
会場：笠松運動公園陸上競技場（081010）

主催：（一財）茨城陸上競技協会

日付 種目

水戸三中 47.16 水戸四中Ａ 48.48 土浦二中 48.61 笠原中 48.87 赤塚中 49.33 緑岡中 49.38 水戸四中Ｂ 50.22

藤田　与一(3) 吉田　蒼(2) 塚本　玲音(2) 田綿　誠(2) 星　智也(3) 藤田　航生(3) 鯉沼　寛己(2)

大門　佑也(3) 加藤　将一郎(3) 松浦　大和(2) 篠原　涼(3) 天賀谷　武郎(2) 本橋　大洋(3) 塩畑　陽向(3)

澤畑　伸佑(3) 大賀　優希(3) 伊藤　颯(3) 寺門　尚紀(3) 前島　匠斗(3) 山田　滉太(3) 市村　空(2)

高柳　唯人(3) 細川　勇波(2) 宮田　結舞(3) 金子　智也(3) 河邉　知樹(3) 木下　隆之介(2) 阿部　多馬(3)

古河中等中 2:13.27 勝田一中 2:18.27 水戸四中 2:20.61

竹川　洸夢(3) 宮下　倫太朗(2) 阿部　多馬(3)

石井　広夢(3) 大森　宥哉(3) 大賀　優希(3)

佐怒賀　陸(3) 住谷　歩(3) 小沼　蒼大(3)

前田　悠希(3) 中村　悠杏(3) 加藤　将一郎(3)

古河中等中 3:48.11 赤塚中 3:49.58 並木中 3:52.00 総和中Ａ 3:58.23 総和中Ｂ 4:00.58 水戸四中 4:02.86

竹川　洸夢(3) 星　智也(3) 冨田　究一(3) 矢嶋　一太(3) 大山　蓮(3) 三ツ橋　蒼太(2)

石井　広夢(3) 木野内　京介(3) 福田　泰士(3) 田村　友希(3) 沖野　竜太郎(3) 岡田　琉(2)

佐怒賀　陸(3) 河邉　知樹(3) 駒場　天晟(3) 菅野　浩生(3) 鹿久保　斗明(3) 酒井　亮(3)

前田　悠希(3) 岡田　悠翔(3) 髙橋　匠杜(3) 加納　一心(3) 小川　颯斗(3) 小沼　蒼大(3)

ＦＯＲＺＡ 43.83 日立工業高 43.85 水城高 44.37 常総学院高 44.46

天野　秀哉 高橋　竜人(3) 綿引　大貴(2) 小澤　拓未(2)

伊藤　太一 田村　光(3) 髙橋　優生(3) 松浦　謙聖(3)

菅野　孝義 鈴木　亜斗夢(2) 坂本　伊織(2) 赤澤　篤史(3)

大川　憲彦 豊田　颯(2) 小林　龍矢(3) 永田　悠真(3)

茨城キリスト高 2:00.63 ＦＯＲＺＡ 2:01.60 日立工業高 2:01.97 茨城高Ａ 2:04.14 水城高Ａ 2:04.62 下妻一高 2:06.22 水戸商業高 2:06.31 水城高Ｂ 2:06.58

祝　晴登(2) 天野　秀哉 高橋　竜人(3) 神長　裕太郎(3) 豊田　葵(3) 福田　哲史(3) 乾　翔俉(2) 坂本　伊織(2)

猿田　宙光(2) 伊藤　太一 豊田　颯(2) 梶田　颯斗(3) 小林　龍矢(3) 青木　皓平(3) 金井　翔平(2) 綿引　大貴(2)

向井　大希(3) 菅野　孝義 堀江　剛瑠(2) 武石　裕平(2) 髙橋　優生(3) 新野　孝典(2) 渡部　祐太朗(2) 奥井　渓太(2)

荻津　圭吾(2) 大木　学 田村　光(3) 佐藤　翔悟(3) 佐藤 　舜也(3) 鈴木　健太(3) 串田　朝日(2) 岡村　耕太朗(2)

水戸一高Ａ 3:26.62 古河中等高Ａ 3:27.94 下妻一高 3:28.74 水戸桜ノ牧高 3:29.85 筑大同好会Ｂ 3:31.79 茨城大 3:33.69 ＦＯＲＺＡ 3:34.51 筑大同好会Ａ 3:34.61

須山　傑(2) 島村　和惟(3) 田中　嶺旺(3) 清野　賢治(3) 山口　智輝(2) 伊藤　俊亮(4) 堀越　拓哉 目黒　陸(6)

菊池　耀太(3) 峯　正隆(2) 堀江　瞬(2) 園部　廉(3) 松永　拓也(3) 本吉　広武(4) 大木　学 小原　隼人(6)

齋藤　宏紀(3) 茂呂　碧斗(2) 神門　研吾(2) 金子　拓真(3) 江  祖輝(2) 木村　優(4) 椎名　雄輝 宇野　広隆(6)

谷村　晃希(2) 島村　夏惟(2) 岡野　太一(2) 青木　甚太(2) 和田　拓海(4) 小澤　舜(2) 赤津　邦紀 長竹　芳紘(3)
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決勝一覧（リレー選手権・男子）

第68回　平成30年度茨城県陸上競技リレー選手権大会　兼

平成30年度茨城県陸上競技国体予選会兼第1回記録会（18080003）

　　　平成３０年４月７日（土）

4月7日
中学男子
4X100mR

1位 6位
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中学男子
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4月7日
高校一般男子
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4月7日
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日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2018/04/07 09:30 曇 12.5 82.0 北東 2.2

10:00 雨 12.5 94.0 東北東 1.7

11:00 曇 12.0 88.0 北東 2.0

12:00 曇 12.0 87.0 東北東 3.0

13:00 曇 12.5 88.0 北東 2.8

14:00 曇 12.5 88.0 北東 1.3

15:00 曇 12.5 88.0 北東 1.5

16:00 曇 12.0 88.0 北東 2.2

17:00 曇 11.0 75.0 北北東 1.7



会場：笠松運動公園陸上競技場（081010）

主催：（一財）茨城陸上競技協会

日付 種目

並木中 53.70 泉丘中 54.17 土浦二中Ａ 54.50 笠原中 54.75 勝田一中 55.74 佐野中 57.01

渡邊　華絵(3) 高畠　莉彩(3) 菊田　穂乃花(2) 市村　理沙(3) 越田　花映(3) 成田　舞(3)

沼野　凛子(3) 鯉渕　涼夏(3) 大竹　更紗(2) 大槻　美雅(3) 西野　薫(3) 西連地　紗樹(3)

瀧川　朱音(2) 鯉渕　玲夏(3) 梶山　優月(3) 田中　愛羅(2) 貝塚　彩月(2) 戸部　菜摘(3)

田中　倫子(3) 滝澤　果穂(3) 奥園　梨紗(3) 山崎　ありな(3) 久保　晴菜(3) 山本　葉月(3)

古河中等中Ａ 2:33.70 古河中等中Ｂ 2:39.94 水戸四中Ｂ 2:45.83 水戸四中Ｃ 2:53.59 水戸四中Ａ 2:57.34 水戸四中Ｄ 2:59.69

神原　美紅(3) 成島　萌永(3) 佐藤　優良(2) 山下　紗英(2) 米川　未彩(3) 渡辺　凜(2)

黒川　桃花(3) 山田　智恵理(3) 井上　茉侑奈(3) 根本　由衣(2) 青山　美桜(3) 根本　妃菜(2)

鈴木　智彩(3) 赤間　美恋(2) 西野　佑里菜(2) 富永　真菜(2) 田中　朝子(3) 生井澤　心音(2)

木村　美月(3) 中村　泉希(3) 小池　ゆめな(3) 濱　美優(2) 中井　梨瑠(3) 藤枝　葉菜(2)

古河中等中 4:31.35 総和中Ａ 4:43.88 総和中Ｂ 4:58.88

赤間　美恋(2) 大宮路　さくら(3) 小林　七海(3)

木村　美月(3) 関　歩奈(2) 針谷　陽華(3)

黒川　桃花(3) 成田　希愛(3) 石原　美音(3)

鈴木　智彩(3) 鈴木　佐栄(3) 関　聖羅(3)

牛久栄進高 49.87 水戸商業高 50.52 古河中等高Ａ 50.55 茨城大 51.65 緑岡高 52.07 水戸二高 52.29 水城高 53.79 鹿島高 54.15

上野　まりあ(2) 根本　まなか(2) 関根　聖良(3) 高橋　美緒(4) 田村　美紘(3) 渋江　妙菜(2) 野口　瑚(2) 石井　麻琴(2)

長谷川　七海(2) 石川　怜奈(2) 江森　美穂(3) 木村　琴音 永井　ひかる(3) 細貝　百加(2) 谷中　蒼依(3) 大川　紗英(3)

白井　理子(2) 津金　彩香(2) 恩田　希々花(1) 笹崎　美公(2) 會澤　美優(2) 鈴木　志帆(3) 大内　清夏(2) 根本　花楓(2)

小松　美慧(2) 市毛　美宇(2) 成田　惠(2) 堀邉　美咲(3) 廣田　琴美(3) 中村　遥(2) 鈴木　里歩(3) 志村　海空(2)

土浦湖北高 2:24.43 水戸商業高 2:26.46 緑岡高 2:30.26 水戸二高 2:31.98 日立二高 2:32.60 下妻一高 2:38.06 常総学院高 2:39.37 筑大同好会 2:40.73

成田　茜(3) 武士　向日葵(3) 會澤　美優(2) 高橋　莉央(2) 山科　志織(3) 飯田　若菜(2) 中町　成美(3) 佐藤　詩織(3)

生西　愛梨(2) 市毛　美宇(2) 廣田　琴美(3) 中村　遥(2) 大武　衣月(3) 廣沢　季成(3) 吉葉　有紗(3) 金光　晴香(3)

土屋　晴美(2) 船生　怜那(3) 内藤　梨南子(3) 小林　恵利花(3) 大髙　優華(3) 河原井　怜美(2) 藤原　美輝(3) 米倉　彩乃(3)

小西　歩美(3) 安孫子　汀(3) 永井　ひかる(3) 栗原　美羽(3) 北郷　夢香(2) 阿部田　美友(3) 田口　果奈(3) 太田可奈子(3)

茨城大 4:14.60 水戸二高 4:22.00 牛久栄進高 4:23.32 日立二高 4:26.15 水城高 4:30.43 緑岡高 4:31.77 常総学院高 4:34.40 日立商業高 4:37.87

堀邉　美咲(3) 栗原　美羽(3) 原　琴音(3) 北郷　夢香(2) 大内　清夏(2) 田村　美紘(3) 中町　成美(3) 武子　真尋(2)

高橋　美緒(4) 小林　恵利花(3) 大原　佳梨(2) 柴田　このみ(3) 柳田　里穂(2) 内藤　梨南子(3) 吉葉　有紗(3) 大塚　莉奈(3)

笹崎　美公(2) 渡部　さくら(2) 天木　瑞菜(2) 豊田　杏美(3) 保科　奈津葵(2) 磯崎　彩華(2) 田口　果奈(3) 菊池　鈴凜(2)

木村　琴音 神永　遥香(2) 岡根　慧美(2) 鈴木　まなみ(3) 谷中　蒼依(3) 山田　維(3) 藤原　美輝(3) 川崎　梨々花(2)

総和中Ａ 4:09.38 総和中Ｂ 4:31.99 水戸四中 4:39.97

冨安　咲紀(3) 廣田　寧々(3) 青山　美桜(3)

萩原　望愛(3) 境井　将人(3) 桑名　誠(3)

奈良岡　拓斗(3) 大谷　美玖(2) 中井　梨瑠(3)

安喰　創(3) 小澤　孝成(2) 渡邊　航大(3)

土浦湖北高 3:43.75 茨城キリスト高 3:49.80 水戸商業高 3:52.03 水戸一高Ａ 3:55.27 水戸一高Ｂ 3:57.31 太田一高 4:03.44

佐藤　修斗(2) 猿田　宙光(2) 藤田　結衣(2) 幕田　春菜(3) 谷村　晃希(2) 菊池　匡倭(2)

土屋　晴美(2) 黒澤　祐月(2) 鴨志田　直紀(2) 齋藤　宏紀(3) 杉山　りん(2) 佐々木　春菜(2)

生西　愛梨(2) 滝　なつみ(3) 安孫子　汀(3) 井口　奏恵(3) 浅野　桃可(2) 浅川　将永(2)

長谷川　貴也(2) 荻津　圭吾(2) 渡部　祐太朗(2) 菊池　耀太(3) 須山　傑(2) 吉田　名緒(2)

4月7日
中学男女混合

4X400mR

4月7日
高校一般女子

メドレーR

2位 6位 7位3位

決勝一覧（リレー選手権・女子＆混合）

第68回　平成30年度茨城県陸上競技リレー選手権大会　兼 　　　平成３０年４月７日（土）
平成30年度茨城県陸上競技国体予選会兼第1回記録会（18080003）

4月7日
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高校一般女子
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