
決勝記録一覧表（男子） ト ラ ッ ク 審 判 長 廣瀬　貴紀

跳 躍 審 判 長 藤澤　秀行

２０１６年５月１９日（木）～２２日(日） 投 て き 審 判 長 稲田　正人

混 成 審 判 長 林　幸生

平成２８年度茨城県高等学校陸上競技対校選手権大会（16081001） 競 歩 審 判 長 森島　良平

主催：茨城県・茨城県教育委員会・（公財）茨城県体育協会 競 走 審 判 長 下河辺　昭二

　　　（一財）茨城陸上競技協会・茨城県高等学校体育連盟陸上競技専門部 招 集 所 審 判 長 木谷　僚

会場：笠松運動公園陸上競技場（081010） 記 録 主 任 柴田　克英

日付 種目

染谷　佳大(3) 10.61 五十嵐　伶音(2) 10.69 土田　武志(2) 10.72 根本　怜弥(2) 10.84 山崎　久徳(3) 10.84 勝山　桂多(3) 10.88 和田　有生(3) 11.03 藤武　直樹(3) 11.05
つくば秀英 水戸商 土浦湖北 日立工 土浦日大 水戸一 水城 水戸一
染谷　佳大(3) 21.31 根本　怜弥(2) 21.62 五十嵐　伶音(2) 21.62 土田　武志(2) 21.72 勝山　桂多(3) 21.93 沢山　匠(3) 21.96 野崎　俊伍(2) 22.06 大森　颯(3) 22.56
つくば秀英 日立工 水戸商 土浦湖北 水戸一 太田一 つくば秀英 土浦湖北
会田　拓海(3) 48.48 野崎　俊伍(2) 48.58 浦　和也(3) 48.91 會田　智也(2) 49.88 川島　滉平(3) 50.19 岡田　義樹(3) 50.63 松本　侑哉(3) 51.02 沢山　匠(3) 1:22.03
土浦湖北 つくば秀英 茨城キリスト つくば秀英 茨城 竹園 茨城キリスト 太田一
潮田　航大(3) 1:54.71 木村　佑(3) 1:55.02 高谷　正義(3) 1:55.74 黒須　航平(3) 1:56.92 松岡　大河(3) 1:57.42 弓場　将行(1) 1:59.02 大窪　歩夢(2) 2:02.64 平井　健仁(3) 2:05.43
鹿島 水戸一 土浦湖北 鹿島学園 並木中等 霞ヶ浦 日立工 東洋大牛久
潮田　航大(3) 4:04.20 湯原　慶吾(2) 4:04.34 中島　哲平(3) 4:05.08 木村　佑(3) 4:06.08 小林　竜也(1) 4:06.17 福島　正訓(2) 4:08.40 中島　捷吾(3) 4:12.02 菊地　嶺太(3) 4:13.38
鹿島 水戸工 水城 水戸一 水城 水城 土浦日大中等 日立工
湯原　慶吾(2) 14:43.61 片根　洋平(2) 14:47.85 大内　一輝(3) 14:57.84 三宅　優太(3) 14:59.81 杉崎　翼(3) 15:08.66 福島　正訓(2) 15:21.72 大塚　悠斗(3) 15:28.57 菊地　嶺太(3) 15:29.72
水戸工 水城 日立工 東洋大牛久 東洋大牛久 水城 鉾田一 日立工
庄司　圭汰(3) 14.98 大森　俊秋(3) 15.29 大谷　直人(2) 15.72 入江　明花(2) 15.74 世良田　基暉(2) 15.74 大平　拓実(2) 15.75 髙木　海渡(2) 16.05
霞ヶ浦 石岡二 霞ヶ浦 緑岡 東洋大牛久 竜ヶ崎一 鉾田一
小野　浩介(3) 54.19 庄司　圭汰(3) 55.13 松本　侑哉(3) 55.93 谷平　烈偲(2) 57.69 入江　明花(2) 57.89 世良田　基暉(2) 58.26 高橋　竜成(1) 58.67 川井　英司(3) 1:08.74
日立工 霞ヶ浦 茨城キリスト 太田一 緑岡 東洋大牛久 つくば秀英 土浦三
加藤　大輔(2) 9:16.64 大塚　史也(3) 9:24.94 綿引　大樹(3) 9:30.16 佐久間　葵(3) 9:31.48 鈴木　聖人(2) 9:32.85 島田　敦史(3) 9:37.40 佐藤　幸裕(3) 9:42.30 大窪　晃河(3) 9:56.32
日立工 東洋大牛久 日立工 緑岡 水城 緑岡 水戸工 日立工
鈴木　勝治(3) 20:57.43 石塚　大輝(3) 22:52.87 飯田　昇己(3) 23:15.30 清水　雅矢(2) 23:52.24 髙野　陽平(2) 23:55.23 橋本　真生(2) 24:01.91 吉村　魁斗(2) 24:13.10 東ヶ崎　守(3) 24:20.83
多賀 GR 水海道一 緑岡 伊奈 下妻一 水海道一 伊奈 土浦湖北
土浦湖北 41.99 つくば秀英 42.18 水戸一 42.39 水戸商 42.48 太田一 42.84 土浦日大 43.26 茨城キリスト 43.33 東洋大牛久 43.51
大森　颯(3) 會田　智也(2) 松本　隆臣(2) 鈴木　祐成(2) 川野邊　豊(3) 関根　啓(1) 鈴木　将太(2) 佐々木　翔太(3)
土田　武志(2) 野崎　俊伍(2) 勝山　桂多(3) 五十嵐　伶音(2) 沢山　匠(3) 山崎　久徳(3) 佐々木　幹太(2) 塚原　諒(1)
会田　拓海(3) 松浦　功明(1) 坂本　和也(3) 鯉沼　享輔(3) 皆川　龍仁(3) 早川　大介(2) 根本　翼(3) 岩田　翔磨(2)
吉田　光佑(2) 染谷　佳大(3) 藤武　直樹(3) 沼尻　義広(3) 清水　大輔(2) 仲田　高明(2) 山田　拓海(3) 大久保　啓吾(3)
つくば秀英 3:18.51 土浦湖北 3:19.36 水戸一 3:22.12 水城 3:22.44 竹園 3:22.52 茨城キリスト 3:22.95 江戸川学園取手 3:23.86 鉾田一 3:24.64
染谷　佳大(3) 土屋　友希(2) 宇野　陽太(3) 和田　有生(3) 川島　啓(3) 佐々木　幹太(2) 大山　大輝(3) 鬼澤　優太(3)
野崎　俊伍(2) 会田　拓海(3) 藤武　直樹(3) 北郷　真生(3) 岡田　義樹(3) 沓澤　孝介(2) 春山　尚志(3) 山口　蒼太(3)
林　晃生(1) 大森　颯(3) 勝山　桂多(3) 加藤　流佳(3) 姫田　幸毅(2) 椎名　雄輝(2) 西村　有平(3) 堀越　宥冶(3)
會田　智也(2) 片岡　輝(2) 木村　佑(3) 細谷　海斗(2) 金岡　伸浩(3) 松本　侑哉(3) 河合　祐樹(3) 谷口　凌太(2)
鬼沢　晃太朗(3) 1m97 石井　和希(2) 1m97 龍頭　一生(2) 1m88 後藤　杜和(2) 1m88 ⑤冨田　直也(1) 1m85 ⑤亀崎　晃輝(1) 1m85 鴨志田　直紀(1) 1m85 戸祭　雄太(3) 1m80
鉾田一 霞ヶ浦 水戸桜ノ牧 水戸工 水戸啓明 伊奈 水戸商 多賀
五十嵐　祐樹(3) 4m40 中山　碧(3) 4m20 上田　優希(3) 4m00 佐藤　豪人(2) 4m00 清水　一希(2) 3m90 岡崎　仁渡(1) 3m70 浅野　颯太(2) 3m70 石川　一輝(1) 3m50
境 古河一 水戸工 水城 水戸桜ノ牧 水戸工 境 古河中等
和田　有生(3) 7m15(+2.8) 山本　航輝(3) 6m79(+1.1) 石崎　浩太郎(3) 6m79(+3.4) 江連　俊哉(2) 6m79(+0.1) 島村　和惟(1) 6m75(+2.0) 椎名　雄輝(2) 6m71(+3.7) 長嶋　龍成(2) 6m54(+4.2) 山田　拓海(3) 6m51(+1.8)
水城 *F6 下館工 鉾田一 公認記録なし 水戸工 古河中等 茨城キリスト *F4 水戸工 *F3 茨城キリスト

公認6m97(+1.9) 公認6m59(-0.4) 公認6m49(+1.6)

椎名　雄輝(2) 13m62(+1.7) 伊藤　大悟(3) 13m51(+0.5) 江連　俊哉(2) 13m39(+2.1) 益子　史也(3) 13m28(+2.0) 長嶋　龍成(2) 13m27(+0.8) 野﨑　裕太(2) 13m14(+0.6) 後藤　拓巳(2) 13m12(+1.4) 石崎　浩太郎(3) 13m02(+0.3)
茨城キリスト つくば秀英 水戸工 *F3 水戸工 水戸工 水城 伊奈 鉾田一

公認13m19(+1.7)

齋藤　幸輝(3) 13m75 小磯　宏河(3) 13m67 大賀　翔(3) 13m53 橋本　昇悟(1) 13m29 作山　諒(3) 13m02 佐藤　綾騎(3) 12m74 海老澤　武尊(3) 11m48 大内　智喬(1) 11m43
総和工 土浦湖北 水戸葵陵 茨城 日立工 水戸工 土浦湖北 日立北
畑　知博(3) 48m39 高橋　史門(3) 46m14 瀬谷　涼太(3) 43m69 浅野　大樹(2) 43m63 貝澤　祐太(3) 42m96 佐藤　綾騎(3) 41m26 作山　諒(3) 38m54 鹿島　崇(3) 37m15
水海道一 GR 江戸川学園取手 佐竹 土浦湖北 伊奈 水戸工 日立工 佐竹
飯嶌　将治(3) 58m84 石川　諒(2) 58m17 小磯　宏河(3) 51m54 濱田　一(2) 50m99 大野　陸(2) 49m81 鈴木　理太(3) 48m77 海老澤　武尊(3) 48m66 磯崎　涼吾(3) 45m71
波崎 水戸工 土浦湖北 霞ヶ浦 霞ヶ浦 緑岡 土浦湖北 水戸啓明
谷中　亮太(3) 61m07 上野　遥也(2) 60m45 渡海　陽介(3) 56m66 香取　彩人(3) 55m26 澤　勇磨(3) 53m35 橋本　昇悟(1) 52m08 松﨑　脩希(3) 51m22 藤田　翔(2) 50m22
土浦湖北 土浦湖北 霞ヶ浦 竜ヶ崎一 取手松陽 茨城 水海道一 日立商
高橋　虎汰(3) 4658点 沼田　聖那(3) 4655点 中山　侑也(3) 4409点 斎藤　豊(1) 4381点 野上　大輝(3) 4332点 住谷　歓太(3) 4253点 篠塚　大冴(3) 4093点 金光　剛志(1) 4091点
日立商 下妻一 土浦三 土浦湖北 佐竹 日立一 鹿島 水城

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m

男子総合 土浦湖北 84点 水戸工 66点 つくば秀英 54点 日立工 51点 水城 51点 霞ヶ浦 46点 水戸一 32点 茨城キリスト 31点
男子トラック つくば秀英 47点 日立工 45点 土浦湖北 42点 水城 34点 水戸一 32点 東洋大牛久 25点 霞ヶ浦 24点 緑岡 23点

男子フィールド 水戸工 49点 土浦湖北 37点 霞ヶ浦 22点 水城 16点 鉾田一 15点 茨城キリスト 12点 水海道一/境 10点
男子混成 日立商 8点 下妻一 7点 土浦三 6点 土浦湖北 5点 佐竹 4点 日立一 3点 鹿島 2点 水城 1点

凡例  *F1:１回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高 GR:大会記録

11.64(+5.5)-5m33(+1.1)-8m24-52.14

20.62(+1.0)-37m09-1m66-4:51.63

11.54(+5.5)-5m77(+3.9)-9m11-56.71

18.26(+2.9)-47m41-1m66-4:57.33

八種競技

11.83(+3.7)-5m54(+4.6)-8m77-57.33

17.21(+1.0)-38m19-1m69-5:21.72

対校得点

11.31(+5.5)-6m35(+3.7)-6m91-56.12

17.26(+1.0)-40m31-1m63-5:13.23

11.96(+3.7)-5m51(+2.1)-8m34-53.15

19.61(+1.0)-47m58-1m54-4:37.36

11.53(+4.4)-5m67(+2.6)-8m16-52.76

16.53(+3.7)-42m52-1m66-4:42.83

5月19日
～20日 11.04(+4.4)-5m96(+3.3)-7m98-52.26

16.64(+3.7)-24m21-1m75-4:39.95

11.60(+5.5)-5m76(+3.4)-9m16-55.03

16.69(+2.9)-35m38-1m57-4:47.33

5月20日 砲丸投(6.000kg)

5月19日 ハンマー投(6.000kg)

5月21日 やり投(800g)

5月21日 5000mW

5月19日 棒高跳

5月19日 走幅跳

5月19日 1500m

5月20日 4X100mR

5月21日 走高跳

5月20日 5000m

5月20日 400mH(0.914m)

3位 4位

5月19日 400m

5月21日 800m

5月22日 高校男子4X400mR

7位 8位

5月20日
100m

風：+2.2

5月21日
200m

風：+2.6

1位 2位 5位 6位

5月22日 高校男子円盤投(1.750kg)

5月22日 高校男子3000mSC(0.914m)

5月22日
高校男子110mH(1.067m)

風：+2.0

5月22日 高校男子三段跳



決勝記録一覧表（女子） ト ラ ッ ク 審 判 長 廣瀬　貴紀

跳 躍 審 判 長 藤澤　秀行

２０１６年５月１９日（木）～２２日(日） 投 て き 審 判 長 稲田　正人

混 成 審 判 長 林　幸生

平成２８年度茨城県高等学校陸上競技対校選手権大会（16081001） 競 歩 審 判 長 森島　良平

主催：茨城県・茨城県教育委員会・（公財）茨城県体育協会 競 走 審 判 長 下河辺　昭二

　　　（一財）茨城陸上競技協会・茨城県高等学校体育連盟陸上競技専門部 招 集 所 審 判 長 木谷　僚

会場：笠松運動公園陸上競技場（081010） 記 録 主 任 柴田　克英

日付 種目

鈴木　志保(3) 12.12 名越　優衣(3) 12.45 内田　千緒梨(2) 12.47 五十嵐　美帆(2) 12.60 ⑤石井　綾乃(3) 12.63 ⑤飯島　真帆(2) 12.63 益田　早夏(2) 12.66 萩谷　陽由(3) 12.90
土浦湖北 東洋大牛久 明秀日立 茨城キリスト 多賀 取手聖徳女 牛久栄進 茨城キリスト
鈴木　志保(3) 24.86 名越　優衣(3) 25.52 内田　千緒梨(2) 25.73 高木　七海(3) 25.74 益田　早夏(2) 25.76 モハバティ沙羅(2) 25.94 根本　実佳(3) 26.08 五十嵐　美帆(2) 26.16
土浦湖北 東洋大牛久 明秀日立 竜ヶ崎一 牛久栄進 霞ヶ浦 つくば秀英 茨城キリスト
二ツ森　真由(3) 58.62 坂本　るみ(2) 59.26 石川　緋奈乃(3) 59.47 阿部　百恵(3) 59.62 藤田　理華子(3) 1:00.46 山口　優香(2) 1:00.89 種瀬　柚季(2) 1:01.37 宮西　葉月(2) 1:03.25
土浦湖北 茨城キリスト 古河一 茨城キリスト 水戸商 水戸二 牛久栄進 水戸二
鈴木　綾乃(1) 2:17.40 種瀬　柚季(2) 2:18.66 大山　えりな(3) 2:19.78 生井澤　友佳(1) 2:20.74 三浦　舞子(3) 2:20.83 中村　佑唯(2) 2:20.84 椎名　穂乃花(3) 2:21.36 竹村　智絵(2) 2:23.18
東洋大牛久 牛久栄進 水城 水城 江戸川学園取手 水海道一 茨城キリスト 茨城
杉村　葵(2) 4:38.97 小林　愛奈(2) 4:39.49 阿部　菜紅(3) 4:39.56 須藤　ひかる(3) 4:40.95 竹村　智絵(2) 4:41.50 小川　香澄(3) 4:42.25 二川　彩香(1) 4:47.49 一瀨　美結(2) 4:53.30
水城 常総学院 茨城キリスト 太田一 茨城 茨城キリスト 水城 茨城キリスト
阿部　菜紅(3) 9:41.19 小川　香澄(3) 9:51.17 小林　愛奈(2) 9:53.14 須藤　ひかる(3) 9:54.56 一瀨　美結(2) 9:58.41 小松　咲雪(3) 10:01.32 田中　里佳(3) 10:09.89 小高　夏綺(2) 10:22.17
茨城キリスト 茨城キリスト 常総学院 太田一 茨城キリスト 水城 水城 水城
木村　美穂(3) 14.12 橋本　春菜(3) 14.23 宮嶋　優華(1) 14.43 坂本　るみ(2) 14.61 鈴木　梨可(2) 14.88 藤田　玲(3) 15.27 高橋　安奈(2) 15.30 狩野　莉奈(3) 15.31
東洋大牛久 水戸二 茨城キリスト 茨城キリスト 茨城キリスト 土浦日大 つくば秀英 土浦二
坂本　るみ(2) 1:02.63 佐俣　佳奈(3) 1:04.30 小橋　知世(3) 1:05.31 米倉　杏(2) 1:06.76 森　穂佳(3) 1:06.99 額賀　紗季(2) 1:07.21 桒久保　映美(3) 1:07.39 中野　理沙(3) 1:08.66
茨城キリスト 江戸川学園取手 鉾田一 茨城キリスト 鉾田一 鉾田一 牛久栄進 下館一
来住野うらら(3) 24:10.83 山田　愛佳(3) 24:31.52 安田　穂乃花(2) 25:00.77 國府田　奏(2) 26:13.35 亀田　愛海(3) 27:15.68 船橋　望(3) 27:25.58 清家　明香(3) 28:07.75 稲葉　瑠菜(2) 28:09.20
守谷 GR 下妻一 GR 下妻一 GR 下妻一 水戸商 太田一 伊奈 守谷
東洋大牛久 48.97 茨城キリスト 49.52 つくば秀英 50.16 竜ヶ崎一 50.43 牛久栄進 50.49 水戸商 50.66 並木中等 50.98 緑岡 51.48
櫻庭　彩夏(3) 萩谷　陽由(3) 落合　悠来(2) 中村　梨々夏(1) 原　裕香(3) 飯島　沙稀(2) 林　紗穂(2) 前野　怜美(3)
名越　優衣(3) 鈴木　梨可(2) 根本　実佳(3) 渡具知　莉子(3) 山口　柊(3) 藤田　理華子(3) 原田　知華子(2) 佐藤　かほる(2)
佐川　千佳(3) 樫村　奈由(2) 伊藤　はな(1) 増田　佳那子(2) 益田　早夏(2) 舛田　美咲(3) 植竹　彩圭(2) 木村　琴音(3)
木村　美穂(3) 五十嵐　美帆(2) 北島　美季(3) 高木　七海(3) 安達　玲奈(2) 大内　亜美(3) 神原　彩花(2) 井坂　ひかる(2)
土浦湖北 3:52.71 茨城キリスト 3:55.61 牛久栄進 4:01.96 水戸商 4:03.03 竹園 4:03.94 鉾田一 4:04.86 日立二 4:06.25 古河一 4:07.00
杉山　かほる(2) 渡辺　知里(3) 益田　早夏(2) 安孫子　汀(1) 柴　千秋(3) 森　穂佳(3) 鈴木　萌香(3) 中里　美春(3)
鈴木　志保(3) 坂本　るみ(2) 種瀬　柚季(2) 藤田　理華子(3) 中嶋　優晶(3) 小橋　知世(3) 小林　加弥(3) 渡辺　麻鈴(3)
木田　美跳(3) 五十嵐　美帆(2) 原　裕香(3) 緑川　莉々子(2) 大沼　紫穂(3) 額賀　紗季(2) 山本　歩乃梨(3) 粕川　萌(3)
二ツ森　真由(3) 阿部　百恵(3) 桒久保　映美(3) 大内　亜美(3) 佐藤　雅(3) 塚本　理香(3) 橋野　愛莉(3) 石川　緋奈乃(3)
北島　美季(3) 1m61 ②岡野　愛梨(2) 1m61 ②国広　わかな(3) 1m61 ④木村　美友(2) 1m55 ④伊藤　薫(3) 1m55 佐々　柚花(3) 1m55 ⑦藤澤　真由(2) 1m50 ⑦鈴木　夏乃(3) 1m50
つくば秀英 東洋大牛久 土浦湖北 水戸商 水戸二 東洋大牛久 竹園 茨城キリスト
広川　夕夏(2) 2m40 ②河合　奈美(1) 2m10 ②塚田  夕稀美(3) 2m10 大竹　里奈(2) 1m80 打越　華(1) 1m70
牛久 取手聖徳女 取手聖徳女 牛久 岩瀬
木田　美跳(3) 5m67(+3.2) 星野　杏佳(2) 5m33(+0.4) 中村　梨々夏(1) 5m30(+0.4) 山田　莉瑚(1) 5m28(+0.5) 原　環紀(3) 5m26(+1.7) 岸田　祐花(3) 5m25(+2.2) 塚越　日菜(2) 5m19(-0.1) 落合　悠来(2) 5m18(+0.9)
土浦湖北 *F5 下館一 竜ヶ崎一 東洋大牛久 東洋大牛久 水戸二 *F1 東洋大牛久 つくば秀英

公認5m54(+1.1) 公認5m11(+0.9)

大河原　梓(3) 11m93 君山　絢子(3) 11m72 飯沼　裕美(1) 11m64 小松　真琴(1) 11m30 粕川　美里(3) 11m23 山形　菜々子(3) 10m92 亀谷　実生(1) 10m61 中野　優菜(2) 9m85
土浦湖北 土浦湖北 霞ヶ浦 土浦湖北 総和工 日立一 茨城キリスト 土浦一
大河原　梓(3) 46m83 君山　絢子(3) 41m99 山形　菜々子(3) 39m74 粕川　美里(3) 38m94 小松　真琴(1) 35m44 中野　優菜(2) 31m43 豊田　奈々(3) 28m33 林　優花(3) 27m83
土浦湖北 土浦湖北 日立一 総和工 土浦湖北 土浦一 佐竹 江戸川学園取手
山内　菜月(3) 38m72 平根　由佳莉(3) 36m85 飯沼　裕美(1) 30m83 鈴木　美玖(2) 30m63 上原　優(3) 26m92 中村　美月(1) 26m72 小倉　真衣(1) 24m32 米矢　花渡連(2) 17m31
日立商 日立商 霞ヶ浦 日立商 下妻一 霞ヶ浦 土浦湖北 古河三
杉山　沙巴羅(2) 47m95 国広　わかな(3) 46m00 藤田　栞菜(3) 40m50 亀谷　実生(1) 39m75 松本　彩(2) 37m90 平　ひと美(3) 36m71 町田　彩華(2) 36m06 矢口　佳奈(3) 35m58
土浦湖北 土浦湖北 土浦湖北 茨城キリスト 水城 取手松陽 江戸川学園取手 土浦二
橋本　春菜(3) 4487点 国広　わかな(3) 4034点 小又　彩佳(3) 3743点 圷　彩那(3) 3741点 米田　千夏(3) 3340点 神原　彩花(2) 3251点 鈴木　夏乃(3) 3213点 森　亜由美(3) 3211点
水戸二 GR 土浦湖北 東洋大牛久 水戸一 鹿島 並木中等 茨城キリスト 水戸三

100H-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

女子総合 土浦湖北 113.5点 茨城キリスト 102.5点 東洋大牛久 64.5点 水城 31点 牛久栄進 27点 水戸二 26.5点 水戸商 20.5点 つくば秀英 19点
女子トラック 茨城キリスト 92点 東洋大牛久 38点 土浦湖北 32点 水城 27点 牛久栄進 27点 下妻一 18点 鉾田一 16点 水戸商 16点

女子フィールド 土浦湖北 74.5点 東洋大牛久 20.5点 つくば秀英 9点 日立一 9点 総和工 9点 茨城キリスト 8.5点 水戸二 7.5点 下館一 7点
女子混成 水戸二 8点 土浦湖北 7点 東洋大牛久 6点 水戸一 5点 鹿島 4点 並木中等 3点 茨城キリスト 2点 水戸三 1点

凡例  *F1:１回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高 GR:大会記録

5月20日
高校女子100m

風：+2.1

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

5月22日 高校女子4X400mR

5月20日 高校女子4X100mR

5月21日
高校女子200m

風：+1.4

5月19日 高校女子400m

5月21日 高校女子800m

5月20日 高校女子1500m

5月20日 高校女子400mH(0.762m)

5月19日 高校女子5000mW

5月22日 高校女子3000m

5月22日
高校女子100mH(0.838m)

風：+2.7

17.33(+0.5)-1m31-6m12-27.19(+0.5)

4m22(+0.8)-22m65-2:41.11

18.72(+0.5)-1m43-7m40-28.43(+0.8)

4m77(+1.5)-22m68-2:39.04

17.13(+1.4)-1m31-6m36-28.16(+0.5)

4m71(+2.2)-20m71-2:41.68

DQ,T10(+0.5)-1m52-7m69-28.82(+0.5)

4m85(+1.0)-28m00-2:32.36

18.03(+0.5)-1m58-11m43-28.59(+0.8)

4m47(+2.4)-43m54-2:49.09

16.87(+1.4)-1m34-7m93-27.96(+0.8)

4m72(+1.3)-34m91-2:37.74

17.17(+1.4)-1m52-8m54-27.78(+0.5)

4m33(+2.1)-32m67-2:44.28

14.78(+1.4)-1m61-9m04-26.63(+0.5)

5m20(+1.9)-26m63-2:34.99

5月20日 高校女子棒高跳

5月21日 高校女子走幅跳

高校女子七種競技

5月22日 高校女子砲丸投(4.000kg)

5月19日 高校女子走高跳

対校得点

5月20日 高校女子円盤投(1.000kg)

5月21日
高校女子ハンマー投

(4.000kg)

5月19日 高校女子やり投(600g)

5月21日
～22日


