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種目
東海中 45.99 友部中 46.06 三和中 47.44 見川中 48.20 水戸三中 48.36 赤塚中 48.89 勝田一中Ａ 49.07 緑岡中 49.55
川上　大輝(3) 河野　陽(3) 風見　竜暉 岡山　翼(2) 増田　陽輝(2) 坂場　涼平(3) 木村　春文(3) 山中　椋太(2)
長嶋　大樹(3) 柏　龍(3) 倉持　拓馬 河西　一護(2) 樋口　博之(2) 国広　拓斗(2) 菊地　和輝(3) 麻生　航平(3)
小沼　剣真(3) 園部　大樹(2) 會澤　優磨 沼尻　勇輝(3) 鈴木　翔(2) 砂押　花道(2) 大塚　涼平(3) 小川　雄矢(2)
小貫　摂良(2) 伊早坂　凌士(3) 稲垣　優一 北澤　陽斗(2) 小池　友輝(2) 七字　修司(3) 松村　一輝(3) 林　駿太郎(2)
流通経済大 41.02 土浦湖北高 42.72 水戸一高 43.09 水戸商業高 43.24 太田一高Ａ 43.46 筑波大同好会Ｂ 43.59 水城高 43.61 下妻一高 43.86
黒澤　光(4) 大森　颯(3) 松本　隆臣(2) 鈴木　祐成(2) 川野邊　豊(3) 川越　亮承(6) 山口　和也(2) 西村　陽登(2)
仁上　祐一郎(3) 土田　武志(2) 勝山　桂多(3) 五十嵐　怜音(2) 沢山　匠(3) 三枝　直幹(3) 和田　有生(3) 磯　暢邦(3)
斉藤　颯斗(3) 会田　拓海(3) 坂本　和也(3) 鯉沼　享輔(3) 野田　達也(3) 小原　隼斗(4) 鈴木　智也(2) 福島　雄太郎(2)
佐々木　健也(2) 吉田　光佑(2) 藤武　直希(3) 池田　啓悟(2) 清水　大輔(2) 多田村　明弘(6) 野﨑　裕太(2) 沼田　聖那(3)
東海中 2:15.96 茨城中 2:18.78 大久保中 2:19.22 勝田三中 2:28.97
鈴木　健礼(3) 平野　光太郎(2) 板野　隼也(2) 清水　琢夢(3)
宮本　駿治(2) 大森　健彦(2) 亀田　昌悟(2) 山本　海斗(3)
川上　大輝(3) 武石　裕平(3) 徳永　光使(2) 大和田　光琉(2)
小貫　摂良(2) 田村　琢登(3) 黒澤　駿介(2) 内藤　雄介(3)
土浦湖北高Ａ 1:57.23 日立工業高 1:59.12 筑波大同好会Ｂ 1:59.52 筑波大同好会Ａ 2:00.68 土浦湖北高Ｂ 2:01.15 筑波大同好会Ｃ 2:01.56 水戸商業高 2:01.77 江戸川学園取手高Ａ 2:02.02
土田　武志(2) 菊地　偉郎(3) 川越　亮承(6) 慶本　天謹(3) 大前　佑樹(2) 寺嶋　祥(6) 沼尻　義広(3) 鳥羽　祐貴(2)
大森　颯(3) 根本　怜弥(2) 宇野　広隆(4) 中田　悠暉(2) 雪野　敦(2) 小原　隼斗(4) 五十嵐　怜音(2) 春山　尚志(3)
吉田　光佑(2) 小野　浩介(3) 藤岡　伝(4) 小澤　樹(2) 坂入　匠(3) 串間　琢郎(5) 鯉沼　享輔(3) 河合　祐樹(3)
会田　拓海(3) 荒川　和輝(2) 長澤　圭吾(5) 小林　智希(2) 片岡　輝(2) 和田　拓海(2) 池田　啓悟(2) 大山　大輝(3)
古河中等 3:40.56 総和中 3:52.33 水戸四中 3:57.84 東海中 4:05.39
村田　礼(3) 中村　光希(2) 青木　甚太(3) 小沼　剣真(3)
島村　夏惟(3) 吉田　温大(3) 鈴木　夢叶(2) 長嶋　大樹(3)
茂呂　碧斗(3) 井戸口　勇貴(2) 青木　悠汰(2) 須藤　柊介(3)
峯　正隆(3) 稲葉　隼人(3) 杉浦　心(2) 會澤　大陸(3)
流通経済大Ａ 3:23.18 筑波大同好会Ｂ 3:24.83 流通経済大Ｂ 3:25.58 筑波大同好会Ａ 3:27.56 鹿島高 3:28.09 筑波大同好会Ｃ 3:28.25 ビーイング 3:29.23 水戸桜ノ牧高Ａ 3:30.80
濱野　泰輔(2) 目黒　陸(4) 黒澤　光(4) 高橋　朋也(2) 根本　直弥(3) 串間　琢郎(5) 森田　大貴 宇田川　慶吾(3)
神谷　亮平(3) 藤岡　伝(4) 澤田　尚人(2) 小林　智希(2) 潮田　航大(3) 多田村　明弘(6) 藤井　達也 本田　大輝(2)
本田　順基(3) 長澤　圭吾(5) 佐々木　健也(2) 小澤　樹(2) 篠塚　大冴(3) 三枝　直幹(3) 山本　拓 足立　憲亮(3)
奥田　竜也(3) 小林　昂平(2) 杉山　拓(3) 中田　悠暉(2) 中野　峻介(3) 小原　隼斗(4) 石崎　一平 中島　啓喜(3)
東海中 9:24.97 友部中 10:04.67 笠原中 10:13.77 見川中 10:23.70 勝田一中 10:58.49
辻本　正文(3) 佐藤　修斗(3) 市毛　一馬(3) 星　英輝(2) 原田　竜希(2)
金子　鉄平(3) 五味田　優希(3) 永井　雄輝(3) 中山　洸輝(2) 宮下　晃太朗(2)
藤田　望夢(2) 荒木　義忠(3) 川崎　優希(3) 野口　真敬(2) 矢萩　進太郎(2)
藤本　文太(3) 鈴木　悠世(2) 斎藤　寧王(3) 橋本　颯馬(2) 佐藤　彪伍(2)
土浦湖北高 8:15.60 水城高 8:16.98 水戸一高Ａ 8:20.67 江戸川学園取手高Ａ 8:28.56 緑岡高Ａ 8:31.39 太田一高Ａ 8:33.28 鬼怒商業高Ｂ 8:36.38 下妻二高Ａ 8:36.59
土屋　友希(2) 加藤　流佳(3) 木村　佑(3) 有賀　廉人(3) 尾曽　竜之介(3) 綿引　理久(3) 松本　琉佳(3) 高橋　廉(3)
髙谷　正義(3) 大塚　一樹(3) 斎藤　真(3) 西村　有平(3) 横山　亮介(2) 木村　元(2) 渡邉　正紀(2) 鈴木　幹弥(2)
額賀　和(3) 川﨑　瑠唯(2) 古澤　裕太(3) 大山　大輝(3) 小村　寛都(3) 桐原　航生(3) 豊島　辰樹(2) 黒川　拓海(3)
小島　大樹(3) 中島　哲平(3) 井能　猛(3) 石橋　虎太郎(3) 古川　塁(2) 皆川　龍仁(3) 鉄炮塚　陸(3) 中山　竜(3)
三和中 50.67 東海中 52.30 水戸四中 52.43 勝田二中 53.53 見川中 53.81 笠原中Ａ 53.88 千波中 54.18 笠原中Ｂ 54.32
小島　亜海 杉山　令奈(3) 津金　彩香(3) 木野内　美南(3) 坂田　澄佳(2) 野口　瑚(3) 坂田　奈々夏(2) 田中　幸羽音(2)
香取　優芽海 藤田　結衣(3) 西野　真菜香(3) 佐竹　優希奈(3) 山縣　奈央(2) 山口　佳沙葉(3) 八島　希美(2) 深田　莉央(2)
関根　こころ 菊池　鈴凛(3) 小森　楓花(3) 大谷　瑛理香(3) 齋藤　万尋(3) 渋江　妙菜(3) 大橋　亜衣(2) 高倉　愛留(2)
八城　和佳葉 岩間　瑞希(3) 恩田　ミキ(3) 森田　あいか(3) 磯畑　麗美(3) 細貝　百加(3) 旭　彩華(2) 依田　優心(3)
茨城キリスト高Ａ 50.55 茨城キリスト高Ｂ 51.14 水戸一高 51.45 水戸商業高 51.54 牛久栄進高 51.67 水戸三高⑥ 52.50 緑岡高⑥ 52.50 水戸二高Ｂ 52.58
萩谷　陽由(3) 米倉　杏(2) 石川　美希(3) 飯島　沙稀(2) 山本　紗生(2) 塙　悠華(2) 前野　怜美(3) 稲川　志穂(3)
坂本　るみ(2) 鈴木　梨可(2) 横須賀　裕夏(2) 舛田　美咲(3) 益田　早夏(2) 森　亜由美(3) 佐藤　かほる(2) 石川　夏帆(2)
樫村　奈由(2) 渡辺　知里(3) 馬崎　美優(2) 藤田　理華子(3) 桒久保　映美(3) 菊地　真実(3) 木村　琴音(3) 宮西　葉月(2)
五十嵐　美帆(2) 阿部　百恵(3) 圷　彩那(3) 大内　亜美(3) 安達　玲奈(2) 小林　亜美(3) 井坂　ひかる(2) 山口　優香(2)
勝田三中 2:44.06
武内　沙樹(3)
原　　明希(2)
中山　こころ(2)
磯崎　彩華(3)
水戸二高 2:26.14 水戸商業高 2:29.48 緑岡高 2:31.93 佐和高 2:32.58 江戸川学園取手高Ａ 2:32.96 水城高Ａ 2:33.50 水戸一高Ａ 2:34.10 江戸川学園取手高Ｂ 2:34.96
岸田　祐花(3) 舛田　美咲(3) 前野　怜美(3) 安達　美沙希(2) 林　優花(3) 下条　貴己(2) 圷　彩那(3) 長澤　歩美(1)
宮西　葉月(2) 大内　亜美(3) 井坂　ひかる(2) 山本　裕美(2) 秋山　舞音(2) 根本　ひかり(3) 柄澤　菜々美(3) 染谷　佳鈴(1)
橋本　春菜(3) 七字　紗昌(2) 木村　琴音(3) 白井　芽依(3) 清水　美那(3) 青木　紗佳(3) 石川　美希(3) 高野　沙妃(1)
山口　優香(2) 緑川　莉々子(2) 佐藤　かほる(2) 鹿志村　光希(3) 三浦　舞子(3) 竹松　真珠(3) 田代　碧(2) 家村　有紀(1)
総和中 4:38.30 水戸四中Ｂ 4:39.64
秋田　藍璃(3) 寺門　瑞葵(2)
早川　心(2) 市村　さくら(2)
野川　由貴(3) 赤司　怜和(2)
遠藤　萌可(2) 塙　明香里(2)
茨城キリスト高Ａ 4:01.13 日立二高 4:12.07 牛久栄進高 4:18.40 水戸三高 4:23.55 茨城キリスト高Ｂ 4:27.79 水戸桜ノ牧高 4:28.30
渡辺　知里(3) 鈴木　萌香(3) 原　裕香(3) 菊地　真実(3) 樫村　奈由(2) 阿久津　真悠(3)
坂本　るみ(2) 小林　加弥(3) 種瀬　柚季(2) 小林　亜美(3) 萩谷　陽由(3) 冨田　智咲(2)
五十嵐　美帆(2) 池崎　　葵(3) 吉田　有希(3) 塙　悠華(2) 鈴木　梨可(2) 青木　萌果(3)
阿部　百恵(3) 山本　歩乃梨(3) 山本　紗生(2) 森　亜由美(3) 後藤　千夏(2) 菅　麻子(3)
佐野中 10:49.03 友部中 11:02.50 東海中 11:11.43 見川中 11:26.71 笠原中 11:43.28
小島　優有(2) 西村　美祐(2) 佐藤　里菜(2) 佐々木　里紗(2) 吉田　璃音(2)
山﨑　紗凪(2) 青木　華奈子(2) 武藤　あいり(3) 小野　未唯奈(2) 服部　来未(3)
河野　莉緒(2) 田中　茉奈(2) 廣瀬　理子(2) 安食　春花(3) 亀山　栞(3)
遊佐　萌々栞(2) 中庭　智美(3) 潘　優(2) 薗部　佑衣(3) 蓮沼　未来(3)
太田一高Ｂ 10:19.54 緑岡高 10:56.26 水戸商業高 11:13.99 佐和高 11:32.31
後藤　日菜子(3) 岡部　亜果音(3) 沼田　麻美(2) 黒澤　雪乃(2)
須藤　ひかる(3) 益子　夏実(2) 山本　愛美(2) 住谷　みさき(3)
笠井　佑季(2) 小山　美咲(2) 鬼澤　舞(2) 大和田　怜奈(3)
船橋　望(3) 千野　恵理子(2) 園部　真優(2) 塩谷　楓(2)

凡例  *F1:１回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 TR:茨城県中学記録

第66回　平成28年度茨城県陸上競技リレー選手権大会　兼
平成28年度茨城県陸上競技国体予選会兼第1回記録会（16080003）
会場：ケーズデンキスタジアム水戸（082020）
主催：（一財）茨城陸上競技協会
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