
2019日本グランプリ―シリーズ水戸大会　水戸招待陸上兼水戸市陸上競技大会
期日：2019年5月5日（日）

会場：ケーズデンキスタジアム水戸

主催：(一財)茨城陸上競技協会・水戸市陸上競技協会・(公財)水戸市スポーツ振興協会

後援：日本陸上競技連盟・水戸市・水戸市教育委員会・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

日付 種目

髙野　航矢(1) 10.16 須能　優斗ブライアン(1) 10.35 小倉　有登(1) 10.73 石川　創士(1) 11.28 大串　健太(1) 11.45 山田　奏真(1) 12.26

古河ＡＣ ＭＡＣ 水戸市陸上 ＭＡＣ 我流ＡＣ 鉾田陸上クラブ

石塚　大輝(2) 9.03(-2.3) 小倉　颯泰(2) 9.37(-2.3) 塚原　颯太(2) 9.37(-2.3) 箕輪　岳(2) 9.38(-2.3) 横田　友哉(2) 9.51(-3.0) 檜山　翔太(2) 9.56(-3.0) 荻谷　望(2) 9.56(-2.3) 大野　創(2) 9.58(-3.0)

鹿嶋陸上クラブ 水戸市陸上 鹿嶋陸上クラブ 鹿嶋陸上クラブ 宍戸小 葵小 ＭＡＣ ＭＡＣ

大和田　潤(3) 8.34(-0.8) 大塚　侑哉(3) 8.66(-2.4) 大和田　悠翔(3) 8.71(-2.4) 海老澤　開生(3) 8.84(-1.7) 高野　琉聖(3) 8.91(-2.4) 菊池　央雅(3) 8.91(-2.4) 小橋　勇斗(3) 8.96(-2.4) 飛田　啓成(3) 8.97(-1.7)

友部小 一箕小 梅が丘小 葵小 鉾田陸上クラブ 水戸市陸上 鉾田陸上クラブ 稲荷第一小

田中　啓允(4) 15.15(-0.7) 鈴木　蒼史(4) 15.93(-0.7) 菅間　康太(4) 15.93(-0.7) 彦坂　悠翔(4) 16.30(-1.7) 渡邊　佳(4) 16.30(-1.7) 尾又　勇成(4) 16.49(-0.7) 柿長　怜(4) 16.75(-0.7) 山田　悠翔(4) 16.77(-0.7)

ビーイングジュニア ＭＡＣ 常総S.C. 我流ＡＣ 千波小 笠原小 美野里クラブ ＭＡＣ

吉弘　悠晟(5) 14.83(0.0) 谷　雅史(5) 14.96(0.0) 根内　稟太朗(5) 15.13(0.0) 山本　真史郎(5) 15.33(0.0) 岡野　然(5) 15.34(0.0) 東久保　風雅(5) 15.40(-2.9) 齋藤　悠大(5) 15.61(-1.7) 池辺　大智(5) 15.92(-2.9)

鹿嶋陸上クラブ ビーイングジュニア ＭＡＣ 古河ＡＣ 小見川陸上クラブ いなしきＡ・Iくらぶ 鹿嶋陸上クラブ いなしきＡ・Iくらぶ

吉田　澪(6) 13.97(-2.9) 江口　悠翔(6) 14.38(-3.3) 武生　快翔(6) 14.45(-2.3) 隈本　昂(6) 14.61(-2.3) 宮川　真太朗(6) 14.72(-2.3) 渡邉　脩真(6) 14.81(-2.9) 菊池　瑛太(6) 15.02(-2.4) 横田　宏樹(6) 15.10(-3.3)

ＭＡＣ いなしきＡ・Iくらぶ 鹿嶋陸上クラブ 鹿嶋陸上クラブ ＭＡＣ いなしきＡ・Iくらぶ 松葉第一小 美野里クラブ

MAC A 53.84 鹿嶋陸上クラブA 57.07 ビーイングジュニアA 58.05 いなしきＡ・IくらぶA 58.06 小見川陸上クラブA 58.12 いなしきＡ・IくらぶB 58.15 鹿嶋陸上クラブB 59.02 MAC B 59.49

関　杏奈(6) 立野　美紅(6) 根本　陽奈(6) 永井　麻椰(6) 塚本　菜月(5) 細谷　昊来(6) 片山　雫(6) 松浦　幸岐(5)

吉田　澪(6) 伊藤　菜月(6) 田中　眞航(6) 池辺　大智(5) 多田　りり子(6) 大沼　蓮斗(6) 栗又　彩寧(6) 長洲　さら(5)

宮川　真太朗(6) 吉弘　悠晟(5) 豊島　和陽(6) 山上　夕佳(6) 鎌形　新太(6) 原田　美奈(6) 藤原　悠雅(6) 根内　稟太朗(5)

武藤　莉音(6) 武生　快翔(6) 谷　雅史(5) 江口　悠翔(6) 篠塚　亮汰(6) 渡邉　脩真(6) 隈本　昂(6) 小池　苺(5)

天賀谷　武郎(3) 12.02(-1.8) 成瀬　槙人(3) 12.17(-1.8) 吉田　蒼(3) 12.19(-1.8) 正路　和也(3) 12.24(-3.5) 細川　勇波(3) 12.26(-1.8) 新井　寛康(3) 12.32(-3.1) 関　倖汰(2) 12.46(-2.3) 新原　颯汰(3) 12.46(-2.4)

赤塚中 ＭＡＣ 水戸四中 茨大附属中 水戸四中 水戸三中 ＴＳＡ 笠原中

水戸四中 46.47 磐崎中 46.82 水戸三中 47.11 見川中 51.53

吉田　蒼(3) 平林　彩翔(3) 入倉　隆久(3) 安藤　春哉(3)

細川　勇波(3) 小林　勇生(3) 上田　悠月(3) 小川　陸(3)

鯉沼　寛己(3) 髙橋　郁弥(3) 軍地　瑛斗(2) 綿引　伽州(2)

市村　空(3) 大井川拳梧(3) 新井　寛康(3) 堀江　陸斗(2)

松田　太一(3) 12m19 平林　彩翔(3) 11m77 関根　斗馬(3) 8m36 阿部　蓮(3) 7m45 遠西陽斗(2) 6m75 渡邉　蒼空(2) 5m14

いなしきＡ・Iくらぶ 磐崎中 笠原中 笠原中 水戸三中 笠原中

飯塚　拓巳(3) 10.92(-2.9) 岡田　和士(3) 10.97(-2.9) 落合　廉(2) 11.17(-2.9) 清水　貴保(3) 11.37(-2.9) 七字　修司(3) 11.58(-2.9) 池島　公清(1) 11.70(-2.4) 奥井　渓太(3) 11.73(-1.9) 山口　佑大(2) 11.77(-1.9)

中央大 筑波大 中央大 ＭＡＣ 水戸桜ノ牧高 つくば秀英高 水城高 水城高

日立工業高 43.75 水戸桜ノ牧高A 44.15 水戸商業高 44.25 水城高 44.93 水戸桜ノ牧高B 45.68

冨澤　来希(3) 七字　修司(3) 長嶋　海斗(3) 岡村　耕太朗(3) 関根　皐騎(2)

根本　武弦(3) 青木　甚太(3) 加藤　将一郎(1) 山口　佑大(2) 横山　和(2)

鈴木　亜斗夢(3) 小沼　剣真(3) 橋本　悠河(2) 菊地　立人(3) 渡辺　航平(2)

豊田　颯(3) 加藤　柊一郎(3) 吉田　賴弥(2) 菊地　和輝(3) 加藤　雅憲(2)

坂場　祥多(3) 12m42 藤森　勇輝(1) 12m31 浅野　太希(3) 11m97 滑川　士文(2) 10m67 大津　海斗(1) 9m20 石井　将梧(2) 8m65 松本　直也(2) 7m76 吉澤　朗(3) 7m73

水戸桜ノ牧高 水戸工業高 水城高 水戸商業高 水戸商業高 水戸工業高 水城高 水戸桜ノ牧高

凡例  ＝GR:大会タイ記録 GR:大会記録

2位

5月5日

7位 8位3位

決勝一覧表（水戸市陸上競技大会）男子

4位 5位 6位

5月5日 小学6年男子100m

5月5日

1位

5月5日 小学4年男子100m

高校一般男子

4X100mR

5月5日
小学1年男子50m

風：-1.7

5月5日 小学2年男子50m

5月5日 小学5年男子100m

中学男子100m

5月5日 小学3年男子50m

5月5日
高校男子砲丸投

(6.000kg)

5月5日
小学混合
4X100mR

中学男子
4X100mR

5月5日
中学男子砲丸投

(5.000kg)

5月5日
高校一般男子

100m

5月5日



2019日本グランプリ―シリーズ水戸大会　水戸招待陸上兼水戸市陸上競技大会
期日：2019年5月5日（日）

会場：ケーズデンキスタジアム水戸

主催：(一財)茨城陸上競技協会・水戸市陸上競技協会・(公財)水戸市スポーツ振興協会

後援：日本陸上競技連盟・水戸市・水戸市教育委員会・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

日付 種目

武藤　まほろ(1) 10.08(-1.4) 長島　里歩(1) 10.19(-1.5) 長峯　凛果(1) 10.25(-1.5) 西尾　月姫(1) 10.31(-1.4) 小橋　由菜(1) 10.42(-1.4) 横山　杏奈(1) 10.45(-1.4) 鈴木　ひのか(1) 10.50(-1.4) 富田　采奈(1) 10.57(-1.5)

ＭＡＣ 水戸市陸上 鉾田陸上クラブ 美野里クラブ 鉾田陸上クラブ 稲荷第一小 ＭＡＣ 水戸市陸上

新井　愛葉(2) 9.22(-0.5) 山本　羽紗(2) 9.31(-0.5) 神山　結衣(2) 9.47(-0.7) 井坂　華乃音(2) 9.51(-0.5) 松立　侑莉(2) 9.57(-0.7) 国分　鞠奈(2) 9.64(-0.5) 薄井　沙奈(2) 9.72(-2.2) 平沼　夏葵(2) 9.74(-0.5)

古河ＡＣ 古河ＡＣ 稲荷第一小 我流ＡＣ 葵小 ビーイングジュニア 水戸市陸上 水戸市陸上

檜山　明音(3) 8.55(-0.6) 久野　沙希菜(3) 8.97(-3.3) 林　美詞(3) 9.07(-3.3) オコイエ　ニコル　心優(3) 9.11(-3.3) 弓野　真衣(3) 9.12(-0.6) 横山　奈智(3) 9.18(-0.6) 柴田　愛理(3) 9.25(-3.3)

青葉小 鉾田陸上クラブ 水戸市陸上 水戸市陸上 梅が丘小 稲荷第一小 －

松立　咲那(3) 9.12(-0.6)

葵小

髙野　帆華(4) 16.66(-2.1) 真鍋　桜苺(4) 16.72(-1.7) 柴田　らら(4) 16.77(-2.1) 田口　実花(4) 16.82(-2.3) 大庭　あかり(4) 17.00(-2.9) 渡邉　樹那(4) 17.19(-2.9) 小林　楓乃音(4) 17.29(-2.9) 齋藤　愛(4) 17.68(-2.1)

古河ＡＣ ＭＡＣ 水戸市陸上 寿小 鉾田陸上クラブ ＭＡＣ ＭＡＣ 鹿嶋陸上クラブ

小池　苺(5) 14.78(-1.7) 長洲　さら(5) 15.09(-1.7) 塚本　菜月(5) 15.17(-1.7) 諸川　茉海(5) 15.45(-1.7) 白田　舞(5) 15.57(-1.7) 武内　こまち(5) 15.81(-1.7) 鈴木　るみ(5) 15.86(-1.7) 真砂　柚葉(5) 15.98(-1.5)

ＭＡＣ ＭＡＣ 小見川陸上クラブ ＭＡＣ 我流ＡＣ 小見川陸上クラブ 小見川陸上クラブ 鹿嶋陸上クラブ

武藤　莉音(6) 14.06(-0.3) 伊藤　菜月(6) 14.11(-0.3) 八島　愛美(6) 14.26(-0.3) 田中　眞航(6) 14.31(-0.3) 関　杏奈(6) 14.46(-0.3) 多田　りり子(6) 14.68(-0.3) 立野　美紅(6) 14.93(-2.0) 大塚　侑希(6) 14.96(-0.3)

ＭＡＣ 鹿嶋陸上クラブ 千波小 ビーイングジュニア ＭＡＣ 小見川陸上クラブ 鹿嶋陸上クラブ 一箕小

宇佐美　乃彩(2) 12.77(-1.2) 栗林　芽生(3) 13.05(-1.2) 莊司　向日葵(3) 13.18(-1.2) 塚田　瑞夏(3) 13.32(-1.2) 矢部　美翔(2) 13.40(-3.0) 上田　愛実(3) 13.47(-1.2) 宮地　綾乃(1) 13.54(-1.2) 藤田　樹梨(2) 13.73(-1.0)

ＭＡＣ ＭＡＣ 見川中 ＭＡＣ 茨城中 見川中 ＭＡＣ 茨大附属中

MAC 50.79 見川中 53.05 水戸四中 55.22 水戸三中 55.76 緑岡中 57.23 赤塚中 59.39

栗林　芽生(3) 小口　心寧(3) 西野　佑里菜(3) 田中　唯愛(2) 原田　里帆(2) 林　実央(2)

宇佐美　乃彩(2) 上田　愛実(3) 根本　由衣(3) 會田　瑠夏(2) 永山　和佳(3) 内海　萌(2)

塚田　瑞夏(3) 虎口　沙月(3) 佐藤　優良(3) 宮田　侑來(2) 大貫　萌花(2) 岡本　琉那(2)

宮地　綾乃(1) 莊司　向日葵(3) 藤枝　結嶺(3) 西原　彩夏(3) 佐藤　遥(2) 立原　友花(3)

新妻　　悠(3) 9m94 渡邊　さくら(3) 9m05 江尻　結花(3) 7m90 山崎　ひなた(3) 7m54 目黒　葵(2) 7m15 蛭田　唯(2) 6m09 新井　凪紗(3) 6m01

磐崎中 水戸四中 笠原中 水戸三中 磐崎中 水戸四中 見川中

根本　まなか(3) 13.36(-3.7) 八島　希美(2) 13.54(-3.7) 八島　望愛(1) 13.57(-3.7) 市毛　美宇(3) 13.65(-2.7) 津金　彩香(3) 13.68(-3.7) 関　華那(2) 13.83(-2.7) 篠原　陽菜(1) 13.93(-2.7) 藤田　結衣(3) 13.96(-3.7)

水戸商業高 水戸商業高 水戸商業高 水戸商業高 水戸商業高 水戸商業高 水戸商業高 水戸商業高

水戸商業高 50.95 水戸三高 52.85 水戸桜ノ牧高 53.77

八島　望愛(1) 山崎　ありな(1) 鯉沼　友華(2)

藤田　結衣(3) 青木　華奈子(2) 野上　凛(3)

根本　まなか(3) 加藤　由里 依田　心優(2)

津金　彩香(3) 飛田　萌絵(3) 須永　真帆(2)

猪腰　麗華(2) 10m46 海野　ことみ(3) 10m31 森　瞳(1) 8m51 桒原　椿(3) 7m05

水戸工業高 水戸工業高 水戸工業高 水城高

凡例  ＝GR:大会タイ記録 GR:大会記録

決勝一覧表（水戸市陸上競技大会）女子

6位 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位

5月5日 小学3年女子50m

5月5日 小学1年女子50m

5月5日 小学2年女子50m

5月5日 小学4年女子100m

5月5日 小学5年女子100m

5月5日 小学6年女子100m

5月5日 中学女子100m

5月5日
中学女子

4X100mR

5月5日
高校一般女子

100m

5月5日
高校一般女子

4X100mR

5月5日
中学女子砲丸投

(2.721kg)

5月5日
高校一般女子

砲丸投(4.000kg)


