
決　勝　記　録　一　覧　表
平成20年度　茨城県陸上競技国体予選会　兼　第3回記録会
主催：茨城陸上競技協会 2008年6月22日（日） 笠松運動公園陸上競技場

<男子>
種　目

石塚　海渡 11.65 田坂　亮 11.75 高橋　広大 11.82 小久保　宰 12.21 矢口　瑛斐 12.31 佐藤　裕樹 12.72 根本　太樹 12.75 中川西　亮 12.81

並木中2 +5.2 並木中3 +5.2 並木中3 +4.9 総和北中3 +5.2 並木中2 +4.9 総和北中2 +4.9 並木中3 +4.9 並木中2 +5.2

山本　啓斗 5.05.23 山本　岳志 5.24.73 成田　翼 5.38.05

並木中3 並木中2 ふるさとＲＡＣ中1

野村　広大 10.84 青木　貴紀 10.93 天野　英哉 10.94 浅見　大輔 10.99 木野村　嘉則 11.05 西埜　翼 11.07 西尾　謙次郎 11.15 山本　悠輔 11.30

筑波大院D2 +1.4 筑波大4 +1.4 筑波大院M2 +1.4 銀龍會（静岡） +4.1 茨城茗友ク +1.4 銀龍會（静岡） +1.4 茨城大4 +4.1 茨城大3 +1.4

石坂　邦之 開　隆之 山本　祐樹 山下　弘文 西尾謙次郎 櫻井　慎 上久保　翔太 八木岡　慶

筑波大4 茨城大1 波崎柳川高3 茨城大4 茨城大4 常磐大高2 常磐大高1 常磐大高3

三宅　雄太 中間　茂雄 鎌田　大河 倉持　秀樹 堤　昭仁 檜山　由 立花　寿樹 大山　諭

鹿島学園高2 笠松走友会 佐和高1 鹿島学園高1 鹿島学園高1 東海高1 佐和高1 美野里ク

高校・やり投 根本　将義

常磐大高1

<女子>
種　目

楠木まなほ 13.54 大沼　実智瑠 13.83 岩波　詩野 14.04 阿知和　美冴 14.11 小林　美紀 14.19 吉田　怜子 14.78 有野　瑞貴 14.81 角　日向子 14.90

並木中3 +3.1 並木中2 +3.1 並木中2 +3.1 総和北中3 +3.1 勝田二中1 +2.3 並木中3 +2.3 並木中2 +2.3 並木中2 +2.3

桜井　美佳 佐藤　美月 中村　水紀 大野　早瑛 桒久保　知遥

水戸一中2 並木中2 峰山中3 並木中1 並木中1

浅野　里菜 13.10 鈴木　彩奈 13.24 雨宮　五月 13.48 石井　花奈 13.49 岩本　美咲 13.52 石井　琴美 13.57 伊藤　未希 13.67 常井　涼子 13.82

水戸三高2 +1.6 東海高3 +1.6 水戸三高1 +1.6 水戸三高2 +4.3 水戸二高1 +4.3 水戸三高2 +1.6 水戸三高1 +1.6 水戸三高1 +1.6

石井　琴美 常井　涼子 渡邉　仁美 吉原　さゆり 伊藤　未希 雨宮　五月 井坂　みつき 角田　諒子

水戸三高2 水戸三高1 常磐大3 茨城大3 水戸三高1 水戸三高1 ふるさとRAC高2 水戸二高1

井坂　みつき 沼田　縁 中庭　春菜 大谷　麻美 海老澤　愛美 笹沼　愛美 小瀧　未華 粉川　愛里

ふるさとRAC高2 水戸三高2 水戸三高3 水戸三高2 水戸三高3 水戸三高1 水戸三高1 常磐大高2

やり投 弓野　晃奈 仁平　彩香 額賀　恵理奈

大成女子高1 水戸三高1 大成女子高2

時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s 記録・情報処理員主任 　　柴田　克英
10:00 雨 20.6 97 東北東 3.4
11:00 雨 20.4 97 北東 2.0
12:00 雨 20.8 92 北東 3.8
13:00 雨 20.8 97 北東 3.0
14:00 雨 20.8 97 北北東 1.9
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