
2018日本グランプリ―シリーズ水戸大会　水戸招待陸上兼水戸市陸上競技大会
期日：2018年5月5日（土） ト ラ ッ ク 審 判 長 森嶋　良平
会場：ケーズデンキスタジアム水戸 跳 躍 審 判 長 鈴木　喜雄
主催：(一財)茨城陸上競技協会・水戸市陸上競技協会・(公財)水戸市スポーツ振興協会 投 て き 審 判 長 稲田　正人
後援：日本陸上競技連盟・水戸市・水戸市教育委員会・水戸市体育協会 招 集 所 主 任 鈴木　秀夫
　　　・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 記 録 主 任 田代　　寛

日付 種目

渡部　瑛斗(1) 10.44(-3.5) 小圷　敦士(1) 10.48(-3.0) 中村　友咲(1) 10.69(-3.5) 吉井　誠(1) 11.01(-3.5) 小室　亮人(1) 11.08(-3.5) 大賀　千歳(1) 11.45(-3.0) 杉山　優樹(1) 11.47(-3.0) 小薗井　康介(1) 11.49(-3.0)

中根小 水戸アスリートクラブ 梅が丘小 鹿嶋陸上クラブ 鉾田陸上クラブ 水戸アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ

立原　匡仁(2) 9.45(-4.0) 菊池　央雅(2) 9.50(-6.0) 飛田　啓成(2) 9.66(-6.0) 小松﨑　輝哉(2) 9.76(-3.4) 高柳　舜(2) 9.79(-3.4) 鈴木　康太郎(2) 9.88(-4.0)

上中妻小 水戸市陸上スポーツ少年団 稲荷一小 長堀小 鉾田陸上クラブ 笠間小

常井　優太(2) 9.50(-6.0)

水戸市陸上スポーツ少年団

藤井　奏遥(2) 9.50(-4.0)

長堀小

田中　啓允(3) 8.70(-3.7) 隠岐　勇惺(3) 8.80(-3.7) 中村　恭輔(3) 8.81(-3.7) 鈴木　蒼史(3) 8.86(-3.7) 川崎　海(3) 9.24(-3.7) 菅間　康太(3) 9.30(-3.7) 井川　友翔(3) 9.32(-3.7) 尾又　勇成(3) 9.34(-5.4)

ビーイングジュニア 谷田部小 梅が丘小 水戸アスリートクラブ 妻里小 常総S.C. 鉾田陸上クラブ 我流AC

吉弘　悠晟(4) 16.88(-4.6) 山本　真史郎(4) 17.20(-4.3) 齊藤　悠大(4) 17.22(-4.6) 谷　雅史(4) 17.36(-4.2) 渡辺　航大(4) 17.78(-4.6) 小圷　陽士(4) 17.95(-4.2) 松浦　幸岐(4) 18.07(-4.6) 吉永　繋人(4) 18.40(-4.2)

鹿嶋陸上クラブ 古河アスリートクラブ 鹿嶋陸上クラブ ビーイングジュニア 鉾田陸上クラブ 水戸アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ 鹿嶋陸上クラブ

吉田　澪(5) 15.69(-6.1) 宮川　真太朗(5) 15.75(-6.1) 鈴木　航世(5) 15.90(-6.1) 武生　快翔(5) 16.00(-6.1) 野田　奏(5) 16.10(-3.8) 宮本　大暉(5) 16.15(-3.8) 郡司　海斗(5) 16.45(-6.1) 大部　心温(5) 16.61(-5.1)

水戸アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ 鹿嶋陸上クラブ 久米小 霞ケ浦北小 ときわＴ＆Ｆクラブ 水戸市陸上スポーツ少年団

岩堀　恭平(6) 14.26(-3.5) 小橋　健佑(6) 14.98(-5.2) 美留町　宏輝(6) 15.07(-5.2) 小野瀨　風太(6) 15.10(-3.5) 岡田　晃希(6) 15.11(-3.5) 坂本　陸(6) 15.24(-2.6) 山本　廉(6) 15.26(-4.0)

水戸アスリートクラブ 青葉小 葵小 大場小 ときわＴ＆Ｆクラブ 葵小 ビーイングジュニア

小林　将人(6) 15.07(-6.0)

青葉小

水戸アスリートA 56.87 青葉小 57.63 葵小B 59.18 水戸アスリートB 59.78 葵小A 1:00.12 ビーイングジュニア 1:01.10 古河アスリートクラブ 1:01.18 葵小C 1:06.07

鈴木　航世(5) 村田　康竜(6) 海老沢　歩(6) 山内　快生(6) 美留町　宏輝(6) 神宮寺　龍我(6) 長濱　路志(6) 田那辺　悠貴(5)

吉田　澪(5) 小林　将人(6) 木内　誉(6) 福田　陽久(6) 坂本　陸(6) 山本　廉(6) 服部　尚寿(5) 岩山　遥大(5)

宮川　真太朗(5) 川島　迅人(6) 久江　冬真(6) 田村　茉士(6) 荒川　一真(6) 門井　斗夢(6) 山本　宗太郎(6) 横田　漣瑚(5)

岩堀　恭平(6) 小橋　健佑(6) 齋藤　凌空(6) 園部　九楽(6) 篠原　翔空(6) 入内島　諒(6) 香取　孝輝(6) 室岡　辰(5)

荒谷　隼輔(2) 11.94(-4.0) 篠原　健心(3) 12.23(-4.0) 高柳　唯人(3) 12.26(-5.8) 大門　佑也(3) 12.31(-3.0) 加藤　将一朗(3) 12.36(-4.0) 安藤　蒼真(2) 12.47(-4.0) 宮田　海翔(2) 12.49(-3.0) 天賀谷　武郎(2) 12.63(-4.0)

水戸アスリートクラブ 明光中 水戸三中 水戸三中 水戸四中 水戸アスリートクラブ 明光中 赤塚中

水戸三中 46.10 水戸四中 46.53 笠原中 47.29 磐崎中 48.82 明光中 49.18

藤田　与一(3) 吉田　蒼(2) 田綿　誠(2) 平林　彩翔(2) 川澄　一也(3)

澤畑　伸佑(3) 加藤　将一朗(3) 篠原　涼(3) 箱﨑　優大(3) 篠原　健心(3)

大門　佑也(3) 大賀　優希(3) 寺門　尚紀(3) 小林　勇生(2) 宮田　海翔(2)

高柳　唯人(3) 三ツ橋　蒼太(2) 金子　智也(3) 髙木　渉夢(2) 福田　紘征(3)

唐澤　孝英(3) 13m65 佐々木　勇人(3) 12m92 藤森　勇輝(3) 11m09 松田　太一(2) 9m61 平林　彩翔(2) 9m24 田中　天翔(3) 8m00 大曽根　駿也(3) 7m88 関根　斗馬(2) 7m27

土浦三中 茨城大附属中 笠原中 いなしき　Ａ・Ｉ　くらぶ 磐崎中 水戸三中 水戸三中 笠原中

吉田　知央 11.12(-6.0) 丹藤　滉斗(3) 11.25(-2.1) 大川　憲彦 11.34(-6.0) 滑川　智登 11.36(-2.1) 猿田　康陽 11.40(-2.1) 佐々木　淳人(96) 11.45(-2.5) 髙橋　優生(3) 11.47(-2.1) 前田　海月 11.50(-2.1)

レジェンズ 水戸桜ノ牧高 FORZA 茨苑AC 茨苑AC YAC 水城高 FORZA

水戸桜ノ牧高A 43.15 水城高 43.24 水戸桜ノ牧高B 44.49 水戸工業高A 45.84 水戸工業高B 46.11 水戸商業高 47.90

上田　康輝(3) 綿引　大貴(2) 藤﨑　裕基(2) 荒木　義忠(2) 高橋　詩音(1) 大山　瞬(2)

清野　賢治(3) 髙橋　優生(3) 青木　甚太(2) 樫村　凌(2) 川島　脩人(1) 小野瀬　健太(2)

濱尾　和弥(3) 坂本　伊織(2) 小沼　剣真(2) 沼尻　勇輝(2) 宮下　拓人(1) 福田　大地(2)

丹藤　滉斗(3) 小林　龍矢(3) 石川　健人(2) 小泉　翔太(2) 間宮　拓人(1) 深谷　啓太(1)

橋本　昇悟(3) 13m54 浅野　太希(2) 11m37 須藤　巧(2) 9m23 鈴木　健礼(1) 8m88 小島　拓己(2) 8m45 鈴木　渓夏(2) 8m00 滑川　士文(1) 7m81 関　一樹(2) 7m64

茨城高 水城高 水戸桜ノ牧高 水戸商業高 水戸商業高 水戸商業高 水戸商業高 水戸商業高

中学男子砲丸投
(5.000kg)

5月5日 小学３年男子50m

小学４年男子
100m

5月5日

5月5日
小学６年男子

100m

5月5日
高校一般男子
4X100mR

1位

5月5日 小学１年男子50m

5月5日 小学２年男子50m

5月5日

2位

5月5日
高校男子砲丸投

(6.000kg)

中学男子100m

5月5日
中学男子
4X100mR

5月5日
高校一般男子

100m

5月5日

小学男子
4X100mR

7位 8位3位

5月5日

決勝一覧表（水戸市陸上競技大会）男子

4位 5位 6位

5月5日
小学５年男子

100m
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期日：2018年5月5日（土） ト ラ ッ ク 審 判 長 森嶋　良平
会場：ケーズデンキスタジアム水戸 跳 躍 審 判 長 鈴木　喜雄
主催：(一財)茨城陸上競技協会・水戸市陸上競技協会・(公財)水戸市スポーツ振興協会 投 て き 審 判 長 稲田　正人
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　　　・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 記 録 主 任 田代　　寛

日付 種目

高津　あいみ(1) 11.04(-3.6) 松立　侑莉(1) 11.26(-3.6) 平沼　夏葵(1) 11.29(-3.6) 益子　羽月(1) 11.32(-5.7) 方波見　愛(1) 11.73(-3.6) 福田　結菜(1) 11.85(-5.7) 国分　鞠奈(1) 11.86(-5.7) 堀内　夏菜(1) 12.11(-5.7)

阿見アスリートクラブ 水戸市陸上スポーツ少年団 大竹小 水戸アスリートクラブ つくばスポーツアカデミー 水戸アスリートクラブ ビーイングジュニア 水戸アスリートクラブ

久野　沙希菜(2) 9.52(-3.1) 檜山　明音(2) 9.85(-4.8) 弓野　真依(2) 9.87(-4.8) オコイエ　ニコル心優(2) 10.19(-4.8) 飯島　みあび(2) 10.23(-3.1) 柴田　愛理(2) 10.29(-5.8) 川端　恵茉(2) 10.30(-4.8) 松立　咲那(2) 10.40(-5.8)

鉾田陸上クラブ 青葉小 水戸市陸上スポーツ少年団 水戸市陸上スポーツ少年団 鉾田陸上クラブ (個人) 水戸市陸上スポーツ少年団 水戸市陸上スポーツ少年団

柴田　らら(3) 9.40(-4.7) 渡邉　樹那(3) 9.52(-5.3) 矢澤　幸咲(5) 9.61(-4.7) 小林　楓乃音(3) 9.63(-5.3) 国分　憂奈(3) 9.66(-5.3) 齊藤　愛(3) 9.72(-5.3) 田嵜　理奈(3) 9.74(-5.5)

水戸市陸上スポーツ少年団 水戸アスリートクラブ 葵小 水戸アスリートクラブ ビーイングジュニア 鹿嶋陸上クラブ 寿小

高野　帆華(3) 9.66(-5.5)

古河アスリートクラブ

香取　奈摘(4) 15.82(-4.1) 長洲　さら(4) 16.43(-5.8) 小池　苺(4) 16.85(-5.8) 諸川　茉海(4) 17.43(-5.8) 高津　このみ(4) 17.63(-6.9) 帯刀　陽菜(4) 17.70(-3.7) 久野　稜華(4) 17.92(-3.7) 鶴田　安奈(4) 17.96(-6.9)

古河アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ 阿見アスリートクラブ 梅が丘小 鉾田陸上クラブ 稲荷第一小

田中　真航(5) 15.33(-3.1) 関　杏奈(5) 15.38(-3.1) 武藤　莉音(5) 15.42(-3.1) 八島　愛美(5) 15.58(-2.7) 伊藤　菜月(5) 15.59(-3.1) 池田　愛歩(5) 15.94(-2.7) 坂　知優(5) 15.97(-3.1) 田山　希海(5) 16.16(-3.1)

ビーイングジュニア 水戸アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ 千波小 鹿嶋陸上クラブ 水戸市陸上スポーツ少年団 ビーイングジュニア 鉾田陸上クラブ

宮地　綾乃(6) 14.86(-3.9) 小松崎　妃紅(6) 14.99(-3.9) 西尾　美来(6) 15.00(-3.9) 生井沢　彩瑛(6) 15.08(-3.9) 片岡　ひなの(6) 15.13(-3.9) 西山　莉央(6) 15.74(-4.0) 國井　佑真(6) 15.75(-3.9) 中澤　早紀(6) 15.80(-3.9)

水戸アスリートクラブ 鉾田陸上クラブ 美野里クラブ 鹿嶋陸上クラブ 鉾田陸上クラブ 中丸小 水戸アスリートクラブ 水戸アスリートクラブ

水戸アスリートＡ 58.45 鉾田陸上クラブＡ 59.19 ビーイングジュニア 1:00.09 鹿嶋陸上クラブ 1:00.96 水戸アスリートB 1:01.30 美野里クラブ 1:02.02 古河アスリートクラブ 1:02.31 葵小A 1:03.16

関　杏奈(5) 齋藤　羽月(5) 坂　知優(5) 本田　和佳(5) 國井　佑真(6) 網代　妃愛(5) 高野　栞凪(5) 富施　七海(6)

宮地　綾乃(6) 小松崎　妃紅(6) 田中　真航(5) 伊藤　菜月(5) 中澤　早紀(6) 川島　愛夢(6) 熊木　愛依(5) 柴田　亜美(6)

猪又　愛梨(6) 藤原　優月(6) 立花　来実(6) 加賀　ひなた(6) 渡辺　華帆(6) 屋代　玲乃(5) 舘野　遥香(6) 松本　唯菜(6)

武藤　莉音(5) 片岡　ひなの(6) 飯島　和奏(6) 生井沢　彩瑛(6) 川村　紅愛(6) 西尾　美来(6) 長濱　心咲(5) 坂場　桜空(6)

八島　望愛(3) 13.05(-1.8) 宇佐美　乃彩(1) 13.18(-1.8) 篠原　陽菜(3) 13.29(-1.8) 山崎　ありな(3) 13.35(-1.8) 幅　円花(2) 13.50(-1.8) 高橋　莉名(3) 13.74(-1.8) 軍司　ひかる(3) 13.83(-1.8) 海老澤　明歩(3) 13.93(-5.4)

千波中 水戸アスリートクラブ 明光中 笠原中 水戸四中 水戸四中 赤塚中 明光中

水戸四中 52.36 明光中 52.48 笠原中 52.83 ビーイングジュニア 54.10 赤塚中 54.34 水戸三中 56.08

佐藤　優良(2) 海老澤　くるみ(2) 田中　愛羅(2) 国分　玲那(3) 髙栁　あかり(3) 西原　彩夏(2)

幅　円花(2) 海老澤　明歩(3) 市村　理沙(3) 横瀬　光咲(1) 新井　愛果(3) 河又　彩音(3)

小池　ゆめな(3) 篠原　陽菜(3) 大槻　美雅(3) 倉沢　奈那(2) 須能　月華(3) 川崎　千莉(3)

高橋　莉名(3) 平内　まなみ(3) 山崎　ありな(3) 倉沢　怜那(2) 軍司　ひかる(3) 藤本　芹香(3)

石川　莉菜(3) 7m89 方波見　朱姫(1) 7m59 江尻　結花(2) 7m42 林　史恵(3) 6m93 荘司　彩香(2) 5m45 池辺　未来(1) 5m29

緑岡中 いなしき　Ａ・Ｉ　くらぶ 笠原中 水戸四中 水戸三中 いなしき　Ａ・Ｉ　くらぶ

石川　怜奈(2) 13.12(-1.5) 永井　ひかる(3) 13.15(-1.5) 根本　まなか(2) 13.25(-1.5) 道川　真衣 13.44(-3.2) 津金　彩香(2) 13.49(-3.0) 會澤　美優(2) 13.52(-1.6) 藤田　結衣(2) 13.64(-3.0)

水戸商業高 緑岡高 水戸商業高 水戸市陸協 水戸商業高 緑岡高 水戸商業高

田村　美紘(3) 13.64(-1.5)

緑岡高

鈴木　里歩(3) 13.64(-1.6)

水城高

水戸商業高 50.06 古河中等 51.05 緑岡高 51.70

根本　まなか(2) 関根　聖良(3) 田村　美紘(3)

石川　怜奈(2) 江森　美穂(3) 永井　ひかる(3)

津金　彩香(2) 恩田　希花(1) 會澤　美優(2)

藤田　結衣(2) 成田　惠(2) 廣田　琴美(3)

海野　ことみ(2) 10m34 猪腰　麗華(1) 10m14 美野輪　由貴(2) 9m88 桒原　椿(2) 6m85

水戸工業高 水戸工業高 水城高 水城高

高校一般女子
4X100mR

高校一般女子
100m

5月5日
小学４年女子

100m

5月5日 中学女子100m

小学６年女子
100m

5月5日

5月5日
高校一般女子砲
丸投(4.000kg)

5月5日
小学女子
4X100mR

5月5日

小学５年女子
100m

5月5日

5月5日
中学女子
4X100mR

5月5日

5月5日 小学３年女子50m

5月5日

決勝一覧表（水戸市陸上競技大会）女子

6位

5月5日
中学女子砲丸投

(2.721kg)

小学１年女子50m

5月5日 小学２年女子50m

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位


