
上位記録一覧表（男子）
第４回茨城県陸上競技記録会（08080302）
主催：茨城陸上競技協会 ２００９年１０月２５日（日） 笠松運動公園陸上競技場 （081010）

日付 種目

堀江　竜矢 (1) 10.84 豊崎　正人 (1) 10.98 木野村嘉則 (0) 11.05 三浦　政俊　 (2) 11.12 深田　一樹 (1) 11.16 神田　重 (2) 11.22 天野秀哉 (0) 11.26 内田　康平 (2) 11.37

下妻二高 +4.1 流通経済大 +4.1 茨城茗友クラブ +4.1 東洋大牛久高 +4.1 常磐大学高 +4.1 緑岡高 +4.1 茨城茗友クラブ +4.1 東洋大牛久高 +2.7 

茂木　裕次郎 (2) 0.51.13 海野　一樹 (2) 0.52.08 嶋田　正太 (2) 0.52.41 中嶋　雄大 (2) 0.52.60 山口　諒 (2) 0.52.72 岩井　朋晃 (2) 0.53.13 大和田　朋也 (1) 0.53.25 清浦亮二 (2) 0.53.41

筑波大 緑岡高 茨城キリスト高 東洋大牛久高 茨城高専 勝田工業高 緑岡高 水戸工業高

勝井　翔平 (2) 9.14.20 木村　芳幸 (2) 9.29.61 中島　一樹 (2) 9.33.39 上久保　翔太 (2) 9.42.40 山森　正久 (2) 9.45.95 菊池　健二 (1) 9.47.95 檜山　由 (2) 9.49.52 大内　涼太 (1) 9.51.79

水海道一高 土浦三高 茨城キリスト高 常磐大学高 水海道一高 常磐大学高 東海高 佐竹高

柴　晃洋 (1) 15.42.96 田島　修平 (3) 15.47.74 上手　慶 (1) 15.49.19 松延　弘己 (2) 15.51.49 永山　純 (3) 15.54.19 笹島　明紘 16.23.31 石橋　優一 (2) 16.27.28 木戸　孝 16.27.45

下妻二高 下妻二高 土浦三高 土浦三高 勝田工業高 茨城陸協 佐和高 常陸走友会

柴山　一仁 (D2) 14.49 皆藤　慧 (3) 15.53 大崎　翔太郎 (1) 16.76 荒蒔将志 (2) 16.90 植木　貴久 (2) 17.55 大久保　智弘 (2) 17.58 大曽根　彬 (1) 17.74 牧野　佑哉 (2) 19.61

筑波大大学院・栃木 +3.2 中央高 +1.9 常磐大学高 +3.2 水戸工業高 +1.9 緑岡高 +3.2 水海道一高 +1.9 緑岡高 +1.9 水海道一高 +3.2 

中尾　奨 (2) 0.55.35 野口　佳吾 (2) 0.59.29 常井　裕人 (3) 1.01.30 下村　恭介 (1) 1.02.47 根本　昌弥 (1) 1.08.77

筑波大・大阪 牛久高 茨城高専 牛久高 茨城高専

常磐大学高 44.69 緑岡高 44.84 水戸工業高A 45.44 水海道一高 46.14

  深田　一樹 (1)   植木　貴久 (2)   荒蒔将志 (2)   大久保　智弘 (2)

  根本　卓 (1)   神田　重 (2)   清浦亮二 (2)   斎藤　弘貴 (2)

  川島　雅人 (1)   海野　一樹 (2)   稲野辺倫幸 (1)   牧野　佑哉 (2)

  中村　亮平 (1)   多比良　直幸 (1)   富山洋平 (2)   滝本　敦史 (2)

野露樹佑 (2) 1m75 平塚　滉大 (2) 1m65 貝塚　智之 (2) 1m65 髙橋　徹十郞 (1) 1m60 坂本　直也 (1) 1m60 齊木　浩登 (1) 1m60 峯村幸希 (2) 1m55 畠山　優(茨城高専) (1) 1m50

水戸工業高 水戸商業高 東洋大牛久高 東洋大牛久高 東海高 石岡二高 水戸工業高 岩城　峻太郎(常磐大学高)

藤井　信之介 (3) 6m23 川島　晃輔 (1) 6m17 佐藤　優斗 (1) 5m79 秋庭　大樹 (1) 5m76 鈴木　真 (2) 5m66 中尾　将大 (1) 5m46 鶴井　崇博 (2) 5m06 石橋　昌之 (1) 4m71

東洋大牛久高 +1.7 総和高 +3.6 佐和高 +2.6 日立商業高 +2.1 東洋大牛久高 +3.0 下妻二高 +1.5 勝田工業高 +1.5 東洋大牛久高 +1.2 

翁　晋平 (3) 13m91 川島　晃輔 (1) 12m84 宮島　裕人 (2) 12m43 向井　直樹 12m08 柳田　真ノ介 (2) 11m78 津賀田　翔 (1) 11m66 根本　恭兵 (2) 11m56

筑波大(京都） +2.8 総和高 +4.0 下妻二高 +2.5 茨城茗友クラブ +1.5 茨城キリスト高 +3.7 下妻二高 +2.1 土浦工業高 +2.2 

砲丸投 熊代　拓海 (2) 11m89 鈴木　琢土 (2) 11m62 小宮　敦 (2) 11m60 待山　泰久 (1) 10m92 飯塚　凌平 (2) 10m69 小林　純平 (2) 9m27 鹿志村　篤 (2) 8m88 日向寺　真 (1) 8m52

(6kg) 高萩高 総和高 東洋大牛久高 東洋大牛久高 東洋大牛久高 佐和高 東海高 東海高

砲丸投 鈴木　利宗 12m95

(7.26kg) 茨城陸協

円盤投 秋山　朋哉 (1) 26m92 鈴木　琢土 (2) 26m75 小林　純平 (2) 26m50 鹿志村　篤 (2) 26m12 岩本　優介 (1) 25m94 上妻　翼 (2) 25m18 黒澤　勇人 (2) 22m29 日向寺　真 (1) 21m65

(1.75kg) 東洋大牛久高 総和高 佐和高 東海高 水海道一高 日立商業高 高萩高 東海高

やり投 宗本　壮幸 (1) 47m09 畠山　竜大 (3) 45m85 坂上　光 (2) 44m72 渡邉　大智 (2) 43m52 牧野　佑哉 (2) 40m83 根本　祐太郎 (1) 39m47 鈴木　翔太 (2) 39m21 田中健人 (2) 38m85

(800g) 茨城高専 茨城高専 東洋大牛久高 勝田工業高 水海道一高 水戸商業高 茨城高専 水戸工業高

記録情報主任　柴田　克英
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上位記録一覧表（女子）
第４回茨城県陸上競技記録会（08080302）
主催：茨城陸上競技協会 ２００９年１０月２５日（日） 笠松運動公園陸上競技場

日付 種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ６位５位

篠崎　萌 (2) 12.95 楠木　まなほ (1) 13.18 萩野谷　安己帆 (2) 13.23 佐野　文菜 (2) 13.26 鈴木　里奈 (2) 13.29 舘野　碧 (1) 13.41 吉原　さゆり (4) 13.43 佐藤　愛 (1) 13.44

土浦三高 +1.6 牛久高 +3.4 佐和高 +1.6 東洋大牛久高 +2.9 佐和高 +1.6 下妻二高 +2.9 茨城大 +3.4 土浦三高 +3.4 

糸賀　夢貴恵 1.01.73 入道　梨紗 (2) 1.04.43 大里　真唯 (1) 1.05.21 松村　泉 (1) 1.06.54 根本　有紗 (2) 1.07.81 逆井　久美 (1) 1.08.05 平子　由理香 (1) 1.08.25 小林　理沙 (1) 1.09.17

茨城陸協 佐和高 下妻二高 東洋大牛久高 佐和高 波崎柳川高 常磐大学高 常磐大学高

坂　瑞穂 (3) 4.56.72 菊池　千里 (1) 5.17.68 塚脇　七海 (1) 5.18.67 木戸　美希 (2) 5.23.36 横張　葵 (1) 5.24.51 薄井　舞子 (2) 5.26.42 秋元　美保子 (1) 5.55.23 中島　真可 (1) 6.12.97

鹿島高 佐和高 東洋大牛久高 牛久高 牛久高 水戸商業高 水戸商業高 東海高
1500m
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鹿島高 佐和高 東洋大牛久高 牛久高 牛久高 水戸商業高 水戸商業高 東海高

来栖　梓 (3) 9.41.07 小室　美穂 (3) 9.43.60 工藤　真衣 (2) 9.49.01 黒澤　莉楠 (3) 9.49.73 篠田　由貴子 (2) 9.54.99 小田　彩佳 (2) 10.11.14 黒澤　夏楠 (3) 10.16.63 和泉　千鶴 (2) 10.18.16

茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高 土浦三高 茨城キリスト高 土浦三高

井上　愛理 (2) 16.56 石川　由乃 (2) 16.96 寺門　沙耶香 (2) ②16.96 鈴木　美咲 (1) 17.16 河合　眞生子 (1) 18.32 櫻井　志穂 (1) 19.15 布施　この実 (1) 19.18 坂爪　まどか (2) 19.28

緑岡高 +2.1 下妻二高 +2.1 佐和高 +2.1 水戸三高 +2.1 緑岡高 +2.0 茨城高専 +2.0 鹿島高 +2.1 佐竹高 +2.0 

水戸商業高 52.58 緑岡高 53.19 常磐大学高 56.82

  鈴木　愛実 (1)   温井　るり子 (2)   平子　由理香 (1)

10/25 3000m

10/25 100mH

鈴木 愛実 ( ) 温井 るり子 ( ) 平子 由理香 ( )

  檜山　裕紀 (1)   井上　愛理 (2)   朝日　芙美子 (1)

  黒﨑　瀬奈 (1)   藤咲　翔子 (2)   小林　理沙 (1)

  箕浦　朱音 (1)   中橋　由紀子 (2)   山田　里菜 (2)

佐々木　彩乃 (2) 1m50 菅原　菜々恵 (2) 1m45 小室　恵実 1m45 小嶋　美志 (1) 1m45 森山　真帆 (2) 1m45 黒澤　純沙 (1) 1m40 大澤　舞 (2) 1m40 栗林　莉那 (1) 1m30

緑岡高 佐和高 ビーイング 水戸商業高 牛久高 佐和高 緑岡高 下妻二高

吉澤　純菜 (1) 4m81 大賀　鮎佳 (1) 4m78 小嶋　美穂 (1) 4m76 楠木　まなほ (1) 4m70 坂本　愛 (1) 4m43 吉原　さゆり (4) 4m40 飯泉　由真 (1) 4m35 檜山　裕紀 (1) 4m33

10/25 4X100mR

10/25 走高跳

女子走幅跳10/25
吉澤 純菜 賀 佳 嶋 美穂 楠 坂本 吉原 り 飯 真 檜 裕紀

鹿島高 +4.3 下妻二高 +3.3 水戸三高 +1.4 牛久高 +1.0 下妻二高 +2.7 茨城大 +4.2 東洋大牛久高 +3.5 水戸商業高 +1.5 

小圷　智子 11m34 大野　瑛世 (2) 9m75 佐藤　彩乃 (3) 9m60 瀧口　あずさ (1) 9m48 小貫　奈津実 (1) 8m83

順天堂大クラブ +3.6 鹿島高 +1.9 白岡ＲＣ（埼玉） +1.7 高萩高 +2.7 水戸商業高 0.5 

砲丸投 福島　わかな 9m32 大津　絵美里 (1) 8m05 火ノ見　志穂理 (2) 7m67 川又　未歩 (2) 7m32 秋田　唯加子 (1) 7m19 飯島　響子 (2) 6m32

（4kg） 茨城陸協 東海高 佐和高 水戸商業高 佐竹高 水戸商業高

円盤投 上野　栞 (2) 28m25 福島　わかな (0) 27m74 藤咲　翔子 (2) 25m31 北村　茜 (2) 25m22 大津　絵美里 (1) 22m47 火ノ見　志穂理 (2) 19m31 菅原　苑夏 (1) 15m63

三段跳

10/25

女子走幅跳10/25

10/25

10/25

（1kg） 石岡二高 茨城陸協 緑岡高 水戸二高 東海高 佐和高 水戸商業高

やり投 峰　渚砂 (2) 27m79 長山　真子 (2) 27m09 藤咲　亜美 (1) 21m09 鈴木　綾那 (1) 19m04

(600g) 東洋大牛久高 鹿島高 水戸三高 高萩高

記録情報主任　柴田　克英
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時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s
10:00 晴 16.9 68 北東 2.1
11:00 曇 17.2 69 北北東 3.3
12:00 曇 17.0 69 東 3.4

時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s
10:00 晴 16.9 68 北東 2.1
11:00 曇 17.2 69 北北東 3.3
12:00 曇 17.0 69 東 3.4
13:00 晴 17.8 64 東北東 3.5
14:00 晴 17.0 64 東北東 4.0


