2) 吉田　光太郎(4) 16.17(+1.8)

千　葉・小見川陸上ク 茨　城・結城市陸上競技部 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・文間小 茨　城・千波小 千　葉・小見川陸上ク 茨　城・水戸市スポ少

小林　悉　(4) 16.17(+1.8)

茨　城・さかえ陸上ク

新井　寬康(5) 14.74(+1.0) 佐久間　翔汰(5) 14.90(+2.7) 近藤 大宙(5) 15.44(+2.7) 大渕　信太朗(5) 15.53(+1.0) 鈴木　優太郎(5) 15.66(+1.0) 髙　理聡(5) 15.72(+0.2) 福井　俊生(5) 15.95(+2.7) 細根 駿輔(5) 15.99(+1.0)

茨　城・浜田小 茨　城・梅が丘小 茨　城・いなしきAIｸ 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・常磐小 茨　城・聖徳陸上教室 茨　城・常磐小 茨　城・いなしきAIｸ

池嶋　公清(6) 13.58(-0.3) 篠原　健心(6) 13.86(+1.6) 田山　敢大(6) 13.96(-0.3) 金崎　拓磨(6) 14.04(-0.3) 高木　怜利(6) 14.05(-0.3) 浅倉　聡太(6) 14.30(-1.0) 篠塚　浩斗(6) 14.41(+1.6) 谷中　義東(6) 14.68(-1.0)

茨　城・さかえ陸上ク 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・美野里クラブ 茨　城・結城市陸上競技部 茨　城・水戸市スポ少 千　葉・小見川陸上ク 千　葉・小見川陸上ク 茨　城・水戸市スポ少

大関　風馬(5) 3:13.01 岩田　一冴(5) 3:16.44 久家　悠杜(5) 3:29.18 岡野　智也(5) 3:30.40 木村　駿人(5) 3:38.86 永野 遥海(5) 3:40.91 髙橋　悠(5) 3:41.09 奥谷　春希(5) 3:41.23

茨　城・TFテコンドーｸ 千　葉・小見川陸上ク 茨　城・柿岡小 千　葉・小見川陸上ク 茨　城・見川小 茨　城・いなしきAIｸ 茨　城・笠原小 茨　城・青葉小

篠原　悠(6) 3:01.98 湯田　一颯(6) 3:20.23 小林　剛士(6) 3:20.90 若井　快樹(6) 3:25.90 小野寺　誠(6) 3:29.11 野口 怜桜(6) 3:36.42 菊地　悠(6) 3:42.49 中川　遥登(6) 3:44.39

千　葉・小見川陸上ク 茨　城・ときわクラブ 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・千波小 茨　城・いなしきAIｸ 千　葉・小見川陸上ク 茨　城・水戸市スポ少

水戸市スポ少・茨　城 56.21 小見川陸上ク・千　葉 59.52 いなしきAIクB・茨　城 1:05.15 常磐小・茨　城 1:08.11 青葉小Ａ・茨　城 1:10.11

谷中　義東(6) 浅倉　聡太(6) 宮本 凌(6) 小里　和輝(5) 宮田　龍虎(6)

篠原　健心(6) 篠塚　浩斗(6) 細根 駿輔(5) 鈴木　優太郎(5) 緑川　和也(6)

中澤　勇人(6) 岩田　一冴(5) 中泉 頼生(6) ｸﾞｽﾏﾝ瑠偉(5) 園田　竜也(6)

高木　怜利(6) 菊地　悠(6) 松田 太一(5) 小薗江　祐来(5) 加藤岡　優太(6)

前田　海月(3) 11.43 塚越　大地(3) 11.83 麻生　航平(2) 12.10 伊早坂　凌士(2) 12.11 鈴木　勇輝(3) 12.11 佐々木　唯翔(3) 12.17 園部　廉(3) 12.37 柏　龍(2) 12.47

茨　城・ときわクラブ 茨　城・友部中 茨　城・緑岡中 茨　城・友部中 福　島・平三中 茨　城・緑岡中 茨　城・友部中 茨　城・友部中

佐藤　修斗(2) 12.36 富永　翼(2) 12.40 大和田　佳生(3) 12.44 猪狩　周太郎(3) 12.48 七字　修司(2) 12.52 佐々木　丈(1) 12.53 鈴木　翔(2) 12.92

茨　城・友部中 茨　城・ときわクラブ 福　島・平三中 福　島・平三中 茨　城・赤塚中 茨　城・友部中 茨　城・水戸三中

原　優太(3) 4:32.43 茂木　拓実(3) 4:34.40 三輪 嶺勇(3) 4:38.85 沼田　良太(1) 4:38.86 遠藤　洋平(2) 4:39.52 岡野　史弥(1) 4:41.03 栗山　樹希(1) 4:44.79 土井　爽詩(2) 4:47.19

茨　城・土浦三中 茨　城・緑岡中 茨　城・いなしきAIｸ 茨　城・ＭＡＣ 茨　城・緑岡中 千　葉・小見川陸上ク 千　葉・小見川陸上ク 茨　城・水戸三中

友部中・茨　城 46.86 平三中・福　島 48.25

柏　龍(2) 大和田　佳生(3)

伊早坂　凌士(2) 鈴木　勇輝(3)

園部　廉(3) 猪狩　周太郎(3)

塚越　大地(3) 橋本　葵(2)

小池　友輝(2) 1m55 鈴木　大成(1) 1m15

茨　城・水戸三中 茨　城・水戸三中

熊谷　龍魁(2) 6m49 皆川　怜土(2) 4m45

茨　城・赤塚中 茨　城・赤塚中

五十嵐　伶音(1) 11.17 土田　栄二(1) 11.24 青柳　光裕 11.31 前野　大河(2) 11.37 七字　正聡(3) 11.55 池田　啓悟(1) 11.62 稲垣　毅虎(1) 11.84

茨　城・水戸商業高 茨　城・流通経済大 茨　城・茨城陸協 茨　城・水戸工業高 茨　城・水戸工業高 茨　城・水戸商業高 茨　城・水戸工業高

松本　晃道(1) 11.75 仲田　将人(3) 11.93 木村　雄河(3) 12.00 笠原　明(1) 12.20 江口　颯真(1) 12.45 八島　進也 12.46 塩谷　智大(1) 12.64

茨　城・水戸工業高 茨　城・水戸葵陵高 茨　城・水戸葵陵高 茨　城・水戸工業高 茨　城・水戸葵陵高 茨　城・水戸市陸協 茨　城・水戸葵陵高

赤津　邦紀 51.42 杉原 宏明 55.07 小野瀬　涼太(2) 55.32 石田　祐一 58.35 入江　明花(1) 58.83 小林　正毅(2) 1:03.08

茨　城・ＦＯＲＺＡ 茨　城・いなしきAIｸ 茨　城・緑岡高 栃　木・VAXX　AC 茨　城・緑岡高 茨　城・水戸聾

水戸商業高・茨　城 43.50 ＦＯＲＺＡ・茨　城 43.54 水戸工業高Ａ・茨　城 44.36 水戸桜ノ牧高Ａ・茨　 44.48 水戸桜ノ牧高Ｂ・茨　 44.76 水戸工業高Ｂ・茨　城 44.83 水戸工業高Ｃ・茨　城 45.20

鯉沼　享輔(2) 山崎　貴大 七字　正聡(3) 江幡　侑士(3) 大内　陽介(2) 関根　宏太(2) 笠原　明(1)

五十嵐　伶音(1) 赤津　邦紀 山本　晃平(3) 菊地　純輝(3) 中島　啓喜(2) 益子　史也(2) 松本　晃道(1)

鈴木　祐成(1) 山川　隆 菊池　恒輝(3) 鈴木　大河(3) 高橋　椋(1) 上田　優希(2) 江連　俊哉(1)

池田　啓悟(1) 埜口　篤 木村　大河(3) 後藤　睦貴(3) 本田　大輝(1) 前野　大河(2) 稲垣　毅虎(1)

宮本　竜治(1) 1m70 福森　光太(3) 1m55 尾形　亮祐(2) 1m50 小沼　拓海(2) 1m40

茨　城・緑岡高 茨　城・水戸商業高 茨　城・水戸商業高 茨　城・水戸商業高

大賀　翔(2) 11m36 深作　海斗(3) 9m83 鈴木　理太(2) 9m69 於曽能　啓太(3) 9m68 齋藤　波輝(2) 9m04 芦間　勇希(3) 6m98

茨　城・水戸葵陵高 茨　城・水戸商業高 茨　城・緑岡高 茨　城・水戸商業高 茨　城・水戸葵陵高 茨　城・水戸商業高

5位 6位 7位 8位

5月31日
中学男子100mB

風：-0.3

5月31日
中学男子100mA

風：+0.2

1位 2位 3位 4位

5月31日 高校一般男子400m

5月31日 小学男子4年100m

5月31日
高校一般男子100mB

風：-0.9

5月31日
高校一般男子100mA

風：-0.6

5月31日 小学男子6年1000m

5月31日 中学男子1500m

5月31日 小学男子5年100m

5月31日 小学男子6年100m

5月31日 小学男子1年50m

5月31日
中学男子砲丸投

(5.000kg)

5月31日 高校一般男子走高跳

5月31日 小学男子4×100mR

5月31日 中学男子4×100mR

5月31日 小学男子2年50m

5月31日 小学男子3年50m

5月31日
高校男子砲丸投

(6.000kg)

5月31日 中学男子走高跳

5月31日 小学男子5年1000m

5月31日 高校男子4×100mR

水戸市陸上競技大会
期日：2015年5月30日（土）～31日（日）
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
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日付 種目 5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

水戸市陸上競技大会
期日：2015年5月30日（土）～31日（日）
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

諸川　愛莉(1) 9.72 木村　玲奈(1) 10.01 小久保　彩香(1) 10.17 横倉　つぼみ(1) 10.21 高根澤　那奈(1) 10.67 皆藤　夏海(1) 10.70 鬼澤　くるみ(1) 10.76 木村　怜依奈(1) 10.96

茨　城・青葉小 茨　城・見川小 茨　城・浜田小 茨　城・納場小 茨　城・青葉小 茨　城・青葉小 茨　城・青葉小 茨　城・浜田小

八島愛美(2) 9.05 青木　日菜(2) 9.25 関　杏奈(2) 9.37 竹下　梓(2) 9.39 山中　咲(2) 9.46 杉山　莉子(2) 9.48 平松　萌亜奈(2) 9.56 小林　友香(2) 9.61

茨　城・千波小 茨　城・上中妻小 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・青葉小 茨　城・小川小 茨　城・所属不明 茨　城・千波小 茨　城・稲荷一小

江橋　央菜(3) 8.74 横山　愛(3) 8.75 大渕　蒼依(3) 8.96 宮地　綾乃(3) 8.97 奥谷　咲希(3) 8.98 會澤　紅緒(3) 9.04 畑山　美空(3) 9.05 小野寺　梓(3) 9.06

茨　城・水戸市スポ少 茨　城・梅が丘小 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・笠原小 茨　城・青葉小 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・吉沢小 茨　城・千波小

宇佐美　乃彩(4) 15.63(+2.2) 杉山　奈子(4) 15.86(+2.2) 伊師　寧々(4) 15.87(+1.0) 會田　瑠夏(4) 16.11(+1.0) 小松崎　心留(4) 16.39(+2.2) 大和田　果歩(4) 16.70(+1.0) 木村　奈央(4) 16.75(+1.0) 大越　優衣(4) 16.90(+2.2)

茨　城・笠原小 茨　城・所属不明 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・浜田小 茨　城・青葉小 茨　城・美野里クラブ 茨　城・山方小 茨　城・美野里クラブ

栗林　芽生(5) 14.91(+3.0) 幅　円花(5) 15.54(-0.8) 藤崎　穂香(5) 15.55(+3.0) 木村　知世(5) 15.84(+3.1) 森田 由良(5) 15.88(+3.1) 矢内　杏花(5) 15.94(+3.0) 渡辺　凜(5) 15.95(+3.1) 西原　彩夏(5) 16.04(-0.8)

茨　城・水戸市スポ少 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・美野里クラブ 茨　城・山方小 茨　城・いなしきAIｸ 茨　城・浜田小 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・浜田小

高柳　あかり(6) 13.78(+2.4) 徳守　侑芽(6) 13.81(+0.5) 藤枝　杏友(6) 13.82(+0.9) 篠原　陽菜(6) 14.31(+0.5) 八島望愛(6) 14.34(+2.4) 内田　七海(6) 14.45(+0.5) 増田　優麻(6) 14.48(+1.9) 広瀬 愛(6) 14.73(+0.5)

茨　城・水戸市スポ少 茨　城・結城市陸上競技部 茨　城・わいわいｽﾎﾟｰﾂ石岡 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・千波小 茨　城・水戸市スポ少 千　葉・小見川陸上ク 茨　城・いなしきAIｸ

安藤　悠乃(5) 3:24.62 岡田　すみれ(5) 3:27.97 石毛　友彩(5) 3:32.95 小神野　晴菜(5) 3:41.68 吉野　綸(5) 3:48.00 生井沢　優奈(5) 3:48.23 今村　珠菜(5) 3:48.33 飯島　彩(5) 3:49.30

千　葉・小見川陸上ク 茨　城・聖徳陸上教室 千　葉・小見川陸上ク 千　葉・小見川陸上ク 千　葉・小見川陸上ク 茨　城・新宮小 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・美野里クラブ

川添　日菜(6) 3:21.59 関根　愛莉(6) 3:24.28 中川　柚香(6) 3:26.34 大和田　朋花(6) 3:30.86 内山　さくら(6) 3:34.14 鹿志村　しいな(6) 3:36.96 岩田　真綾(6) 3:37.02 藤﨑　もえ(6) 3:41.27

千　葉・小見川陸上ク 茨　城・ときわクラブ 茨　城・稲小 茨　城・美野里クラブ 茨　城・水戸市スポ少 茨　城・水戸市スポ少 千　葉・小見川陸上ク 千　葉・小見川陸上ク

水戸市スポ少Ａ・茨　 58.48 水戸市スポ少Ｂ・茨　 59.59 小見川陸上ク・千　葉 1:00.23 いなしきAIクA・茨　城 1:00.30 美野里クラブ・茨　城 1:00.62 いなしきAIクB・茨　城 1:03.20 青葉小・茨　城 1:07.13

井川　麻夏(6) 幅　円花(5) 青柳　紫穂音(6) 髙須 琴心(6) 藤崎　穂香(5) 森田 由良(5) 佐久間　千寛(5)

内田　七海(6) 鹿志村　しいな(6) 増田　優麻(6) 坂本 芽依(6) 大和田　朋花(6) 岡澤 佑衣(6) 清水菜々美(5)

栗林　芽生(5) 内山　さくら(6) 伊藤　聖姫(6) 関川 紗愛(6) 山形　柚月奈(6) 正能 怜那(6) 原　杏奈(6)

高柳　あかり(6) 篠原　陽菜(6) 齊藤　阿子(6) 広瀬 愛(6) 戸田　笑華(6) 茂木 花歩(6) 鬼澤　萌那(6)

奥山　彩夏(3) 13.43 八島　希美(1) 13.58 海老澤　莉緒(2) 13.58 田口　真尋(3) 13.91 菊池　薫(2) 13.92 根本　まなか(2) 13.98 中山　樹映(2) 14.01 高　理緒(2) 14.14

茨　城・緑岡中 茨　城・千波中 茨　城・友部中 茨　城・緑岡中 茨　城・赤塚中 茨　城・緑岡中 茨　城・友部中 茨　城・取手聖徳女子中

石川　怜奈(2) 14.13 水澤　一暢(2) 14.24 依田　心優(1) 14.25 和田　百華(2) 14.37 関　華那(1) 14.45 田畑　歩純(2) 14.56 山口　真凜(2) 14.75 佐々木　花音(1) 15.14

茨　城・水戸三中 茨　城・友部中 茨　城・ＭＡＣ 茨　城・緑岡中 茨　城・ときわクラブ 茨　城・赤塚中 茨　城・友部中 茨　城・緑岡中

加藤　花梨(1) 2:22.82 髙橋　実里(1) 2:23.32 秋谷　慶都(3) 2:27.73 喜古　響(2) 2:28.95 中西　真衣(3) 2:30.65 中庭　智美(2) 2:31.97 髙橋　千里(2) 2:32.93 柳町 美来(3) 2:36.55

茨　城・取手聖徳女子中 茨　城・ときわクラブ 福　島・平三中 茨　城・茨城キリスト中 茨　城・竹園東中 茨　城・友部中 茨　城・ときわクラブ 茨　城・いなしきAIｸ

緑岡中・茨　城 54.44 友部中・茨　城 54.98

根本　まなか(2) 水澤　一暢(2)

田口　真尋(3) 中山　樹映(2)

和田　百華(2) 山口　真凜(2)

奥山　彩夏(3) 海老澤　莉緒(2)

飯沼 裕美(3) 13m20 美野輪　由貴(3) 10m12 片岡　あかね(2) 8m15 富田　芽衣(2) 8m09 小嶋　汐里(2) 7m10

茨　城・いなしきAIｸ 茨　城・緑岡中 茨　城・水戸三中 茨　城・友部中 茨　城・緑岡中

道川　真衣 13.08 飯島　真帆(1) 13.33 塚田  夕稀美(2) 14.30

茨　城・水戸市陸協 茨　城・取手聖徳女子高 茨　城・取手聖徳女子高

上江州　優花(1) 1:10.19

茨　城・取手聖徳女子高

水戸商業高・茨　城 51.17 水戸桜ノ牧高・茨　城 53.41

舛田　美咲(2) 中村　理紗(3)

湯川　千晶(3) 圷　梨沙(1)

飯島　瑞稀(3) 冨田　智咲(1)

大内　亜美(2) 青木　萌果(2)

軽部　春菜(1) 1m40

茨　城・取手聖徳女子高

関野　明日香(2) 6m62

茨　城・水戸聾

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

5月31日 小学女子4年100m

5月31日 小学女子5年100m

5月31日
中学女子100mB

風：+1.2

5月31日
中学女子100mA

風：-0.5

5月31日 小学女子5年1000m

5月31日 小学女子6年1000m

5月31日 小学女子6年100m

5月31日 小学女子4×100mR

5月31日 中学女子4×100mR

5月31日 高校一般女子400m

5月31日 中学女子800m

5月31日
中学女子砲丸投

(2.721kg)

5月31日
高校一般女子砲丸投

(4.000kg)

5月31日 高校女子4×100mR

5月31日 高校一般女子走高跳

5月31日
高校一般女子100m

風：+1.9

5月31日 小学女子1年50m

5月31日 小学女子2年50m

5月31日 小学女子3年50m


