
2022水戸市選手権 【22080705】

ケーズデンキスタジアム水戸 【082020】
2022年6月5日（日）

【小学男子】

日付 種目

小橋　一清(1) 9.19(+0.3) 日向寺　大嘉(1) 9.26(+2.9) 水越　煌己(1) 9.66(+3.0) 安藤　創(1) 9.78(+0.3) 萩原　蛍(1) 9.86(+0.3) 村山　航(1) 9.93(+0.3) 徳永　葵翔(1) 9.96(+2.4)

那珂トラック 笠原小 吉沢小 富士見ヶ丘小 水戸アスリート 妻里小 梅が丘小

雨海　俊祐(1) 9.86(+0.3)

酒門小

尾﨑　晃誠(2) 8.53(+1.5) 栗原　歩積(2) 8.89(+1.5) 高橋　悠生(2) 8.90(+2.2) 磯山　楽翔(2) 8.99(+1.3) 田口　涼太(2) 9.02(+1.5) 宮本　航佑(2) 9.02(+2.6) 鳥羽田　隼人(2) 9.06(+2.6) 篠崎　悠(2) 9.16(+1.7)

我流ＡＣ GR 吉沢小 水戸市陸上 水戸市陸上 ＳＡＮ いなしきA・I 渡里小 いなしきA・I

大森　涼介(3) 8.13(+4.1) 木内　日々樹(3) 8.18(+4.1) 吉田　櫂士(3) 8.19(+2.9) 新田　祥雲(3) 8.33(+2.1) 山波　葵羽(3) 8.34(+2.6) 鬼沢　悠人(3) 8.36(+2.6) 佐竹　勇星(3) 8.42(+4.1)

那珂トラック 常陸大宮陸上 水戸アスリート ＳＡＮ 我流ＡＣ 水戸アスリート 常陸大宮陸上

河野　将也(3) 8.19(+3.6)

中丸小

佐藤　匡悟(4) 15.07(+1.1) 掛札　龍生(4) 15.47(+0.4) 軍司　拓海(4) 15.55(+0.4) 武藤　悠和(4) 15.59(+3.6) 宮本　順央(4) 15.95(+1.4) 松浦　魁(4) 16.42(+0.4) 宮本　暖大(4) 16.47(+1.1) 大谷　洋介(4) 16.47(+1.4)

東石川小 水戸市陸上 梅が丘小 チーム近藤 いなしきA・I 外野小 酒門小 那珂トラック

石澤　柊生(5) 14.17(+0.2) 石塚　大輝(5) 14.81(+0.8) 阿久津　将輝(5) 14.86(+3.6) 野澤　佑太(5) 14.91(+3.6) 岩淵　悠太(5) 15.16(0.0) 松塚　遥流(5) 15.16(+3.6) 廣島　快灯(5) 15.24(+3.5) 根本　葵平(5) 15.57(+3.0)

那珂トラック GR 鹿嶋陸上クラブ 常陸大宮陸上 いなしきA・I 二の宮小 水戸アスリート 吉沢小 美野里クラブ

大和田　潤(6) 12.93(+3.9) 影沢　悠惺(6) 13.31(+4.1) 飛田　環(6) 13.46(+3.8) 高柳　舜(6) 13.63(+3.8) 根岸　治真(6) 13.71(+3.8) 高野　琉聖(6) 13.76(+3.9) 小祝　玖音(6) 13.94(+4.1) 菊池　央雅(6) 14.21(+3.9)

友部小 いなしきA・I 水戸アスリート 鉾田陸上 吉田小 鉾田陸上 チーム近藤 水戸アスリート

杉本　馳畝(6) 4m13(+2.2) 須藤　大揮(6) 3m88(+1.7) 宮本　翔生(6) 3m51(+1.7) 小野　瑛太(6) 3m23(+2.9)

ＳＡＮ 公認3m79(+1.9) 常陸大宮陸上 いなしきA・I ときわクラブ 公認2m95(+0.9)

【小学女子】

日付 種目

佐々木　心春(1) 9.49(+3.4) 林　来真(1) 9.69(+2.2) 内海　七渚(1) 9.69(+3.4) 田中　音羽(1) 9.72(+2.2) 平山　千鶴(1) 9.72(+2.2) 河内　咲良(1) 9.84(+2.8) 古市　理紗(1) 9.95(+2.8) 辻尾　玲愛(1) 9.96(+3.4)

那珂トラック GR 美野里クラブ 酒門小 笠原小 チーム近藤 笠原小 石川小 水戸アスリート

薄井　希奈(2) 8.77(+2.2) 長澤　恵美子(2) 8.94(+1.6) 山本　あい(2) 9.10(+2.3) 田邉　美来(2) 9.16(+2.2) 武田　珠絆(2) 9.27(+2.2) 檜山　聖奈(2) 9.36(+2.3) 日向寺　葵(2) 9.36(+2.3) 佐藤　稟瑠(2) 9.40(+2.3)

酒門小 GR 我流ＡＣ GR 酒門小 我流ＡＣ － 水戸アスリート 鉾田陸上 東石川小

安藤　希子(3) 8.49(+2.9) 小橋　葵(3) 8.65(+1.8) 小池　花歩(3) 8.84(+2.9) 西川　聖奈(3) 8.92(+2.6) 林　弥真利(3) 8.96(+2.6) 飯塚　彩乃(3) 9.00(+1.8) 戸田　聖逢(3) 9.02(+1.0)

富士見ヶ丘小 那珂トラック 水戸アスリート 常陸大宮陸上 美野里クラブ 水戸アスリート 常陸大宮陸上

髙橋　朱音(3) 8.84(+1.9)

水戸市陸上

根本　結芽(4) 15.73(-0.1) 小澤　愛織(4) 15.91(+2.3) 宮澤　陽菜(4) 16.06(+1.1) 富樫　寧々(4) 16.13(-0.2) 寺門　杏奈(4) 16.20(+1.1) 本田　りのあ(4) 16.31(+0.8) 西尾　月姫(4) 16.36(-0.2) 長峯　凛果(4) 16.49(+1.1)

鹿嶋陸上クラブ 鹿嶋陸上クラブ 水戸アスリート 水戸アスリート 那珂トラック 水戸アスリート 美野里クラブ 鉾田陸上

神長　希陽(5) 15.06(+3.4) 永山　夢曖(5) 15.07(+3.9) 猪越　新那(5) 15.28(+3.6) 萩谷　ほの花(5) 15.34(+0.1) 中野　優理杏(5) 15.60(+3.9) 岡　渚紗(5) 15.66(+0.5) 青木　美緒(5) 15.75(+3.4) 井坂　華乃音(5) 15.85(+0.5)

那珂トラック 鹿嶋陸上クラブ ときわクラブ 水戸アスリート 水戸アスリート 水戸アスリート 水戸アスリート 我流ＡＣ

羽田　琉美香(6) 14.10(+2.9) 檜山　明音(6) 14.14(+3.0) 田中　涼羽(6) 14.37(+4.9) 澁谷　倖菜(6) 14.42(+4.9) 久野　沙希菜(6) 14.68(+4.9) 田平　優心(6) 14.70(+4.9) 峯島　凜花(6) 14.88(+1.7) 會澤　奏音(6) 15.11(+3.0)

水戸アスリート 水戸アスリート 那珂トラック 水戸アスリート 鉾田陸上 ＳＡＮ 那珂トラック 水戸アスリート

高城　心咲(6) 3m51(+1.4) 大坪　凛音(6) 3m49(+2.8) 森谷　日向夕(6) 3m39(+0.2) 粟野　絢音(6) 2m99(+1.9) 荻原　望々果(6) 2m97(+2.9)

いなしきA・I ときわクラブ 公認3m29(+0.8) シードソレイユ 鉾田陸上 鉾田陸上 公認2m88(+1.0)

【小学混合】

日付 種目

鉾田陸上　Ａ 56.17 那珂トラック 58.30 いなしきA・I　Ｂ 58.67 いなしきA・I　Ａ 1:00.87 鹿嶋陸上クラブ 1:02.27 シードソレイユ 1:02.39 ときわクラブ 1:02.96 チーム近藤 1:03.39

大越　柚稀 横山　莉玖 池田　胡桃 石井　優菜 石塚　大輝 山﨑　希繋 古小高　榮思 片根　一太

高柳　舜 久保　憲心 宮本　翔生 根本　舷斗 箕輪　岳 中山　誉 小野　瑛太 土田　将生

久野　沙希菜 峯島　凜花 万代　由奈 高城　心咲 永山　夢曖 森谷　日向夕 三村　凜姫 富永　莉央

高野　琉聖 田中　涼羽 影沢　悠惺 野澤　佑太 山下　結衣 倉持　朱里 大坪　凛音 坂爪　まひる

7位 8位

5位 6位

1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月5日 小学6年男子100m

1位 2位 3位 4位

6月5日 小学3年男子50m

7位 8位

6月5日 小学4年男子100m

6月5日 小学5年男子100m

6月5日 小学1年男子50m

6月5日 小学2年男子50m

6月5日 小学6年男子走幅跳

6月5日 小学4年女子100m

6月5日 小学5年女子100m

6月5日 小学6年女子100m

6月5日 小学1年女子50m

6月5日 小学6年女子走幅跳

6月5日 小学混合4X100mR

6月5日 小学2年女子50m

6月5日 小学3年女子50m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位



2022水戸市選手権 【22080705】

ケーズデンキスタジアム水戸 【082020】
2022年6月5日（日）

【中学男子】

日付 種目

黒澤　諒介(3) 11.30 小圷　陽士(2) 11.66 内田　咲太朗(2) 12.28 堀川　奏大(1) 12.31 鈴木　航世(3) 12.35 池辺　大智(2) 12.53 小林　浩輝(2) 12.53

水戸三中 水戸アスリート いなしきA・I 水戸アスリート 水戸アスリート いなしきA・I 我流ＡＣ

猿田　啓斗(2) 4:27.93 小林　琉太(2) 4:35.85 須藤　瀧雅(3) 4:39.70 松田　瑛太(1) 4:51.92 濵﨑　隆輔(3) 5:02.67 菅谷　昂大(3) 5:17.86

チーム近藤 ＨＡＣ シードソレイユ いなしきA・I 水戸アスリート 水戸一中

江口　悠翔(3) 5m95(+1.7) 大部　心温(3) 5m74(+2.0) 黒澤　柊平(1) 4m49(+2.9) 彦坂　悠翔(1) 4m32(+2.1)

いなしきA・I 水戸アスリート 水戸三中 公認4m38(+1.7) 我流ＡＣ 公認4m09(+1.5)

中澤　大翔(3) 9m81

いなしきA・I

【中学女子】

日付 種目

長洲　さら(2) 12.75 武藤　莉音(3) 12.86 名畑　百花(3) 13.00 宮田　美波(1) 13.03 佐藤　妃夏(2) 13.50 平野　心音(2) 13.53 長島　和香奈(2) 13.61 河野　真奈(2) 13.67

水戸アスリート 水戸アスリート 水戸アスリート 明光中 東海南中 水戸アスリート 水戸アスリート 東海南中

酒井　望叶(3) 4:51.34 山口　紗奈(3) 4:55.23 加藤　来実(3) 5:12.39 村松　夢華(2) 5:13.45 富　彩花(2) 5:15.74 山﨑　愛奈(1) 5:26.58 佐藤　心結(1) 5:26.95 佐々木　李佳(1) 5:55.43

ＨＡＣ ＨＡＣ シードソレイユ ＨＡＣ 神栖ＪＡＣ シードソレイユ チーム近藤 我流ＡＣ

高橋　芽生(3) 1m40

ＳＡＮ

桜庭　京香(2) 2m80

水戸アスリート GR

穂戸田　清美(3) 5m12(+1.8) 原田　美奈(3) 4m75(+1.3) 武内　こまち(2) 4m66(+1.7) 江野　日奈子(3) 4m36(+1.6)

ＳＡＮ いなしきA・I 鹿嶋陸上クラブ 水戸アスリート

片根　ちの(3) 9m47

チーム近藤

6月5日
中学男子100m

風：+3.3

6月5日 中学男子走幅跳

6月5日 中学男子1500m

6月5日
中学女子100m

風：+4.1

6月5日 中学男子砲丸投(5.000kg)

6月5日 中学女子走高跳

6月5日 中学女子1500m

6月5日 中学女子棒高跳

6月5日 中学女子砲丸投(2.721kg)

6月5日 中学女子走幅跳

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



2022水戸市選手権 【22080705】

ケーズデンキスタジアム水戸 【082020】
2022年6月5日（日）

【高校一般男子】

日付 種目

池田　成諒(3) 10.61 山田　吾(1) 10.93 小泉　颯馬(3) 11.03 宮田　海翔(3) 11.06 中野　雅也(4) 11.13 齋藤　海斗 11.19 前野　大河 11.27 酒井　寛之(3) 11.33

筑波大 GR 作新学院大 茨城キリスト高 水戸桜ノ牧高 茨城大 ＢＴＰ ＢＴＰ 筑波大

髙橋　空也(2) 8:39.48 小林　竜輝(2) 8:50.67 荒原　駿(3) 8:51.38 伊藤　遼佑 8:52.95 浅野　結太(2) 9:02.66 加瀬　陽稀(1) 9:03.60 青柳　一吹(2) 9:06.49 宇佐美　太佑(2) 9:08.07

水戸工業高 鹿島学園高 鹿島学園高 茨城陸協 鹿島学園高 鹿島学園高 水戸工業高 緑岡高

筑波大 42.62 作新学院大 42.85 鹿島学園高　Ｂ 44.18 水戸桜ノ牧高　Ｂ 45.22 鹿島学園高　Ａ 45.53 佐和高 45.73 ビーイング 46.76 水戸桜ノ牧高　Ａ 48.66

酒井　寛之(3) 佐藤　修斗 栗田　陽成 栃本　覧將 鴇田　大樹 小林　翔篤 近田　伸吾 髙安　春玖 R2

佐藤　大洋 山田　吾 香取　煌太 古田土　晴気 大塚　健吾 阿部　泰知 桑原　寿典 宮田　海翔

小林　隼純 和田　大輝 芝田　昊 木村　来夢 村西　亮太(2) 久保田　智哉 石﨑　一平 吉田　蒼

齋藤　陸 湯原　海斗 植木　龍真(1) 関　陽人 小沼　心虎(1) 小林　光希 荻野　浩史 成瀬　槙人

大橋　駿音(4) 2m00 田野　禎貴(4) 2m00 永野　明斗(2) 1m90 西城　岳流(2) 1m90 阿部　悠 1m90 鴨志田　直紀(4) 1m85 上原　悠代(4) 1m85 大澤　伸宰(1) 1m85

流通経済大 GR 流通経済大 GR 流通経済大 流通経済大 ＳＰＡＲＫ 流通経済大 流通経済大 水戸工業高

海藤　崚二(4) 4m80 中村　雄大(2) 4m60 鈴木　健礼(3) 4m40 千葉　孝太郎 4m20 岩井　悠記(2) 4m00

国際武道大 GR 流通経済大 GR 国際武道大 =GR ＦＯＲＺＡ 流通経済大

末廣　元斗(1) 7m26(+3.8) 沖崎　一也 6m85(+2.0) 宍戸　風太(2) 6m84(+2.3) 吉田　蒼(3) 6m72(+2.8) 石﨑　一平 6m46(+4.0) 佐久間　大貴(2) 6m39(+2.4) 阿部　裕太(1) 6m08(+1.0) 加藤　匠(2) 5m50(+2.9)

国際武道大 公認記録なし シードソレイユ 国際武道大 公認6m50(+1.9) 水戸桜ノ牧高 公認4m57(+0.4) ビーイング 公認6m36(+1.2) 国際武道大 公認6m23(+1.6) 水戸桜ノ牧高 水戸桜ノ牧高 公認5m05(+1.0)

新井　克岳(1) 11m04 田代　樹(3) 8m89 吉岡　祐希(1) 8m41 片野　真寛(1) 8m05

水戸桜ノ牧高 東海高 佐和高 佐和高

永山　透 12m21 松本　直人(1) 9m81

ＦＯＲＺＡ 茨城大

【高校一般女子】

日付 種目

小松崎　妃紅(1) 12.33 上田　愛実(3) 12.37 五十嵐　優香(1) 12.51 飯島　真帆 13.03 塙　麻菜(2) 13.21 飯田　望見 13.42 畑山　美空(1) 13.43

水戸啓明高 茨城キリスト高 水戸桜ノ牧高 シードソレイユ 茨城キリスト高 ＤＡＣ 水戸桜ノ牧高

佐藤　七海(2) 10:59.02 森谷　十月 10:59.40 塙　茉結子(2) 11:24.51 山口　愛菜(1) 11:34.69 髙杉　悠菜(2) 11:37.97 神原　あさひ(2) 11:41.44 小池　杏莉(1) 12:18.83 豊嶋　眞樹子 12:25.18

水戸桜ノ牧高 シードソレイユ 常磐大高 明秀学園日立高 常磐大高 緑岡高 明秀学園日立高 ビーイング

水戸啓明高 50.57 水戸桜ノ牧高 50.80 鹿島学園高 52.66 東海高 54.51 佐和高 54.99 緑岡高 56.44

渡邉　広 佐治　海悠 生田　結愛 森田　みお 小川　藍 近藤　優羽

渡辺　華帆 畑山　美空 渡辺　帆南 宮城　海優 鮎沢　榛菜 宮地　綾乃

渡辺　凜 磯部　梓 桃　心優 川俣　阿惟 増子　想菜 緑川　陽菜

小松崎　妃紅 五十嵐　優香 生井澤　彩瑛 藤田　葵 円谷　莉緒 神原　あさひ

市村　美咲(1) 1m50 渡邉　広(1) 1m35 小山　藍(1) 1m35

水戸桜ノ牧高 水戸啓明高 佐和高

藤田　夏穂(4) 3m40 深澤　早紀子 3m30 上村　栞凪(1) 3m00 藤岡　朱音 2m80

東京女子体育大 ビーイング 国際武道大 筑波ウインドＡＣ

渡辺　凜(3) 5m38(+2.9) 箕輪　明星(2) 5m34(+3.8) 廣田　留唯(2) 5m14(+3.1) 村山　瑠香(3) 4m99(+3.0) 黒澤　凜(3) 4m96(+2.9) 黒田　望華(1) 4m90(+1.3) 渡辺　華帆(1) 4m74(+2.0) 佐治　海悠(2) 4m27(+2.0)

水戸啓明高 公認5m32(+0.5) 流通経済大 公認5m25(+1.9) いなしきA・I 公認記録なし 茨城キリスト高 公認4m88(0.0) 茨城キリスト高 公認4m83(-0.1) いなしきA・I 水戸啓明高 水戸桜ノ牧高

小川　寧々(1) 9m82 庄司　怜央菜(2) 8m62 岩渕　衣里(1) 7m92

茨城キリスト高 緑岡高 茨城キリスト高

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

6月5日
高校一般男子100m

風：+0.7

6月5日 高校一般男子棒高跳

6月5日 高校一般男子4X100mR

6月5日 高校一般男子走高跳

6月5日 高校男子砲丸投(6.000kg)

6月5日 高校一般女子4X100mR

6月5日 高校一般女子走幅跳

6月5日 高校一般女子走高跳

6月5日 高校一般男子走幅跳

6月5日 高校一般女子棒高跳

6月5日 高校一般女子3000m

6月5日
高校一般女子100m

風：+2.4

6月5日 高校一般男子3000m

6月5日 一般男子砲丸投(7.260kg)

6月5日
高校一般女子砲丸投

(4.000kg)

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


