
令和４年度第２回水戸サタデー陸上【22080711】

ケーズデンキスタジアム水戸 【082020】

【幼児】

日付 種目

大貫　颯悟(6才) 10.26(+0.9) 下井　陸太郎(6才) 10.42(+0.9) 森島　湊(6才) 10.53(+0.9) 酒井　昭宏(6才) 10.73(+0.9) 菅間　陽平(5才) 10.90(+0.8) 澤山　司(5才) 10.95(+0.8) 佐藤　啓成(6才) 11.22(+0.9) 赤津　旬(5才) 11.24(+0.8)

茨　城・水戸市陸上 茨　城・取手ふたば 茨　城・鹿嶋陸上クラブ 茨　城・我流ＡＣ 茨　城・二葉こども園 茨　城・水戸市陸上 茨　城・茎崎陸上 茨　城・我流ＡＣ

久保田　千智(6才) 10.41(+1.7) 谷島　怜奈(年長) 10.53(+1.7) 羽田　梨華(6才) 10.57(+1.7) 山路　心結(年長) 10.92(+1.7) 櫛田　優月(年長) 11.27(+1.7) 尾﨑　心乃(5才) 11.30(+1.4) 伊禮　希(5才) 12.20(+1.4) 宮本　凰華(5才) 12.30(+1.4)

茨　城・水戸市陸上 茨　城・ときわの杜 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・いなしきＡ・Ｉ 茨　城・いなしきＡ・Ｉ 茨　城・我流ＡＣ 茨　城・水戸市陸上 茨　城・水戸ＡＣ

【小学】

日付 種目

宮本　侑(1) 8.97(+1.7) 小橋　一清(1) 9.08(+1.7) 戸田　大翔(1) 9.67(+1.7) 萩原　蛍(1) 9.78(+1.7) 勝田　渉優(1) 9.82(+1.7) 鈴木　博大(1) 9.82(+1.7) 岡野　幸仁(1) 9.89(+1.7) 平沼　晴翔(1) 9.95(+1.7)

茨　城・石岡陸上クラブ 茨　城・那珂トラック 茨　城・常陸大宮陸上 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・さかえ陸上クラブ 茨　城・水戸市陸上 茨　城・石川小 茨　城・水戸市陸上

尾崎　晃誠(2) 8.50(+1.2) 久米　俊太郎(2) 8.62(+1.2) 磯山　楽翔(2) 8.70(+1.2) 根本　陽斗(2) 8.88(+1.3) 藤井　蒼凰(2) 9.01(+1.2) 服部　陽斗(2) 9.03(+1.2) 澤畑　翔斗(2) 9.04(+1.3) 田村　駿(2) 9.07(+1.3)

茨　城・我流ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・いなしきＡ・Ｉ 茨　城・かすみがうら陸上 茨　城・かすみがうら陸上 茨　城・那珂トラック 茨　城・堅倉小

鯉淵　奏(3) 15.40(+1.8) 山波　葵羽(3) 15.94(+1.8) 木内　日々樹(3) 15.97(+1.8) 植田　修乃介(3) 16.27(+1.8) 高崎　侑(3) 16.52(+1.3) 大森　一颯(3) 16.69(+1.7) 大津　碧翔(3) 16.70(+1.8) 佐竹　勇星(3) 16.82(+1.7)

茨　城・我流ＡＣ 茨　城・我流ＡＣ 茨　城・常陸大宮陸上 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・かすみがうら陸上 茨　城・我流ＡＣ 茨　城・石岡陸上クラブ 茨　城・常陸大宮陸上

今野　蓮(4) 14.73(+1.8) 掛札　龍生(4) 14.83(+1.8) 吉田　陸人(4) 15.06(+1.8) 大谷　洋介(4) 15.77(+1.8) 外岡　健(4) 16.03(+1.8) 宮本　順央(4) 16.10(+1.8) 高安　裕真(4) 16.36(+1.0) 野原　夕咲(4) 16.46(+1.8)

茨　城・鹿嶋陸上クラブ 茨　城・水戸市陸上 茨　城・白方小 茨　城・那珂トラック 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・いなしきＡ・Ｉ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・鉾田陸上

石澤　柊生(5) 14.27(0.0) 野澤　佑太(5) 14.90(0.0) 石塚　大輝(5) 14.94(0.0) 茅場　吏琥(5) 14.98(0.0) 日吉　偲周(5) 15.03(0.0) 関口　遂(5) 15.17(-0.1) 佐々木　心太朗(5) 15.41(0.0) 山口　航真(5) 15.52(-0.1)

茨　城・那珂トラック 茨　城・江戸崎小 茨　城・鹿嶋陸上クラブ 茨　城・かすみがうら陸上 茨　城・鹿嶋陸上クラブ 茨　城・いなしきＡ・Ｉ 茨　城・那珂トラック 茨　城・鹿嶋陸上クラブ

藤井　蒼空(5) 3:20.56 森島　浬(5) 3:26.39 鬼澤　琉翔(5) 3:27.64 阿久津　将輝(5) 3:43.63 落合　泰斗(5) 3:44.49 横山　馳(5) 3:45.49 庄司　健人(5) 3:47.23 田村　孝太(5) 3:49.36

茨　城・かすみがうら陸上 茨　城・鹿嶋陸上クラブ 茨　城・鉾田陸上 茨　城・常陸大宮陸上 茨　城・鉾田陸上 茨　城・チーム近藤 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ

影沢　悠惺(6) 13.32(-0.1) 飛田　環(6) 13.42(-0.1) 小野　瑛太(6) 13.56(-0.1) 立原　匡仁(6) 13.62(+2.0) 佐藤　源気(6) 13.74(-0.1) 佐藤　輝空(6) 13.75(-0.1) 塚原　大翔(6) 13.77(-0.1) 大津　風希(6) 13.83(+2.0)

茨　城・いなしきＡ・Ｉ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・ときわクラブ 茨　城・上中妻小 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・友部小 茨　城・名崎小 茨　城・石岡陸上クラブ

大和田　潤(6) 3:01.59 鈴木　冨士翔(6) 3:15.12 手賀　愛皇(6) 3:15.34 土田　将生(6) 3:20.10 宮嶋　聖弥(6) 3:27.42 須藤　大揮(6) 3:30.30 横山　悠介(6) 3:31.71 飯ケ谷　岳(6) 3:32.15

茨　城・友部サッカー 茨　城・日立ＡＣ ｊｒ 茨　城・鉾田陸上 茨　城・チーム近藤 茨　城・文間スポ少 茨　城・常陸大宮陸上 茨　城・文間スポ少 茨　城・大田小

森島　咲歩(1) 9.22(+1.6) 佐々木　心春(1) 9.40(+1.6) 宮本　凜子(1) 9.43(+1.6) 稲橋　侑花(1) 10.06(+1.3) 吉田　真悠(1) 10.14(+1.6) 海老澤　朱里(1) 10.17(+1.6) 鈴木　菜美(1) 10.39(+1.6) 白水　愛理(1) 10.55(+1.3)

茨　城・チーム近藤 茨　城・那珂トラック 茨　城・石岡陸上クラブ 茨　城・櫛形小 茨　城・堀口小 茨　城・我流ＡＣ 茨　城・竹園西小 茨　城・チーム近藤

山本　あい(2) 8.72(+1.1) 薄井　希奈(2) 8.78(+1.1) 長澤　恵美子(2) 8.86(+1.1) 田邉　美来(2) 9.07(+1.1) 榊原　真帆(2) 9.09(+1.1) 中川　愛菜(2) 9.12(+1.1) 檜山　聖奈(2) 9.20(0.0) 吉田　心優(2) 9.20(+1.1)

茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・我流ＡＣ 茨　城・我流ＡＣ 茨　城・我流ＡＣ 茨　城・文間スポ少 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・堀口小

安藤　希子(3) 15.83(0.0) 下井　稟子(3) 16.62(0.0) 宮本　葵子(3) 16.68(0.0) 中村　美心(3) 16.82(0.0) 小橋　葵(3) 16.88(0.0) 関　梨己(3) 17.00(0.0) 西川　聖奈(3) 17.00(+1.1) 本田　琉羽奈(3) 17.12(+1.1)

茨　城・富士見ヶ丘小 茨　城・取手小 茨　城・石岡陸上クラブ 茨　城・文間スポ少 茨　城・那珂トラック 茨　城・常陸大宮陸上 茨　城・常陸大宮陸上 茨　城・水戸ＡＣ

根本　結芽(4) 15.37(+1.4) 宮澤　陽菜(4) 15.50(+1.4) 富樫　寧々(4) 15.75(+1.4) 本田　りのあ(4) 15.78(+1.4) 羽田　百々花(4) 15.89(+1.4) 長峯　凛果(4) 16.11(+1.9) 勝田　琉來(4) 16.42(+0.2) 手賀　玲愛(4) 16.44(+2.2)

茨　城・鹿嶋陸上クラブ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・鉾田陸上 茨　城・さかえ陸上クラブ 茨　城・鉾田陸上

中川　麗海(5) 14.92(+0.7) 根本　望衣(5) 15.21(+0.7) 山下　結衣(5) 15.33(+0.7) 猪越　新那(5) 15.35(+0.7) 田所　愛理(5) 15.74(+0.7) 青木　美緒(5) 16.03(+0.7) 稲葉　杏(5) 16.06(+0.5) 石橋　碧(5) 16.07(+0.7)

茨　城・文間スポ少 茨　城・かすみがうら陸上 茨　城・鹿嶋陸上クラブ 茨　城・ときわクラブ 茨　城・かすみがうら陸上 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・鹿嶋陸上クラブ

谷島　莉音(5) 3:19.08 立原　柚奈(5) 3:22.21 宮田　茉佑(5) 3:25.85 田口　日奈(5) 3:42.56 佐藤　萌衣(5) 3:45.05 平沼　夏葵(5) 3:46.88 冨山　結愛(5) 3:48.71 岡　渚紗(5) 3:52.99

茨　城・古里小 茨　城・鹿嶋陸上クラブ 茨　城・川島小 茨　城・鉾田陸上 茨　城・かすみがうら陸上 茨　城・水戸市陸上 茨　城・常陸大宮陸上 茨　城・水戸ＡＣ

檜山　明音(6) 14.04(+1.5) 關　千織(6) 14.29(+1.5) 櫻井　詩月(6) 14.56(+1.5) 飯島　花穏(6) 14.84(+0.4) 林　美詞(6) 14.95(+1.5) 久米　凛佳(6) 15.25(+1.5) ｵｺｲｴ　ﾆｺﾙ　心優(6) 15.26(+1.5) 玉内　琉唯(6) 15.26(+0.4)

茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・那珂トラック 茨　城・古河三小 茨　城・神栖ＪＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸市陸上 茨　城・水戸市陸上 茨　城・常陸大宮陸上

森谷　日向タ(6) 3:12.64 田村　ゆきみ(6) 3:22.28 天野　日奈子(6) 3:22.75 吉田　莉愛(6) 3:30.03 小谷　咲綺(6) 3:32.14 高城　心咲(6) 3:36.46 新倉　りん(6) 3:40.46 田口　明音(6) 3:48.36

茨　城・永山小 茨　城・御所ケ丘小 茨　城・春日義教 茨　城・日立ＡＣ ｊｒ 茨　城・松ヶ丘小 茨　城・いなしきＡ・Ｉ 茨　城・日高小 茨　城・我流ＡＣ

11月12日 小学1年男子50m

11月12日 小学4年男子100m

11月12日 小学2年男子50m

11月12日 小学3年男子100m

11月12日 小学6年男子100m

11月12日 小学5年男子100m

11月12日 小学5年男子1000m

11月12日 小学6年男子1000m

11月12日 幼児男子50m

11月12日 小学2年女子50m

11月12日 小学1年女子50m

11月12日 小学5年女子100m

11月12日 小学3年女子100m

11月12日 小学4年女子100m

11月12日 小学6年女子1000m

11月12日 小学5年女子1000m

11月12日 小学6年女子100m

11月12日 幼児女子50m

5位 6位 7位

成績一覧表

2022年11月12日（土）
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8位3位 4位1位 2位

1位 2位 8位



令和４年度第２回水戸サタデー陸上【22080711】

ケーズデンキスタジアム水戸 【082020】

成績一覧表

2022年11月12日（土）

【中学】

日付 種目

黒澤　諒介(3) 11.14(-0.2) 佐藤　輝来(3) 11.42(-0.2) 宮本　大暉(3) 11.50(-0.2) 藤原　悠雅(3) 11.59(-0.2) 澁谷　鷹(3) 11.64(-1.4) 田村　亮真(2) 11.66(+0.2) 池田　響瑚(2) 11.71(-0.2) 中筋　凌真(3) 11.76(+0.2)

茨　城・水戸三中 茨　城・鹿嶋陸上クラブ 茨　城・霞ヶ浦ＲＣＪＨ 茨　城・鹿嶋陸上クラブ 茨　城・友部中 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・東海南中 茨　城・手代木中

長島　司(3) 9:28.27 海老根　嘉斗(3) 9:29.35 木村　祐介(3) 9:29.55 横山　来夢(3) 9:30.82 黒羽　洋希(3) 9:35.70 羽石　大輝(3) 9:38.71 山本　蒼空(2) 9:39.59 車田　悠陽(3) 9:45.16

茨　城・霞ヶ浦ＲＣＪＨ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・金砂郷中 茨　城・神栖一中 茨　城・霞ヶ浦ＲＣＪＨ 茨　城・霞ヶ浦ＲＣＪＨ

丸山　瑠偉(2) 2m42

茨　城・那珂湊中

小林　智貴(2) 5m04(+1.1) 黒澤　柊平(1) 4m17(+1.6)

茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸三中

中澤　大翔(3) 10m24 林　真央(2) 6m35

茨　城・いなしきＡ・Ｉ 茨　城・赤塚中

関　杏奈(3) 12.66(-0.1) 田村　夕(3) 12.87(-0.1) 長洲　さら(2) 12.93(-0.1) 伊藤　夢(1) 13.39(-0.1) 平野　心音(2) 13.66(-0.1) 倉持　真央(1) 13.66(+0.3) 河野　真奈(2) 13.71(+0.3) 柴田　有咲(2) 13.74(+0.3)

茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・日立陸上クラブ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・阿見ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・阿見ＡＣ 茨　城・東海南中 茨　城・岩間中

手賀　莉桜(2) 4:55.05 金澤　幸彩(2) 5:02.27 白水　愛麻(1) 5:09.43 柳澤　凛(2) 5:25.55 阿久津　美夢(2) 5:28.63 小泉　明日香(1) 5:46.81 櫻井　理乃(1) 5:53.26 綱川　芽依(2) 6:02.93

茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・チーム近藤 茨　城・霞ヶ浦ＲＣＪＨ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・岩間中 茨　城・赤塚中 茨　城・大島中

横山　陽菜(2) 1m50 吉岡　琉愛(1) 1m40 橋本　純怜(1) 1m25 小石川　夢月(2) 1m20 樫村　彩花(1) 1m20

茨　城・大島中 茨　城・大島中 茨　城・チーム近藤 茨　城・佐野中 茨　城・大島中

櫻庭　京香(2) 2m82

茨　城・水戸ＡＣ

阿部　小雪(1) 4m52(+1.1) 鈴木　泉撫(3) 4m47(+2.0) 真鍋　桜苺(1) 4m38(+1.2) 坂本　結咲(1) 4m34(+1.7) 大久保　杏莉(3) 4m26(+0.7) 吉成　沙妃(2) 4m03(+0.9) 田綿　愛夏(1) 3m98(+1.4) 正光　ひちろ(1) 3m66(+1.3)

茨　城・いなしきＡ・Ｉ 茨　城・阿見ＡＣ 茨　城・水戸ＡＣ 茨　城・霞ヶ浦ＲＣＪＨ 茨　城・霞ヶ浦ＲＣＪＨ 茨　城・大島中 茨　城・大島中 茨　城・大島中

深澤　美月(1) 7m35 吉原　愛里彩(1) 6m07

茨　城・笠間陸上 茨　城・赤塚中

【高校一般】

日付 種目

真田　知幸 10.95(-0.4) 中郡　陸 11.10(-0.4) 土川　寛崇 11.11(-0.4) 酒井　寛之(3) 11.25(-0.4) 諸川　遥稀(2) 11.55(-0.5) 大崎　寛(2) 11.57(-0.4) 丸山　夢翔(1) 11.66(-0.4) 今村　興輝(2) 11.68(-0.4)

神奈川・Setech 茨　城・茨城陸協 茨　城・茨城陸協 茨　城・筑波大 茨　城・水戸商業高 茨　城・筑波大 茨　城・阿見ＡＣ 茨　城・水城高

谷　晏寿(3) 15:31.52 平本　康晴(3) 15:40.06 鈴木　龍生(2) 15:43.23 石川　純(3) 15:55.37 若生　裕之 15:57.26 木村　拓斗(2) 16:03.19 平野　音郁(2) 16:07.04 大山　研二 16:18.76

茨　城・水戸葵陵高 茨　城・水戸葵陵高 茨　城・水戸葵陵高 茨　城・水戸葵陵高 茨　城・東京消防庁 茨　城・水戸葵陵高 茨　城・水戸葵陵高 茨　城・ＲＵＮＳ

鬼澤　遊(2) 1m60

茨　城・水戸桜ノ牧高

千葉　孝太郎 4m02 榎本　裕樹 3m72 藤井　航友(1) 3m02 原　優太 2m82 辻浦　知主 2m12

茨　城・ＦＯＲＺＡ 茨　城・筑波大同好会 茨　城・茨城大 茨　城・筑波ウィンドAC 茨　城・筑波大同好会

川﨑　空 6m83(+1.6) 久保　奏斗(1) 5m66(+0.9) 菊池　大葵(2) 4m35(+1.3)

茨　城・茨城陸協 茨　城・水戸桜ノ牧高 茨　城・水戸聾学校

長岡　晃輝(3) 9m62 伊藤　優斗(1) 8m79

茨　城・水戸聾学校 茨　城・水戸工業高

畑山　美空(1) 13.51(0.0) 佐治　海悠(2) 13.83(-0.6) 野口　彩華(2) 13.84(0.0) 赤須　なつみ(2) 14.04(0.0) 市毛　悠愛(1) 14.20(0.0) 本橋　理央(1) 14.29(-0.6) 山口　紗瑛(1) 14.46(-0.6) 菊池　恋々菜(2) 14.48(-0.6)

茨　城・水戸桜ノ牧高 茨　城・水戸桜ノ牧高 茨　城・水戸桜ノ牧高 茨　城・水戸商業高 茨　城・水戸商業高 茨　城・水城高 茨　城・水戸桜ノ牧高 茨　城・水戸商業高

宮本　蘭子 1m40 仲田　彩乃(2) 1m25

茨　城・茨苑ＡＣ 茨　城・水戸商業高

矢部　結翔(1) 2m02

茨　城・太田一高

小林　心優(1) 2m89(+0.9)

茨　城・水戸商業高

工藤　萌香(2) 5m12

茨　城・水戸商業高

11月12日 中学男子棒高跳

11月12日 中学男子100m

11月12日 中学男子3000m

11月12日 中学男子走幅跳

11月12日 中学男子砲丸投(5.000kg)

11月12日 高校一般男子走高跳

11月12日 高校一般男子100m

11月12日 高校一般男子5000m

11月12日 高校一般男子棒高跳

11月12日 高校一般男子走幅跳

11月12日 中学女子1500m

11月12日 高校女子砲丸投(4.000kg)

11月12日 中学女子100m

11月12日 中学女子走幅跳

11月12日 中学女子走高跳

11月12日 中学女子棒高跳

11月12日 中学女子砲丸投(2.721kg)

11月12日 高校一般女子棒高跳

11月12日 高校一般女子100m

11月12日 高校一般女子走高跳

11月12日 高校一般女子走幅跳

11月12日 高校男子砲丸投(6.000kg)

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位


