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ケーズデンキスタジアム水戸

男子

日付 種目

5/4 招待男子100m 塚原　直貴 10.39 女部田　亮 10.50 金森　和貴 10.54 馬場　友也 10.58 伊藤　太一 10.64 中山　泰志 10.66 北村　拓也 10.70

風:-0.5 千葉：富士通 東京：中央大 島根：筑波大 北海道：東海大 茨城：茨城大 鹿児島：筑波大 広島：早稲田大

5/4 招待B男子100m 梨本　真輝 10.75 竹井　尚也 10.82 畠山　純 10.84 欠畑　岳 10.85 魚里　勇介 10.88 永沼　賢治 10.90 九鬼　靖太 11.19

風:-1.0 千葉：大東文化大 京都：早稲田大 静岡：スズキ浜松AC 岩手：早稲田大 愛知：筑波大 大分：早稲田大 和歌山：筑波大学院

5/4 招待男子110mH 矢澤　航 13.97 齋藤　陽平 13.98 大橋　祐二 14.11 キニークリストファー 14.13 古川　裕太郎 14.15 馬場　和樹 14.27 早川　恭平 14.56 和戸　達哉 14.68

風:-1.3 神奈川：法政大 秋田：筑波大 埼玉：ミズノ 茨城：ゼビオ 愛知：小島プレス 埼玉：筑波大 長野：早稲田大 和歌山：和歌山陸協

5/4 招待男子110mH（B) 森田　俊一 14.07 白山　大樹 14.16 吉岡　駿貴 14.16 渡邊　和敏 14.24 吉村　健吾 14.26 増野　太郎 14.29 粟野　祐弥 14.42

風:-0.2 東京・J.VIC 千葉・国際武道大 大阪・中央大 神奈川・LOW-TECH 愛　知・日本体育大 北海道・東海大 日本体育大

5/4 招待男子走高跳 尾又　平朗 2m15 冨山　拓矢 2m15 衛藤　昂 2m15 醍醐　直幸 2m10 江戸　祥彦 2m10 土屋　光 2m05 赤井　裕明 1m95

千葉：ミズノ 広島：鶴学園クラブ 三重：筑波大 東京：ニューモード 北海道：山本ビル 東京：モンテローザ 愛知：愛知茗友クラブ

5/4 招待男子棒高跳 永田　純也 5m20 松澤ジアン成治 5m10 山本　智貴 5m00 石川　文貴 5m00 佐小田　孝一 4m80

神奈川：横浜市陸協 長野：中京大 広島：日本体育大 茨城：順天堂大 東京：J.VIC

5/4 招待男子走幅跳 大岩　雄飛 7m65 0.0 嶺村　鴻汰 7m63 +0.6 髙政　知也 7m48 +1.4 西海　亮 7m47 +1.2 新村　守 7m42 +1.4 志鎌　秀昭 7m28 +0.5 東　孝一 7m20 -0.8 林　風汰 7m14 +0.8

東京：モンテローザ 長野：筑波大 千葉：順天堂大 大阪：順天堂大 新潟：新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 茨城：阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 愛知：小島プレス 三重：早稲田大

5/4 招待男子三段跳 越川　大紀 15m65 +1.5 笠松　諒 15m58 +1.3 藤林　献明 15m56 +1.5 山本　雄介 15m22 +1.6 中川　篤志 15m18 +0.5 十亀　慎也 15m02 +1.5 木野村　嘉則 14m65 +1.2 土岐　泰徳 14m28 +1.2

千葉：順天堂大 東京：ニューモード 群馬：群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 愛知：小島プレス 東京：ニューモード 愛媛：一宮グループ 茨城：茨城茗友クラブ 神奈川：日本体育大

5/4 招待男子砲丸投 鈴木　孝尚 16m74 吉田　孝博 15m59 久次米　裕介 14m21

和歌山：和歌山陸協 茨城：茨城茗友クラブ 徳島：筑波大学院
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2013年度 水戸招待陸上 兼 水戸市陸上競技大会
主催：水戸市陸上競技協会・茨城陸上競技協会・（公財）水戸市スポーツ振興協会
共催：水戸市・水戸市教育委員会
後援：水戸市体育協会・水戸市小学校体育連盟・水戸市中学校体育連盟・茨城新聞社
協賛；ミズノ株式会社

女子

日付 種目

5/4 招待女子100m 北風　沙織 11.85 和田　麻希 12.03 坂内　睦 12.04 世古　和 12.07 菅原　聡美 12.17 立山　紀恵 12.25 須田　紗織 12.27 中野　瞳 12.76

風:-0.7 北海道：北海道ﾊｲﾃｸAC 京都：ミズノ 東京：東京女子体育大学AC 三重：筑波大 東京：中央大 鹿児島：森口病院 三重：M&K 兵庫：筑波大

5/4 招待女子3000m 北島　弘美 9:37.85 中村　里沙 9:46.22 伊坂　菜生 9:55.17 高橋　舞 9:57.16 尾﨑　梨乃 9:58.01 三上　柚花 10:06.99 福島　清香 10:08.77 細野　真由 10:11.37

茨城：日立 茨城：日立 茨城：日立 茨城：日立 茨城：日立 茨城：日立 茨城：水戸二高 茨城：日立

5/4 招待女子100mH第1レース 清山　ちさと 13.68 岸　沙耶香 13.81 竹原　史恵 14.07 大橋　優美子 14.07 城下　阿李奈 14.08 久貝　瑞稀 14.23

風:+1.9 宮崎：筑波大 愛知：小島プレス 茨城：長谷川体育施設 千葉：千葉商大付属教員AC 神奈川：東京女子体育大 茨城：筑波大

5/4 招待女子100mH第2レース 清山　ちさと 13.97 岸　沙耶香 14.18 大橋　優美子 14.22 寺田　明日香 14.24 竹原　史恵 14.45 久貝　瑞稀 14.48 城下　阿李奈 14.57

風:-0.4 宮崎：筑波大 愛知：小島プレス 千葉：千葉商大付属教員AC 北海道：北海道ﾊｲﾃｸAC 茨城：長谷川体育施設 茨城：筑波大 神奈川：東京女子体育大

5/4 招待女子棒高跳 住石　智子 3m90 竜田　夏苗 3m80 榎本　優子 3m60 小田嶋　怜美 3m40

千葉：新日鐵住金君津 大阪：武庫川女子大 千葉：筑波大 千葉：清和大

5/4 招待女子走幅跳 平加　有梨奈 6m43 -1.1 清水　珠夏 6m11 0.0 井村　久美子 6m00 +0.6 淺野　えりな 5m81 -0.3 中野　瞳 5m78 +1.7 山田　優 5m52 +1.9 森本　麻里子 5m52 -0.6 竹原　史恵 5m50 -0.5

北海道：北翔大 千葉：中央大 三重：ｲﾑﾗｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 埼玉：中央大 兵庫：筑波大 埼玉：筑波大 東京：日本女子体育大 茨城：長谷川体育施設

記録主任 柴田　幸義
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