
水戸信用金庫スタジアム（笠松） 【081010】
日付 種目

黒澤　諒介(3) 11.21(+1.0) 澁谷　鷹(3) 11.44(+1.0) 藤原　悠雅(3) 11.53(+1.0) 田原　綾真(2) 11.79(+1.0) 西村　康太郎(3) 11.86(+1.0) 根本　一史(3) 11.87(+1.0) 高倉　　　来輝(3) 11.93(+1.0) 大須賀　崚生(3) 12.01(+0.7)
水戸三 友部 鹿嶋陸上クラブ 神栖JAC 見川 笠原 豊浦 学園の森
三上　颯斗(3) 23.78(-0.4) 渡邉　脩真(3) 24.08(-0.4) 安藤　伶真(3) 24.17(-0.4) 横田　宏樹(3) 24.18(-1.3) 田村　亮真(2) 24.31(-0.4) 後藤　大輝(3) 24.36(-0.4) 立原　太喜(3) 24.40(-1.3) 遠藤　信也(2) 24.79(-1.3)
大久保 いなしきAI 大島 美野里 美野里 阿見AC 赤塚 滑川
宮下　創(3) 54.97 森　虹太(3) 55.18 大竹　陸斗(3) 55.26 小松﨑　拳生(3) 55.55 服部　尚寿(3) 56.06 橋本　凰(3) 56.75 五月女　倖汰(2) 57.37 倉持　大悟(3) 57.47
緑岡 三和 総和 水戸四 総和 三和 古河二 三和
大久保　知勇(3) 2:06.43 髙野　壮輝(3) 2:07.48 鳥取　新太(3) 2:07.87 寺門　孝太(3) 2:08.58 家田　朝輝(3) 2:09.87 矢野　智大(3) 2:12.50 松本　琉生(3) 2:12.63 羽生　栞太(3) 2:13.21
谷田部東 笠原 春日学園 千波 土浦二 谷田部東 笠原 結城
林　莉旬(3) 4:18.58 大河原　智輝(3) 4:24.15 山本　真慧(2) 4:24.72 羽石　大輝(3) 4:28.48 蓑毛　俊太(3) 4:31.27 山田　歩夢(3) 4:32.54 横山　来夢(3) 4:32.95 矢部　翔琉(2) 4:33.84
岩井 阿見AC 谷田部 神栖一 阿見AC 豊浦 大宮 峰山
五十嵐　新太(3) 8:53.61 奥澤　一翔(3) 9:41.97 春山　和輝(3) 9:44.29 仲沢　健太(2) 9:45.30 今村　晴輝(2) 9:50.68 小薗井　陵介(2) 9:56.26 坂入　汐(3) 10:07.31 佐藤　遼(2) 10:09.20
中郷 結城 笠原 HAC 大久保 笠原 八千代一 中根台
嶋﨑　結己(3) 15.03(+0.9) 武田　優樹(3) 15.55(+0.9) 植野　颯斗(3) 17.05(+0.9) 鈴木　夢音(3) 17.07(-0.4) 深見　　奏太(3) 17.20(-0.1) 遠藤　鼓太朗(3) 17.36(+0.9) 田中　千勝(2) 17.55(+0.9) 齋藤　世生也(3) 17.72(-1.4)
竹園東 大久保 古河二 城ノ内 平沢 土浦一 結城 大穂
美野里 46.60 大久保 46.81 友部 47.23 三和 47.52 中郷 47.96 大穂 48.01 土浦三 48.04 谷田部東 48.04
横田　英俊(3) 西森　星翔(3) 永嶋　青空(2) 鈴木　悠斗(3) 黒田　蓮王(3) 奥澤　郁也(3) 益子　祐真(2) 豊田　平太朗(3)
横田　宏樹(3) 角﨑　心(3) 佐久間　誠一(3) 森　虹太(3) 蛭田　海仁(3) 齋藤　世生也(3) 有山　佳吾(3) 貝塚　宗明(3)
西宮　亨(3) 三上　颯斗(3) 富田　智哉(3) 倉持　大悟(3) 後藤　尚輝(3) 柳井　幸輝(3) 鈴木　慧(3) 酒井　伊吹(3)
田村　亮真(2) 武田　優樹(3) 澁谷　鷹(3) 橋本　凰(3) 庄司　　蓮(2) 山田　寛大(3) 小松澤　力(2) 宮原　蓮(3)
吉川　力(3) 1m70 鈴木　隆誠(3) 1m65 佐々木　雄太(3) 1m60 井上　叶太(3) 1m60 町田　賢城(2) 1m60 鈴木　詩恩(3) 1m55 鈴木　羅優人(3) 1m45
水戸四 滑川 緑岡 大久保 結城 土浦二 大久保

根本　侑哉(3) 1m60
大久保

ワニガスンダラ　ルスラン(2) 3m10 直井　智紀(3) 2m80 関口　和真(2) 2m70 室伏　麻緒(2) 2m70 礒山　悠輝(3) 2m70 平林　竜貴(3) 2m60 坂本　匠海(3) 2m30 大竹　伊織(2) 2m30
総和南 総和南 総和南 土浦二 土浦二 那珂湊 那珂湊 土浦二
横田　英俊(3) 5m63(+3.2) 角﨑　心(3) 5m61(+2.0) 小室　駈人(3) 5m58(+2.2) 阿久津　然(3) 5m58(-0.6) 村田　聖隼(3) 5m53(-0.5) 木内　敬太(3) 5m53(-1.2) 佐藤　翼(3) 5m26(-0.6) 石崎　陽一(2) 5m10(+1.0)
美野里 公認5m35(-1.5) 大久保 下根 公認5m50(0.0) 総和 土浦一 笠原 水戸四 土浦二
小出　泰治(2) 5m09(+0.2) 野本　光希(2) 4m97(-0.9) 飯田　想空(1) 4m86(0.0) 館野　瑞季(2) 4m78(-1.0) 黒澤　柊平(1) 4m52(+1.7) 松浦　幸岐(2) 4m49(0.0) 高野　蒼生(1) 4m29(+0.3) 吉澤　翔(1) 4m22(+2.6)
土浦一 下根 竹来 結城 水戸三 水戸四 学園の森 笠間 公認4m10(+1.7)

倉本　正太郎(3) 10m55 熊谷　和寿(3) 8m77 吉村　秀(3) 8m53 箱守　陽斗(3) 8m45 関口　優羽(2) 8m42 中村　琉之介(2) 8m37 松野　滉介(3) 7m36 西木　音央(3) 7m13
総和南 水戸三 笠間 古河中等 土浦五 朝日 結城 見川
大塚　元稀(3) 54m05 長谷川　洋翔(3) 31m42
笠原 古河二
田村　夕(3) 12.68(+0.3) 長洲　さら(2) 12.90(+0.1) 小池　苺(2) 13.19(-0.3) 永岡　歩夢(3) 13.20(+0.3) 萩原　実咲(3) 13.21(+0.3) 武藤　莉音(3) 13.24(-0.3) 野田　絢菜(2) 13.33(-0.3) 梶原　優衣(3) 13.34(+0.3)
豊浦 明光 水戸四 那珂湊 笠原 那珂四 泉丘 神栖JAC
関　杏奈(3) 25.99(+0.1) 海老沢　このみ(3) 26.62(+0.1) 出戸　倭華(3) 27.01(+0.1) 田中　眞航(3) 27.67(+0.1) 大浦　珠綺(2) 27.73(+0.1) 小池　来望(3) 28.44(+0.1) 大窪　愛奈(3) 28.48(+2.3) 田中　栞音菜(2) 28.50(-0.5)
水戸二 明光 阿見AC 伊奈 下館南 三和 大久保 土浦一
成家　遙花(3) 2:20.91 関澤　唯渚(3) 2:22.38 仁田　美利優(2) 2:24.47 齋藤　羽(3) 2:28.04 佐藤　博葉(3) 2:28.32 岡野　友美(2) 2:28.58 大山　凛(3) 2:29.73 神田　想葉(3) 2:30.23
水戸四 中郷 中郷 緑岡 水戸四 朝日 那珂湊 美野里
菅　陽万里(2) 4:47.26 倉科　りょう(3) 4:48.80 山口　紗奈(3) 4:53.75 宮原　理乃(2) 4:54.30 柴田　結萌(2) 5:00.45 長山　花保(1) 5:00.73 中野　くらら(2) 5:00.75 岩田　彩芭(1) 5:03.32
中郷 下根 HAC HAC 中郷 友部 土浦三 HAC
香取　奈摘(2) 14.23(+0.7) 山上　夕佳(3) 15.02(+0.7) 廣田　ひかり(2) 15.02(+0.7) 髙橋　芽生(3) 15.34(+0.7) 渡辺　にいな(3) 15.95(+0.7) 柳井　愛依(2) 16.51(+0.6) 荒木　小紅(3) 16.54(+0.7) 正田　詩帆(3) 17.33(+0.7)
三和 東 三和 手代木 大久保 総和 総和 土浦二
明光 50.95 水戸二 51.99 三和 52.32 滑川 52.38 八千代一 52.70 土浦二 52.81 水戸四 52.95 学園の森 53.12
庄司　彩花(3) 竹脇　そら(2) 福田　穂乃華(2) 丹　咲良(2) 古谷　優奈(2) 松浦　里美(2) 島田　真樹(2) 五月女　穂花(3)
宮田　美波(1) 小沼　結愛(3) 小池　来望(3) 木村　璃亜(3) コロマ　マリアハギアソフィアマンガ(3) 平沼　花菜(3) 白田　舞(2) 大森　美優(2)
長洲　さら(2) 江沼　璃音(3) 廣田　ひかり(2) 細谷　奈瑠実(3) 中山　春香(3) 菅澤　真桜(3) 諸川　茉耶(3) 野仲　くれは(2)
海老沢　このみ(3) 関　杏奈(3) 香取　奈摘(2) 村上　小笑花(3) 小竹　りりか(3) 松浦　彩莉(3) 小池　苺(2) 池辺　紗弥子(3)
ファンティミ　トゥイン(3) 1m51 五月女　穂花(3) 1m45 前田　心羽(2) 1m40 荒木　陽由(3) 1m40 生井澤　優衣(3) 1m35 君島　妃奈(3) 1m35 遠藤　未悠(3) 1m35 相良　莉々子(3) 1m30
結城 学園の森 竹園東 古河二 水戸四 結城 高崎 牛久一

佐藤　優羽(3) 1m30
見川

梅原　穂乃香(3) 2m40 青木　琴音(3) 2m10 遠藤　まりあ(3) 2m10
土浦一 那珂湊 水戸三
江沼　璃音(3) 4m66(+2.5) 古田　蕾(3) 4m56(+0.4) 小室　亜美(3) 4m54(-1.7) 川崎　美裕(3) 4m48(-0.7) 鈴木　泉撫(3) 4m45(-0.7) 瀧本　佳奈(3) 4m36(+1.6) 倉持　きらら(3) 4m34(+2.6) 山本　姫愛(2) 4m32(-0.4)
水戸二 公認4m53(+1.3) 見川 豊浦 笠原 阿見AC 笠原 岩井 公認4m24(+0.5) 千波
石川　友愛(1) 4m21(+1.8) 助川　心玲(2) 3m99(-0.3) 福田　絢(1) 3m94(+2.1) 嶋田　瑛奈(3) 3m85(+1.9) 赤澤　由菜(2) 3m82(+1.0) 芦川　愛風(1) 3m81(+0.3) 長沼　姫月(2) 3m77(+2.1) 沼尻　玲奈(2) 3m75(+1.0)
古河二 中郷 牛久一 公認3m44(-0.4) 下館南 古河二 谷田部東 岩井 公認3m63(-0.2) 古河二
栗山　莉緒(3) 10m35 塚田　結麻(3) 10m28 小倉　望愛(3) 9m50 佐藤　美優(2) 8m95 立野　美紅(3) 8m94 岡安　詠美(3) 8m84 中沢　舞(3) 8m62 山中　紅玲愛(3) 8m56
竹来 土浦五 古河二 土浦二 鹿嶋陸上クラブ 古河二 大穂 結城
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