
決勝記録一覧表
第４回茨城県陸上競技記録会（07080302）
主催：茨城陸上競技協会 ２００７年１０月２０日（土） 笠松運動公園陸上競技場 （081010）

性別 種目

久保田　裕亮 (2) 22.73 関　直人 (2) 23.03 秋野　雅一 (0) 23.09 倉持　翼 (2) 23.18 三嶋　飛鳥 (0) 23.42 寺門　裕基 (1) 23.49 入江　勝也 (3) 23.50 玉木　雄貴 (1) 23.55

中央高 +0.1 水戸工業高 +0.1 筑波大医学 +0.1 東海高 +0.0 筑波大医学 +0.1 勝田工業高 -1.2 日立工業高 -1.2 高萩高 -1.2 

猪狩　雄也 (2) 2.01.05 岩沢　哲也 2.06.79 加藤　弘貴 (1) 2.09.68 大足　知広 (2) 2.09.89 田崎　三生 (2) 2.11.38 山形　尚史 (2) 2.12.28 中野　雄太 (3) 2.13.30 佐藤　大地 (1) 2.15.03

日立工業高 並木高教 中央高 水戸一高 中央高 高萩清松高 つくば秀英高 水戸工業高

岡部　省吾 (3) 8.52.46 荒木　伸哉 (1) 9.20.69 宮本　章嗣 (2) 9.36.17 根本　裕啓 (3) 9.46.05 井海田　健司 (3) 9.47.38 河井　麗 (1) 9.48.68 高畑　賢人 (3) 9.53.70 馬上　陽介 (3) 9.54.62

境西高 水戸一高 並木高 水戸工業高 筑波大医学 水戸工業高 水戸工業高 松丘高

J.M.ダビリ 13.32.96 A.ジョロゲ 13.36.29 鈴木　嘉次 15.33.81 楠　康平 (3) 15.38.51 冨山　巌央 15.39.12 遠西　学 (3) 15.47.95 太田　光司 (3) 15.58.89 高田　敏明 16.00.06

小森コーポレーション ケニア 日製日立 阿見ＡＣ 日立ＨＴ 水戸工業高 水戸工業高 日製日立

110mH 樫本　剛平 16.47 皆藤　慧 (1) 17.31 武田　千隼 (2) 20.05

(1.067m) ビーイング -2.7 中央高 -2.7 東海高 -2.7

400mH 長沼　睦樹 (2) 57.85 野村　和弘 (3) 61.85 岡本　紘幸 (3) 62.97 熱田　貴之 (1) 64.78 田尻　晴也 (1) 66.49 若梅　一真 (1) 66.64 出澤　好隆 (1) 67.28 横尾　勇輝 (2) 67.89

(0.914m) 牛久高 中央高 高萩高 筑波大医学 日立工業高 筑波大医学 水戸工業高 中央高

常井　慎悟 (2) 1m65 関口　知宣 (1) 1m55

水戸工業高 水戸工業高

米川　継太 (2) 5m86 安達　健太 (1) 5m83 樫本　　剛平 5m70 丸茂　直樹 (1) 5m38 坂上　結人 (2) 5m10 正治　徹一 (1) 4m86 荻谷　喬之 (1) 4m74 中川　考介 (1) 4m74

水戸工業高 +1.2 水戸工業高 +0.7 ビーイング -0.3 水戸一高 +1.2 高萩清松高 +1.0 勝田工業高 0.5 勝田工業高 0.0 水戸一高 +1.5 

砲丸投 清水　章文 (1) 8m98

(7.26kg) 筑波大医学

砲丸投 小林　夏樹 (3) 13m74 石井　雄貴 (1) 9m89 海老根　尚 (2) 9m86 菅谷　健 (1) 7m27 黒澤　勇介 (1) 6m66 小室　裕樹 (1) 6m17 川上　高明 (1) 5m64

(6kg) 日立工業高 日立工業高 水戸工業高 東海高 高萩高 高萩高 佐和高

やり投 小林　裕輔 (1) 33m87 大貫　翔馬 (1) 33m34 三宅　教夫 (1) 32m76

(800g) 中央高 水戸工業高 日立工業高

性別 種目

塙　碧 (2) 26.78 石井　琴美 (1) 26.97 鈴木　彩奈 (2) 27.54 浅野　里菜 (1) 27.59 渡邊　奈々 (1) 27.60 和田山　育未 (1) 27.73 渡邉　仁美 (2) 27.89 鱒渕　悠梨 (1) 28.15

東海高 +1.0 水戸三高 +1.0 東海高 +1.0 水戸三高 +1.0 水戸三高 +0.8 水戸一高 +1.0 常磐大 +1.0 境西高 +0.7 

石井　幸枝 2.28.11 日座　奈々 (2) 2.32.08 蔵持　佑美 (3) 2.33.75 桜井　美佳 (1) 2.35.68 長谷川　史織 (2) 3.18.05

日立多賀 常磐大 つくば秀英高 水戸一中 並木高

江橋　愛 (1) 11.13.42 青山　有利恵 (2) 11.30.63 鈴木　希美 (1) 12.10.18 赤津　沙也香 (2) 12.36.87 間島　雪葉 (1) 12.41.03 松下　真緒 (1) 12.43.22 濱田　優貴 (1) 13.09.63 大和田　知穂 (1) 14.20.40

水戸工業高 並木高 水戸一高 岩瀬高 岩瀬高 並木高 並木高 岩瀬高

100mH 鱒渕　悠梨 (1) 16.79 小畠　恵梨香 (2) 18.00 高安　紘子 (1) 20.23 杉山　碧 (1) 21.78 柴　麻弓 (1) 21.94

(0.840m) 境西高 -1.2 牛久高 -1.2 水戸一高 -1.2 水戸一高 -1.2 牛久高 -1.2

400mH 小嶋　友美 (1) 74.74 田崎　美和 (1) 75.36 野出木　光代 (3) 77.88 大金　瑠美 (1) 78.84

(0.762m) 岩瀬高 水戸一高 つくば秀英高 高萩清松高

小室　恵実 (2) 1m50 井上　由梨佳 (3) 1m40 川村　瞳 (1) 1m35 加藤　千恵 (1) 1m30

佐和高 筑波大医学 つくば秀英高 佐和高

星　亜希保 (1) 4m38 堀井　亜由美 (1) 4m38 川田　沙樹 (1) 4m01 山本　栞 (2) 3m54

水戸三高 +0.0 高萩高 +0.1 高萩高 +0.4 中央高 +0.4 

やり投 伊藤　鮎子 (2) 20m72

(600g) 東海高
記録主任：柴田克英

時刻 天候 湿度　％ 風速　m/s

10：00 晴 53 0.8

11：00 晴 46 0.5

12：00 晴 59 1.6

13：00 晴 55 1.922.0
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