
小学3年男子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-6.7) 2組 (風:-5.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｹﾌﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 茨　城 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 茨　城

1 4 A185 掛札　龍生(小3) 水戸市陸上スポ少 18.64 1 6 A94 平野　陽斗(小3) 鹿嶋陸上クラブ 18.61

ｽﾉｳ ﾕｳﾄﾌﾞﾗｲｱﾝ 茨　城 ｻｶﾞ ﾄｳﾏ 茨　城

2 7 A188 須能　優斗ブライアン(小3) 水戸市陸上スポ少 18.72 2 4 A130 嵯峨　柊真(小3) 水戸アスリートクラブ 18.78

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾖｼｷ 茨　城 ｸｽﾉｷ ﾕｳﾄ 茨　城

3 5 A186 榊原　佳希(小3) 水戸市陸上スポ少 19.62 3 8 A2 楠　雄登(小3) 鉾田陸上クラブ 20.02

ｲｿﾔﾏ ﾅｵﾐﾁ 茨　城 ｶｼﾞｻｺ ｺｳｹﾝ 茨　城

4 3 A1 磯山　尚道(小3) 鉾田陸上クラブ 19.83 4 5 A93 梶佐古　昊憲(小3) 鹿嶋陸上クラブ 20.02

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ 茨　城 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾄ 茨　城

5 6 A3 山田　奏真(小3) 鉾田陸上クラブ 21.76 5 3 A92 嶋田　透士(小3) 鹿嶋陸上クラブ 20.27

ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳﾀ 茨　城 ﾀｶﾊｼ ﾎｳﾏ 茨　城

8 A187 宮澤　奏多(小3) 水戸市陸上スポ少 DNS 6 7 A171 高橋　逢真(小3) 那珂トラッククラブ 21.29

3組 (風:-6.6) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾉｵｶ ﾀｹﾙ 茨　城 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 茨　城

1 6 A131 外岡　健(小3) 水戸アスリートクラブ 19.37 1 A94 平野　陽斗(小3) 鹿嶋陸上クラブ 18.61 -5.7

ｴﾊﾞｼ ﾘｭｳｷ 茨　城 ｶｹﾌﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 茨　城

2 3 A122 江橋　颯輝(小3) 美野里クラブ 22.24 2 A185 掛札　龍生(小3) 水戸市陸上スポ少 18.64 -6.7

ｲｼｶﾜ ｿｳｼ 茨　城 ｽﾉｳ ﾕｳﾄﾌﾞﾗｲｱﾝ 茨　城

3 4 A129 石川　創士(小3) 水戸アスリートクラブ 22.37 3 A188 須能　優斗ブライアン(小3) 水戸市陸上スポ少 18.72 -6.7

ﾅｶﾀ ｹｲﾀ 茨　城 ｻｶﾞ ﾄｳﾏ 茨　城

5 A224 仲田　圭汰(小3) 石川小 DNS 4 A130 嵯峨　柊真(小3) 水戸アスリートクラブ 18.78 -5.7

ｾｷ ｲﾙﾊ 茨　城 ﾄﾉｵｶ ﾀｹﾙ 茨　城

7 A48 関　要羽(小3) 古河ＡＣ DNS 5 A131 外岡　健(小3) 水戸アスリートクラブ 19.37 -6.6

ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾔ 茨　城 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾖｼｷ 茨　城

8 A49 髙野　航矢(小3) 古河ＡＣ DNS 6 A186 榊原　佳希(小3) 水戸市陸上スポ少 19.62 -6.7

ｲｿﾔﾏ ﾅｵﾐﾁ 茨　城

7 A1 磯山　尚道(小3) 鉾田陸上クラブ 19.83 -6.7

ｸｽﾉｷ ﾕｳﾄ 茨　城

8 A2 楠　雄登(小3) 鉾田陸上クラブ 20.02 -5.7

凡例  DNS:欠場



小学4年男子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-6.1) 2組 (風:-8.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 茨　城 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾀ 茨　城

1 3 A189 小倉　颯泰(小4) 水戸市陸上スポ少 18.02 1 4 A226 岩淵　悠太(小4) 二の宮小 18.07

ｽﾐﾔ ｱｵﾄ 茨　城 ﾋﾛｾ ﾁｱｷ 茨　城

2 2 A190 住谷　碧仁(小4) 水戸市陸上スポ少 18.79 2 6 A89 廣瀬　千耀(小4) ビーイングジュニア 19.15

ｷﾀｶﾜ ﾖｼﾋﾄ 茨　城 ﾐﾉﾜ ｶﾞｸ 茨　城

3 6 A6 北川　由仁(小4) 鉾田陸上クラブ 18.92 3 2 A95 箕輪　岳(小4) 鹿嶋陸上クラブ 19.16

ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 茨　城 ﾀｹｲｼ ｵｳｼﾞﾛｳ 茨　城

4 5 A7 松井　悠樹(小4) 鉾田陸上クラブ 20.67 4 8 A134 武石　旺次朗(小4) 水戸アスリートクラブ 20.15

ｵﾀﾞﾄ ﾘｭｳｼﾞ 茨　城 ｵｿﾉｲ ｺｳｽｹ 茨　城

5 7 A172 小田戸　琉道(小4) 那珂トラッククラブ 21.14 5 3 A133 小薗井　康介(小4) 水戸アスリートクラブ 20.90

ﾓﾘｻｸ ｲﾂｷ 茨　城 ﾔﾀﾍﾞ ﾃﾙｵ 茨　城

6 8 A8 森作　逸希(小4) 鉾田陸上クラブ 21.89 6 7 A124 谷田部　輝夫(小4) 美野里クラブ 21.26

ﾓﾛｶﾜ ﾘｭｳ 茨　城 ｵｲｽﾞﾐ ﾘｸ 茨　城

7 9 A139 諸川　龍(小4) 水戸アスリートクラブ 22.07 7 5 A137 大泉　凛空(小4) 水戸アスリートクラブ 21.35

ｵｶﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ 茨　城 ﾐﾄﾏ ﾘｮｳｽｹ 茨　城

4 A51 岡部　亮成(小4) 古河ＡＣ DNS 9 A50 三苫　遼亮(小4) 古河ＡＣ DNS

3組 (風:-7.0) 4組 (風:-5.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾈﾓﾄ ｷｯﾍﾟｲ 茨　城 ｲｼｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 茨　城

1 7 A123 根本　葵平(小4) 美野里クラブ 18.96 1 6 A174 石澤　柊生(小4) 那珂トラッククラブ 17.08
ﾖｺｸﾗ ﾄｳﾏ 茨　城 ﾏﾂﾂﾞｶ ﾊﾙ 茨　城

2 5 A136 横倉　透真(小4) 水戸アスリートクラブ 19.05 2 8 A140 松塚　遥流(小4) 水戸アスリートクラブ 17.83
ｲｼｶﾜ ﾄﾜ 茨　城 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾌｳﾏ 茨　城

3 4 A173 石川　永遠(小4) 那珂トラッククラブ 19.60 3 4 A230 永山　楓真(小4) 内原小 17.89
ｵﾆｻﾞﾜ ﾙｲﾄ 茨　城 ｵｵﾉ ｿｳ 茨　城

4 2 A4 鬼澤　琉翔(小4) 鉾田陸上クラブ 19.83 4 5 A141 大野　創(小4) 水戸アスリートクラブ 17.94
ﾂﾙ ｼﾕｳ 茨　城 ｵｷﾞﾔ ﾉｿﾞﾑ 茨　城

5 9 A138 津留　志優(小4) 水戸アスリートクラブ 19.83 5 2 A142 荻谷　望(小4) 水戸アスリートクラブ 18.22
ﾜﾀﾞ ｿｳﾏ 茨　城 ｵﾑﾛ ｱｷﾄ 茨　城

6 6 A175 和田　壮真(小4) 那珂トラッククラブ 20.13 6 9 A5 小室　亮人(小4) 鉾田陸上クラブ 18.45
ﾀｷﾅﾐ ﾕｲﾄ 茨　城 ｼｮｳｼﾞ ｹﾝﾄ 茨　城

7 8 A143 滝浪　結仁(小4) 水戸アスリートクラブ 20.77 7 3 A135 庄司　健人(小4) 水戸アスリートクラブ 18.70
ｶﾜﾏﾀ ｿｳﾀ 茨　城 ｵｵｶﾞ ﾁﾄｾ 茨　城

8 3 A132 川又　奏太(小4) 水戸アスリートクラブ 20.93 7 A144 大賀　千歳(小4) 水戸アスリートクラブ DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 茨　城

1 A174 石澤　柊生(小4) 那珂トラッククラブ 17.08 -5.9
ﾏﾂﾂﾞｶ ﾊﾙ 茨　城

2 A140 松塚　遥流(小4) 水戸アスリートクラブ 17.83 -5.9
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾌｳﾏ 茨　城

3 A230 永山　楓真(小4) 内原小 17.89 -5.9
ｵｵﾉ ｿｳ 茨　城

4 A141 大野　創(小4) 水戸アスリートクラブ 17.94 -5.9
ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 茨　城

5 A189 小倉　颯泰(小4) 水戸市陸上スポ少 18.02 -6.1
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾀ 茨　城

6 A226 岩淵　悠太(小4) 二の宮小 18.07 -8.9
ｵｷﾞﾔ ﾉｿﾞﾑ 茨　城

7 A142 荻谷　望(小4) 水戸アスリートクラブ 18.22 -5.9
ｵﾑﾛ ｱｷﾄ 茨　城

8 A5 小室　亮人(小4) 鉾田陸上クラブ 18.45 -5.9

凡例  DNS:欠場



小学5年男子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-7.4) 2組 (風:-6.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ｶﾞｸｽｲ 茨　城 ﾜﾀﾋｷ ﾄｳﾏ 茨　城

1 9 A191 鈴木　岳翠(小5) 水戸市陸上スポ少 17.60 1 7 A146 綿引　斗真(小5) 水戸アスリートクラブ 17.18

ｲｿﾔﾏ ﾃｯｼｮｳ 茨　城 ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 茨　城

2 6 A10 磯山　鉄生(小5) 鉾田陸上クラブ 18.46 2 4 A14 田口　青葉(小5) 鉾田陸上クラブ 17.83

ﾃｶﾞ ﾚｵﾝ 茨　城 ｲｼﾂﾞ ﾕｳｷ 茨　城

3 5 A15 手賀　愛皇(小5) 鉾田陸上クラブ 18.56 3 9 A9 石津　佑基(小5) 鉾田陸上クラブ 18.13

ﾆｲﾎﾘ ﾊﾔﾄ 茨　城 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲ 茨　城

3 A194 新堀　颯斗(小5) 水戸市陸上スポ少 DNS 4 3 A11 近藤　啓(小5) 鉾田陸上クラブ 18.51

ﾅﾅｻﾄ ﾊﾙｷ 茨　城 ﾊﾏｻｷ ﾊﾙｱｷ 茨　城

4 A192 七里　春樹(小5) 水戸市陸上スポ少 DNS 5 5 A149 濵﨑　春暁(小5) 水戸アスリートクラブ 18.63

ﾅｶﾉ ﾏﾅﾄ 茨　城 ﾌｶｻｸ ｶﾅﾄ 茨　城

7 A16 中野　愛斗(小5) 鉾田陸上クラブ DNS 6 A17 深作　奏斗(小5) 鉾田陸上クラブ DNS

ｾｷ ﾏﾅﾄ 茨　城 ﾊｯﾄﾘ ﾗｲﾄ 茨　城

8 A193 関　真人(小5) 水戸市陸上スポ少 DNS 8 A53 服部　來斗(小5) 古河ＡＣ DNS

3組 (風:-6.7) 4組 (風:-5.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝ 茨　城 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 茨　城

1 3 A13 高柳　舜(小5) 鉾田陸上クラブ 17.87 1 8 A225 大和田　潤(小5) 友部小 14.91
ｷﾖﾉﾌﾞ ﾖｳ 茨　城 ｷｸﾁ ｵｳｶﾞ 茨　城

2 6 A126 清信　曜(小5) 美野里クラブ 17.88 2 6 A145 菊池　央雅(小5) 水戸アスリートクラブ 16.29
ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 茨　城 ﾀｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 茨　城

3 7 A147 杉山　純(小5) 水戸アスリートクラブ 18.00 3 9 A12 高野　琉聖(小5) 鉾田陸上クラブ 16.36
ﾖｺﾔﾏ ﾘｸ 茨　城 ﾀﾁﾊﾗ  ﾏｻﾄ 茨　城

4 5 A177 横山　莉玖(小5) 那珂トラッククラブ 18.30 4 4 A223 立原　匡仁(小5) 上中妻小 16.47
ﾀｶﾔｽ ｶﾅﾀ 茨　城 ｳｴﾉ ﾊﾙｷ 茨　城

5 8 A150 高安　奏汰(小5) 水戸アスリートクラブ 18.33 5 5 A148 上野　陽葵(小5) 水戸アスリートクラブ 16.68
ｴﾊﾞｼ ｾｲｷ 茨　城 ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾝ 茨　城

6 9 A125 江橋　聖輝(小5) 美野里クラブ 18.63 6 7 A176 久保　憲心(小5) 那珂トラッククラブ 16.78
ｲﾀﾞﾃ ｺｳｾｲ 茨　城 ﾎｼﾉ ﾀｲﾁ 茨　城

4 A52 犹館　康清(小5) 古河ＡＣ DNS 7 3 A81 星野　太一(小5) ビーイングジュニア 17.02

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 茨　城

1 A225 大和田　潤(小5) 友部小 14.91 -5.1
ｷｸﾁ ｵｳｶﾞ 茨　城

2 A145 菊池　央雅(小5) 水戸アスリートクラブ 16.29 -5.1
ﾀｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 茨　城

3 A12 高野　琉聖(小5) 鉾田陸上クラブ 16.36 -5.1
ﾀﾁﾊﾗ  ﾏｻﾄ 茨　城

4 A223 立原　匡仁(小5) 上中妻小 16.47 -5.1
ｳｴﾉ ﾊﾙｷ 茨　城

5 A148 上野　陽葵(小5) 水戸アスリートクラブ 16.68 -5.1
ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾝ 茨　城

6 A176 久保　憲心(小5) 那珂トラッククラブ 16.78 -5.1
ﾎｼﾉ ﾀｲﾁ 茨　城

7 A81 星野　太一(小5) ビーイングジュニア 17.02 -5.1
ﾜﾀﾋｷ ﾄｳﾏ 茨　城

8 A146 綿引　斗真(小5) 水戸アスリートクラブ 17.18 -6.6

凡例  DNS:欠場



小学6年男子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 11:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-6.5) 2組 (風:-5.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｷﾞﾉﾔ ﾅｵ 茨　城 ｵｻﾞﾜ ﾀﾏｷ 茨　城

1 8 A195 萩野谷　尚央(小6) 水戸市陸上スポ少 16.18 1 7 A98 小澤　環(小6) 鹿嶋陸上クラブ 15.25

ｺｲｹ ﾀｹﾄ 茨　城 ﾋﾛｾ ﾅﾂｷ 茨　城

2 2 A197 小池　健翔(小6) 水戸市陸上スポ少 16.23 2 5 A73 廣瀬　那樹(小6) ビーイングジュニア 16.44

ｵﾇﾏ ﾘｵ 茨　城 ﾀｶｻｷ ﾀｲｼ 茨　城

3 7 A97 小沼　璃央(小6) 鹿嶋陸上クラブ 18.97 3 3 A99 高﨑　泰志(小6) 鹿嶋陸上クラブ 17.06

ﾏﾂｲ ｲﾌﾞｷ 茨　城 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 茨　城

4 9 A21 松井　維吹(小6) 鉾田陸上クラブ 21.37 4 4 A75 齋藤　啓太(小6) ビーイングジュニア 17.07

ｺｲｹ ﾋﾛﾀ 茨　城 ｵﾑﾛ ﾕｷﾔ 茨　城

3 A196 小池　皓大(小6) 水戸市陸上スポ少 DNS 5 2 A19 小室　佑希哉(小6) 鉾田陸上クラブ 17.37

ﾅｵｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 茨　城 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾏ 茨　城

4 A55 直井　亘貴(小6) 古河ＡＣ DNS 6 9 A101 藤原　陽真(小6) 鹿嶋陸上クラブ 17.50

ｸﾛｽ ｿｳﾀ 茨　城 ｸﾎﾞ ｺｳｷ 茨　城

5 A56 黒子　颯大(小6) 古河ＡＣ DNS 6 A20 久保　光輝(小6) 鉾田陸上クラブ DNS

ｵｵｻｷ ｺｳｽｹ 茨　城 ﾅｶｺﾞﾒ ｶｵﾙ 茨　城

6 A54 大崎　孝輔(小6) 古河ＡＣ DNS 8 A96 中込　薫(小6) 鹿嶋陸上クラブ DNS

3組 (風:-6.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘｶﾜ ｶﾅﾄ 茨　城 ﾎﾘｶﾜ ｶﾅﾄ 茨　城

1 4 A151 堀川　奏大(小6) 水戸アスリートクラブ 14.76 1 A151 堀川　奏大(小6) 水戸アスリートクラブ 14.76 -6.3

ｲｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 茨　城 ｲｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 茨　城

2 9 A18 井川　友翔(小6) 鉾田陸上クラブ 14.85 2 A18 井川　友翔(小6) 鉾田陸上クラブ 14.85 -6.3

ﾅｶﾉ ﾘｭｳﾄ 茨　城 ﾅｶﾉ ﾘｭｳﾄ 茨　城

3 1 A100 中野　颯人(小6) 鹿嶋陸上クラブ 15.07 3 A100 中野　颯人(小6) 鹿嶋陸上クラブ 15.07 -6.3

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾂ 茨　城 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾂ 茨　城

4 5 A76 田中　啓允(小6) ビーイングジュニア 15.09 4 A76 田中　啓允(小6) ビーイングジュニア 15.09 -6.3

ｽｽﾞｷ ｿｳｼ 茨　城 ｵｻﾞﾜ ﾀﾏｷ 茨　城

5 6 A152 鈴木　蒼史(小6) 水戸アスリートクラブ 15.58 5 A98 小澤　環(小6) 鹿嶋陸上クラブ 15.25 -5.9

ｽｶﾞﾏ ｺｳﾀ 茨　城 ｽｽﾞｷ ｿｳｼ 茨　城

6 8 A71 菅間　康太(小6) 常総S.C. 15.73 6 A152 鈴木　蒼史(小6) 水戸アスリートクラブ 15.58 -6.3

ﾋﾗﾉ ﾌｳﾄ 茨　城 ｽｶﾞﾏ ｺｳﾀ 茨　城

7 2 A102 平野　楓斗(小6) 鹿嶋陸上クラブ 16.03 7 A71 菅間　康太(小6) 常総S.C. 15.73 -6.3

ｶｷｵｻ ﾚｲ 茨　城 ﾋﾗﾉ ﾌｳﾄ 茨　城

8 3 A127 柿長　怜(小6) 美野里クラブ 16.78 8 A102 平野　楓斗(小6) 鹿嶋陸上クラブ 16.03 -6.3

ﾀｶﾑｸ ﾙｲﾄ 茨　城

9 7 A74 高椋 琉翔(小6) ビーイングジュニア 16.91

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 (風:-6.0) 2組 (風:-5.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 茨　城 ｵｵﾓﾘ ﾀｹﾙ 茨　城

1 7 298 佐藤　琉星(中2) 見川中 13.37 1 7 245 大森　岳(中3) 赤塚中 13.05

ｿﾉﾍﾞ ﾐｶﾀ 茨　城 ﾇﾏｼﾞﾘ ｼｮｳ 茨　城

2 6 286 園部　心佳大(中3) 見川中 13.38 2 6 288 沼尻　翔(中3) 見川中 13.11

ﾎｼ ﾋﾛﾄ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 茨　城

3 8 241 星　裕斗(中3) 赤塚中 13.45 3 2 A431 小林　漣(中3) 笠原中 13.12

ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 茨　城 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 茨　城

4 4 340 鈴木　航世(中2) 附属中 13.52 4 3 272 中野　佑亮(中3) 見川中 13.23

ﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ 茨　城 ｱﾗｲﾖｼﾀｹ 茨　城

5 2 4310 谷　雅史(中1) ビーイングジュニア 13.65 5 5 72 新井　克岳(中3) 水戸三中 13.48

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 茨　城 ｵｵﾌﾞ ﾐｵ 茨　城

6 9 4033 近藤　直輝(中2) 水戸アスリートクラブ 13.88 6 9 4001 大部　心温(中2) 水戸アスリートクラブ 13.64

ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 茨　城 ｻｶﾊﾞ ﾋﾋﾞｷ 茨　城

7 3 B428 坂本　涼太(中2) 笠原中 14.40 7 8 B427 坂場　響(中2) 笠原中 14.05

ﾌｸｲ ｿｳﾀ 茨　城 ｶﾄﾘ ｺｳｷ 茨　城

5 B440 福井　爽太(中2) 笠原中 DNS 4 8016 香取　孝輝(中3) 三和中 DNS

3組 (風:-4.9) 4組 (風:-6.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾚﾝ 茨　城 ﾀｷｭｳ ｶｲﾄ 茨　城

1 7 279 佐藤　漣(中3) 見川中 12.39 1 4 4247 武生　快翔(中2) 鹿嶋陸上クラブ 13.05
ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 茨　城 ｵｵﾂ ｼｭｳ 茨　城

2 9 A82 黒澤　諒介(中2) 水戸三中 12.65 2 9 244 大津　柊友(中3) 赤塚中 13.48
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 茨　城 ﾈﾓﾄ ﾋｻﾄ 茨　城

3 6 4307 山本　廉(中3) ビーイングジュニア 12.68 3 5 B437 根本　一史(中2) 笠原中 13.83
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊｸ 茨　城 ｸﾛｻﾜ ｼｭｳﾄ 茨　城

4 2 180 山口　波空(中3) 緑岡中 12.76 4 2 276 黒澤　秀翔(中3) 見川中 13.84
ｾｷ ﾊﾙﾄ 茨　城 ｵｷﾞﾔ ﾅｵ 茨　城

5 4 287 関　陽人(中3) 見川中 12.79 5 3 B422 荻谷　納央(中2) 笠原中 13.97
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 茨　城 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｹﾞﾝ 茨　城

6 8 4002 吉田　澪(中2) 水戸アスリートクラブ 12.79 6 7 A430 後藤　次元(中3) 笠原中 14.09
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ 茨　城 ﾌﾊﾞｻﾐ ｹﾝ 茨　城

7 5 2641 小林　光希(中3) 大島中 12.84 6 8017 文狭　健(中3) 三和中 DNS
ｶﾓｼﾀﾞ ﾐﾗｲ 茨　城 ｸﾗﾓﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 茨　城

8 3 341 鴨志田　未来(中2) 附属中 13.26 8 8024 倉持　大悟(中2) 三和中 DNS

5組 (風:-6.8) 6組 (風:-6.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｲｼ ﾕｳﾄ 茨　城 ｻﾄｳ ｷﾗ 茨　城

1 9 2643 大石　悠人(中3) 大島中 13.36 1 4 4246 佐藤　輝来(中2) 鹿嶋陸上クラブ 13.29

ｲｲﾂｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 茨　城

2 5 A422 飯塚　悠一朗(中3) 笠原中 13.88 2 3 285 小林　優太(中3) 見川中 14.24

ﾊﾗｸﾞﾁ ｷｮｳｽｹ 茨　城 ﾖｼﾉ ｲｯｻ 茨　城

3 2 B438 原口　京介(中2) 笠原中 14.13 3 7 B443 吉野　一冴(中2) 笠原中 14.56

ﾀﾁﾊﾗ ﾀｲｷ 茨　城 ｺﾄｸ ﾀｲｼ 茨　城

4 4 248 立原　太喜(中2) 赤塚中 14.28 4 8 256 古德　大獅(中2) 赤塚中 14.67

ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｷ 茨　城 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵﾄ 茨　城

3 5376 飯島　昂哉(中3) 鉾田南中 DNS 2 A7934 服部　尚寿(中2) 古河ＡＣ DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 茨　城 ｼﾝﾏﾁ ﾋｽｲ 茨　城

6 5378 渡邊　拓海(中3) 鉾田南中 DNS 5 8020 新町　一粋(中2) 三和中 DNS

ｺｱｸﾂ ﾊﾙｼ 茨　城 ﾓﾘ ｺｳﾀ 茨　城

7 4020 小圷　陽士(中1) 水戸アスリートクラブ DNS 6 8023 森　虹太(中2) 三和中 DNS

ﾀﾝｼﾞ ｲﾂｷ 茨　城 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 茨　城

8 8018 丹治　依月(中3) 三和中 DNS 9 5372 鈴木　和也(中3) 鉾田南中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

7組 (風:-3.9) 8組 (風:-5.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｶﾞ 茨　城 ﾖｼﾀﾞ ﾗｲﾔ 茨　城

1 7 4245 藤原　悠雅(中2) 鹿嶋陸上クラブ 12.81 1 4 292 ??田　蕾也(中2) 見川中 14.13

ｱｸﾂ ﾛｰﾘ 茨　城 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 茨　城

2 9 243 圷　炉謡(中3) 赤塚中 14.14 2 6 257 須田　涼太(中2) 赤塚中 14.14

ﾆｼｷ ﾈｵ 茨　城 ｵﾀﾍﾞ ﾕｳｶﾞ 茨　城

3 2 296 西木　音央(中2) 見川中 14.26 3 5 251 小田部　優芽(中2) 赤塚中 14.23

ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ 茨　城 ｻｻﾇﾏ ﾀｶｼ 茨　城

4 3 B423 落合　涼太(中2) 笠原中 14.65 4 2 B430 笹沼　孝(中2) 笠原中 15.46

ﾀｶﾊｼ ｱﾓﾝ 茨　城 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾔ 茨　城

5 8 B436 髙橋　吾門(中2) 笠原中 15.52 5 3 B432 荘司　倫弥(中2) 笠原中 15.90

ｵｵｻｷ ﾀｶﾋﾄ 茨　城 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 茨　城

4 8797 大崎　孝仁(中2) 古河ＡＣ DNS 7 8027 鈴木　悠斗(中2) 三和中 DNS

ｱｸﾂ ｾﾞﾝ 茨　城 ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 茨　城

5 A7922 阿久津　然(中2) 古河ＡＣ DNS 8 5377 髙山　弘太郎(中2) 鉾田南中 DNS

ｵｵﾀ ﾕｳｾｲ 茨　城 ｻｸﾗｲ ﾀｲﾁ 茨　城

6 232 太田　優聖(中2) 古河ＡＣ DNS 9 258 桜井　太壱(中2) 赤塚中 DNS

9組 (風:-3.7) 10組 (風:-4.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁｹﾞ ﾕｳﾄ 茨　城 ﾖﾈｶﾜ ﾓﾄｷ 茨　城

1 9 153 市毛　悠歳(中3) 緑岡中 13.05 1 4 A152 米川　心絆(中3) 緑岡中 13.72
ｲﾜﾏ ﾋﾛﾄ 茨　城 ｷｳﾁ ﾕｳﾀ 茨　城

2 6 154 岩間　寛人(中3) 緑岡中 13.46 2 6 246 木内　裕太(中2) 赤塚中 15.52
ﾀｹｲｼ ｼﾝﾉｽｹ 茨　城 ｽﾅﾔﾏ ﾀｶｱｷ 茨　城

3 7 4018 武石　真ノ助(中1) 水戸アスリートクラブ 14.58 3 5 B431 砂山　昂諒(中2) 笠原中 15.95
ｻﾜﾊﾀ ｼｭﾝｽｹ 茨　城 ｾｷ ﾕｳﾀ 茨　城

4 4 A81 澤畑　俊佑(中2) 水戸三中 14.67 4 3 168 関　悠汰(中2) 緑岡中 16.54
ﾋﾛｷ ﾘｸﾄ 茨　城 ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾝｼﾞｭ 茨　城

3 5382 廣木　陸人(中2) 鉾田南中 DNS 7 A69 山田　廉珠(中1) 古河ＡＣ DNS
ｱｶﾂｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茨　城 ﾊｯﾄﾘ ｴｲｼﾞ 茨　城

5 8019 赤塚　稜太郎(中2) 三和中 DNS 8 A70 服部　英志(中1) 古河ＡＣ DNS
ﾅｶﾉ ﾋﾛｷ 茨　城 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾄ 茨　城

8 159 中野　裕貴(中3) 緑岡中 DNS 9 165 杉山　陽人(中2) 緑岡中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾚﾝ 茨　城

1 279 佐藤　漣(中3) 見川中 12.39 -4.9
ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 茨　城

2 A82 黒澤　諒介(中2) 水戸三中 12.65 -4.9
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 茨　城

3 4307 山本　廉(中3) ビーイングジュニア 12.68 -4.9
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊｸ 茨　城

4 180 山口　波空(中3) 緑岡中 12.76 -4.9
ｾｷ ﾊﾙﾄ 茨　城

5 287 関　陽人(中3) 見川中 12.79 -4.9
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 茨　城

6 4002 吉田　澪(中2) 水戸アスリートクラブ 12.79 -4.9
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｶﾞ 茨　城

7 4245 藤原　悠雅(中2) 鹿嶋陸上クラブ 12.81 -3.9
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ 茨　城

8 2641 小林　光希(中3) 大島中 12.84 -4.9

凡例  DNS:欠場



高校一般男子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

1組 (風:-8.0) 2組 (風:-5.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗﾇﾏ ｷｮｳｼﾞｭ 茨　城 ｲﾘｴ ﾕｳﾀ 茨　城

1 4 4889 平沼　京樹(高1) つくば秀英高 12.36 1 7 1153 入江　優太(高3) 水戸桜ノ牧高 12.36

ｾｷ ｺｳﾀ 茨　城 ｸｽﾉｷ ｹｲｽｹ 茨　城

2 5 4772 関　倖太(高1) つくば秀英高 12.46 2 6 5043 楠木　啓介 茨城陸協 12.36

ｲｲﾀﾞ ｹﾞﾝ 茨　城 ｼﾉﾊﾗ ｹﾝｼﾝ 茨　城

3 6 1169 飯田　元(高2) 水戸桜ノ牧高 12.77 3 9 1161 篠原　健心(高3) 水戸桜ノ牧高 12.45

ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 茨　城 ｷﾞﾗﾆ ｾﾗ 茨　城

4 8 1371 阿部　優貴(高3) 茨城高 12.80 4 3 1354 ギラニ　世良(高2) 常磐大高 12.66

ﾌｼﾞﾀ ﾖｲﾁ 茨　城 ﾖｼﾀﾞ ｿｳ 茨　城

5 3 1239 藤田　与一(高3) 水城高 12.83 5 5 1165 吉田　蒼(高2) 水戸桜ノ牧高 12.83

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺﾄ 茨　城 ｱｻﾉ ｺｳｷ 茨　城

2 1928 小野寺　誠(高3) 水城高 DNS 6 2 1553 浅野　公希(高2) 水戸啓明高 12.86

ﾁｭｳｸﾞﾝ ﾘｸ 茨　城 ﾅﾙｾ ﾏｷﾄ 茨　城

7 1703 中郡　陸(高3) 水戸聾学校 DNS 4 1173 成瀬　槙人(高2) 水戸桜ノ牧高 DNS

ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 茨　城 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 茨　城

9 4294 鈴木　唯史(高3) 古河ＡＣ DNS 8 5024 平林　匠 茨城陸協 DNS

3組 (風:-6.4) 4組 (風:-5.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 茨　城 ﾃﾙｳﾁ ﾑｻｼ 茨　城

1 7 3434 金森　和貴 つくばTP 11.46 1 7 4773 照内　武咲志(高1) つくば秀英高 12.56
ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 茨　城 ｲﾅﾉﾍﾞ ｶｲ 茨　城

2 5 209 成島　陽紀(高3) 東洋大牛久高 11.59 2 9 4771 稲野辺　海(高1) つくば秀英高 12.73
ﾀﾔﾏ ｶﾝﾀ 茨　城 ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 茨　城

3 6 1159 田山　敢大(高3) 水戸桜ノ牧高 11.84 3 8 4890 矢口　隆斗(高1) つくば秀英高 12.91
ｸﾘﾔﾏ ﾄﾜ 茨　城 ﾄｸﾓﾘ ｵｳｶﾞ 茨　城

4 4 2383 栗山　登羽(高2) 東洋大牛久高 11.97 4 4 4779 徳守　央駕(高1) つくば秀英高 12.96
ﾏｴﾉ ﾀｲｶﾞ 茨　城 ﾀｹﾑﾗ ｺｳｾｲ 茨　城

5 9 1702 前野　大河 心走クラブ 12.10 5 6 4774 竹村　光晴(高1) つくば秀英高 13.06
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 茨　城 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 茨　城

6 2 1556 鈴木　俊介(高3) 水戸啓明高 12.71 6 5 4783 関口　康誠(高1) つくば秀英高 13.09
ｸﾞﾝｼﾞ ﾋｶﾙ 茨　城 ﾐﾔﾀ ｼｭﾝ 茨　城

7 3 1926 軍司　光(高3) 水城高 12.73 7 3 4790 宮田　珠生(高1) つくば秀英高 13.38
ﾐﾔﾀ ｶｲﾄ 茨　城 ｾｷﾓﾄ ﾋｶﾙ 茨　城

8 1175 宮田　海翔(高2) 水戸桜ノ牧高 DNS 8 2 4789 関本　輝(高1) つくば秀英高 13.54

5組 (風:-6.3) 6組 (風:-4.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛｷ ﾋﾄｼ 茨　城 ｼｲﾅ ﾘｸ 茨　城

1 4 1171 廣木　仁(高2) 水戸桜ノ牧高 12.84 1 5 1237 椎名　陸(高3) 水城高 12.80

ﾀｶﾔｽ ﾊﾙｸ 茨　城 ﾀｶｷﾞ ﾚｲﾘ 茨　城

2 9 1168 髙安　春玖(高2) 水戸桜ノ牧高 13.00 2 4 1375 高木　怜利(高3) 茨城高 12.89

ｶﾏﾀ ﾊﾙﾄ 茨　城 ｲﾜﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨　城

3 2 1174 鎌田　遥都(高2) 水戸桜ノ牧高 13.04 3 3 1355 岩田　将太郞(高2) 常磐大高 13.03

ｻｻﾒ ｼｮｳﾀ 茨　城 ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳｶﾞ 茨　城

4 6 1374 笹目　翔太(高3) 茨城高 13.20 4 8 1241 犬塚　侑我(高2) 水城高 13.16

ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 茨　城 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙｷ 茨　城

5 3 1552 中島　魁柊(高2) 水戸啓明高 13.23 5 9 1376 松下　遥紀(高3) 茨城高 13.46

ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ 茨　城 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 茨　城

6 5 1167 齋藤　康生(高2) 水戸桜ノ牧高 13.43 6 7 3104 清水　拓磨 ひたちなか市陸協 13.54

ｳｴﾀﾞ ﾜﾀﾙ 茨　城 ﾊﾘｶﾞｲ ｿﾗ 茨　城

7 3805 上田　航 阿見AC DNS 6 4414 針谷　宙(高3) 古河ＡＣ DNS

ﾜﾀﾋｷ ﾀﾞｲｽｹ 茨　城

8 1238 綿引　大介(高3) 水城高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7組 (風:-8.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾈ ｼｮｳ 茨　城 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 茨　城

1 5 1363 中根　緒佑(高2) 常磐大高 13.67 1 3434 金森　和貴 つくばTP 11.46 -6.4

ｸｼﾀﾞ ｵｳｷ 茨　城 ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 茨　城

2 7 1242 櫛田　旺来(高2) 水城高 13.71 2 209 成島　陽紀(高3) 東洋大牛久高 11.59 -6.4

ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾄ 茨　城 ﾀﾔﾏ ｶﾝﾀ 茨　城

3 6 1554 川島　拓斗(高1) 水戸啓明高 14.05 3 1159 田山　敢大(高3) 水戸桜ノ牧高 11.84 -6.4

ﾖｺｽｶ ｼｭｳ 茨　城 ｸﾘﾔﾏ ﾄﾜ 茨　城

4 8 1166 横須賀　秀(高2) 水戸桜ノ牧高 14.13 4 2383 栗山　登羽(高2) 東洋大牛久高 11.97 -6.4

ﾔｼﾏ ｼﾝﾔ 茨　城 ﾏｴﾉ ﾀｲｶﾞ 茨　城

3 55 八島　進也 水戸陸協 DNS 5 1702 前野　大河 心走クラブ 12.10 -6.4

ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 茨　城 ﾋﾗﾇﾏ ｷｮｳｼﾞｭ 茨　城

4 1244 松浦　侑汰(高2) 水城高 DNS 6 4889 平沼　京樹(高1) つくば秀英高 12.36 -8.0

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 茨　城 ｲﾘｴ ﾕｳﾀ 茨　城

9 4771 山本　健一 茨城マスターズ DNS 7 1153 入江　優太(高3) 水戸桜ノ牧高 12.36 -5.7

ｸｽﾉｷ ｹｲｽｹ 茨　城

8 5043 楠木　啓介 茨城陸協 12.36 -5.7

凡例  DNS:欠場



小学3年女子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-7.3) 2組 (風:-4.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 茨　城 ｵｻﾞﾜ ｱｲﾘ 茨　城

1 5 A198 川口　歩乃佳(小3) 水戸市陸上スポ少 19.23 1 5 A104 小澤　愛織(小3) 鹿嶋陸上クラブ 18.06

ﾅｶﾞｼﾏ ﾘﾎ 茨　城 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘﾝｶ 茨　城

2 6 A199 長島　里?(小3) 水戸市陸上スポ少 20.14 2 6 A25 長峯　凛果(小3) 鉾田陸上クラブ 18.86

ｳｴﾀﾞ ﾁｻﾄ 茨　城 ﾃｶﾞ ﾚｲｱ 茨　城

3 7 A201 植田　千惺(小3) 水戸市陸上スポ少 20.64 3 7 A24 手賀　玲愛(小3) 鉾田陸上クラブ 19.37

ｱﾜﾉ ﾐｵﾝ 茨　城 ﾃﾗﾆｼ ｴﾚﾅ 茨　城

4 4 A22 粟野　美音(小3) 鉾田陸上クラブ 20.83 4 4 A105 寺西　恵怜菜(小3) 鹿嶋陸上クラブ 20.15

ｻﾄｳ ｾﾘﾊ 茨　城 ｵﾇﾏ ｸﾚｱ 茨　城

5 8 A203 佐藤　芹羽(小3) 水戸市陸上スポ少 21.25 5 3 A23 小沼　來愛(小3) 鉾田陸上クラブ 20.46

ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘﾘｶ 茨　城 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ﾐｸ 茨　城

6 9 A202 船橋　凛々花(小3) 水戸市陸上スポ少 21.44 6 8 A26 日向寺　美玖(小3) 鉾田陸上クラブ 20.50

ﾏｴｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 茨　城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾅ 茨　城

7 3 A200 前島　伽音(小3) 水戸市陸上スポ少 21.49 9 A153 渡邉　天那(小3) 水戸アスリートクラブ DNS

3組 (風:-6.2) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾞｨｴｽ ﾗﾝ 茨　城 ｵｻﾞﾜ ｱｲﾘ 茨　城

1 9 A229 ディエス　蘭(小3) 五軒小 19.32 1 A104 小澤　愛織(小3) 鹿嶋陸上クラブ 18.06 -4.5

ﾈﾓﾄ ｻﾅ 茨　城 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘﾝｶ 茨　城

2 8 A154 根本　紗南(小3) 水戸アスリートクラブ 19.68 2 A25 長峯　凛果(小3) 鉾田陸上クラブ 18.86 -4.5

ｵｶｻﾞｷ ﾕﾘｱ 茨　城 ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 茨　城

3 7 A157 岡﨑　結莉愛(小3) 水戸アスリートクラブ 19.75 3 A198 川口　歩乃佳(小3) 水戸市陸上スポ少 19.23 -7.3

ｸﾞﾝｼﾞ ｺﾄﾈ 茨　城 ﾃﾞｨｴｽ ﾗﾝ 茨　城

4 6 A155 郡司　ことね(小3) 水戸アスリートクラブ 20.25 4 A229 ディエス　蘭(小3) 五軒小 19.32 -6.2

ﾊﾈﾀﾞ ﾓﾓｶ 茨　城 ﾃｶﾞ ﾚｲｱ 茨　城

5 5 A158 羽田　百々花(小3) 水戸アスリートクラブ 20.51 5 A24 手賀　玲愛(小3) 鉾田陸上クラブ 19.37 -4.5

ｽｽﾞｷ ﾋﾉｶ 茨　城 ﾈﾓﾄ ｻﾅ 茨　城

6 4 A156 鈴木　ひのか(小3) 水戸アスリートクラブ 21.08 6 A154 根本　紗南(小3) 水戸アスリートクラブ 19.68 -6.2

ｵﾇﾏ ﾏﾅﾐ 茨　城 ｵｶｻﾞｷ ﾕﾘｱ 茨　城

7 3 A103 小沼　愛実(小3) 鹿嶋陸上クラブ 21.26 7 A157 岡﨑　結莉愛(小3) 水戸アスリートクラブ 19.75 -6.2

ﾅｶﾞｼﾏ ﾘﾎ 茨　城

8 A199 長島　里?(小3) 水戸市陸上スポ少 20.14 -7.3

凡例  DNS:欠場



小学4年女子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:-6.1) 2組 (風:-4.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｷﾞﾔ ﾎﾉｶ 茨　城 ｻｲﾄｳ ﾓｶ 茨　城

1 7 A208 萩谷　ほの花(小4) 水戸市陸上スポ少 17.39 1 7 A31 齋藤　百椛(小4) 鉾田陸上クラブ 19.11

ｳｽｲ ｻﾅ 茨　城 ｺﾏﾂｻﾞｷ ｶﾘﾝ 茨　城

2 8 A204 薄井　沙奈(小4) 水戸市陸上スポ少 18.54 2 4 A119 小松﨑　夏凛(小4) ときわクラブ 19.14

ｽｶﾞﾔ ｱｶﾈ 茨　城 ｻｲﾄｳ ﾐｳ 茨　城

3 3 A209 菅谷　明音(小4) 水戸市陸上スポ少 18.68 3 6 A30 齋藤　美羽(小4) 鉾田陸上クラブ 19.98

ﾋﾗﾇﾏ ﾅﾂｷ 茨　城 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾅ 茨　城

4 4 A205 平沼　夏葵(小4) 水戸市陸上スポ少 18.86 4 8 A33 田口　日奈(小4) 鉾田陸上クラブ 20.41

ｸﾏｲ ﾐﾂｷ 茨　城 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ｱﾔﾒ 茨　城

5 2 A212 熊井　美月(小4) 水戸市陸上スポ少 20.75 5 9 A34 日向寺　彩夢(小4) 鉾田陸上クラブ 20.76

ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 茨　城 ｶﾈﾓﾄ ﾘﾅ 茨　城

6 6 A207 鈴木　結愛(小4) 水戸市陸上スポ少 21.99 6 2 A211 金本　梨那(小4) 水戸市陸上スポ少 21.03

ﾎﾘｶﾜ ﾁﾋﾛ 茨　城 ｻｲﾄｳ ﾙﾅ 茨　城

7 5 A206 堀川　千尋(小4) 水戸市陸上スポ少 22.77 7 3 A32 斉藤　瑠那(小4) 鉾田陸上クラブ 21.73

ﾏﾂﾓﾄ ｳｲ 茨　城 ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ 茨　城

9 A210 松本　愛唯(小4) 水戸市陸上スポ少 DNS 5 A61 柴田　芽希(小4) 古河ＡＣ DNS

3組 (風:-6.0) 4組 (風:-5.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｺｼ ﾆｲﾅ 茨　城 ｶﾜﾉ ﾘｻ 茨　城

1 9 A120 猪越　新那(小4) ときわクラブ 17.55 1 8 A107 河野　吏紗(小4) 鹿嶋陸上クラブ 18.73
ｸﾘﾏﾀ ﾓｶ 茨　城 ｲｼﾊﾞｼ ｱｵｲ 茨　城

2 5 A29 栗俣　百花(小4) 鉾田陸上クラブ 18.28 2 3 A106 石橋　碧(小4) 鹿嶋陸上クラブ 19.14
ｵﾆｻﾞﾜ ｾｲﾅ 茨　城 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁｶ 茨　城

3 8 A28 鬼沢　聖奈(小4) 鉾田陸上クラブ 18.34 3 6 A35 山田　依千榎(小4) 鉾田陸上クラブ 19.20
ｺｲﾃﾞ ﾚﾐﾅ 茨　城 ﾔｷﾞ ﾕｳｱ 茨　城

4 7 A90 小出　麗美菜(小4) ビーイングジュニア 18.39 4 9 A109 八木　友愛(小4) 鹿嶋陸上クラブ 19.56
ﾄﾁｷﾞ ｱｷ 茨　城 ｶﾜﾅﾍﾞ ｱｲﾅ 茨　城

2 A59 栃木　愛輝(小4) 古河ＡＣ DNS 5 5 A159 川野辺　愛菜(小4) 水戸アスリートクラブ 19.79
ｼﾏﾀﾞ ｱｵｲ 茨　城 ｽｹｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 茨　城

3 A62 島田　葵彩(小4) 古河ＡＣ DNS 6 4 A181 助川　華音(小4) 那珂トラッククラブ 20.02
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ 茨　城 ｷﾀｷ ﾘﾕ 茨　城

4 A60 中村　璃叶(小4) 古河ＡＣ DNS 7 7 A108 木滝　理結(小4) 鹿嶋陸上クラブ 20.11
ﾐﾖｼ ﾉｿﾞﾐ 茨　城 ｱﾗｲ ﾏﾅﾊ 茨　城

6 A178 三好　希美(小4) 那珂トラッククラブ DNS 2 A57 新井　愛葉(小4) 古河ＡＣ DNS

5組 (風:-5.0) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾐﾅｶﾞ ﾉｱ 茨　城 ｶﾐﾅｶﾞ ﾉｱ 茨　城

1 7 A179 神長　希陽(小4) 那珂トラッククラブ 17.31 1 A179 神長　希陽(小4) 那珂トラッククラブ 17.31 -5.0
ｵｵﾊﾞ ﾐﾁﾙ 茨　城 ﾊｷﾞﾔ ﾎﾉｶ 茨　城

2 3 A27 大庭　みちる(小4) 鉾田陸上クラブ 17.99 2 A208 萩谷　ほの花(小4) 水戸市陸上スポ少 17.39 -6.1
ｺｸﾌﾞﾝ ﾏﾘﾅ 茨　城 ｲﾉｺｼ ﾆｲﾅ 茨　城

3 8 A91 国分　鞠奈(小4) ビーイングジュニア 18.22 3 A120 猪越　新那(小4) ときわクラブ 17.55 -6.0
ﾋﾄﾐ ﾊﾅ 茨　城 ｵｵﾊﾞ ﾐﾁﾙ 茨　城

4 9 A160 人見　羽南(小4) 水戸アスリートクラブ 18.56 4 A27 大庭　みちる(小4) 鉾田陸上クラブ 17.99 -5.0
ﾇﾏｼﾞﾘ ｻﾅ 茨　城 ｺｸﾌﾞﾝ ﾏﾘﾅ 茨　城

5 4 A228 沼尻　紗奈(小4) 石川小 18.67 5 A91 国分　鞠奈(小4) ビーイングジュニア 18.22 -5.0
ﾈﾓﾄ ﾓﾓﾅ 茨　城 ｸﾘﾏﾀ ﾓｶ 茨　城

6 1 A180 根本　百々那(小4) 那珂トラッククラブ 19.02 6 A29 栗俣　百花(小4) 鉾田陸上クラブ 18.28 -6.0
ｽｶﾞﾏ ﾒｲ 茨　城 ｵﾆｻﾞﾜ ｾｲﾅ 茨　城

7 5 A72 菅間　萌衣(小4) 常総S.C. 19.62 7 A28 鬼沢　聖奈(小4) 鉾田陸上クラブ 18.34 -6.0
ﾄﾉｵｶ ｺﾊﾙ 茨　城 ｺｲﾃﾞ ﾚﾐﾅ 茨　城

8 6 A161 外岡　心花(小4) 水戸アスリートクラブ 19.63 8 A90 小出　麗美菜(小4) ビーイングジュニア 18.39 -6.0
ﾔﾏﾓﾄ ｳｻ 茨　城

2 A58 山本　羽紗(小4) 古河ＡＣ DNS

凡例  DNS:欠場



小学5年女子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 10:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:-5.5) 2組 (風:-5.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾂ ﾒｲ 茨　城 ｵﾇﾏ ﾉｱ 茨　城

1 3 A219 大津　芽愛(小5) 水戸市陸上スポ少 18.55 1 9 A38 小沼　希愛(小5) 鉾田陸上クラブ 18.43

ｵｺｲｴ ﾆｺﾙﾐﾕｳ 茨　城 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾗﾝｺ 茨　城

2 6 A215 オコイエ　ニコル心優(小5) 水戸市陸上スポ少 18.68 2 7 A40 長峰　華子(小5) 鉾田陸上クラブ 19.26

ﾌﾅﾊﾞｼ ｺｺﾅ 茨　城 ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ 茨　城

3 4 A214 船橋　心菜(小5) 水戸市陸上スポ少 18.96 3 6 A42 吉川　凛(小5) 鉾田陸上クラブ 19.88

ﾀｻｷ ｽｽﾞ 茨　城 ｶﾀﾔﾏ ｿﾗ 茨　城

4 7 A216 田﨑　寿々(小5) 水戸市陸上スポ少 21.36 4 5 A111 片山　蒼(小5) 鹿嶋陸上クラブ 19.94

ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ 茨　城 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｵｶ 茨　城

5 5 A213 吉田　未空(小5) 水戸市陸上スポ少 21.43 3 A36 石橋　里桜花(小5) 鉾田陸上クラブ DNS

ｶﾜﾊﾞﾀ ｴﾏ 茨　城 ﾀｶﾊｼ ｻﾜ 茨　城

8 A217 川端　恵茉(小5) 水戸市陸上スポ少 DNS 4 A65 髙橋　咲羽(小5) 古河ＡＣ DNS

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 茨　城 ｶﾈｺ ｻｸﾗ 茨　城

9 A218 宮澤　のの香(小5) 水戸市陸上スポ少 DNS 8 A88 金子　さくら(小5) ビーイングジュニア DNS

3組 (風:-8.3) 4組 (風:-4.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾀﾆ ｻｷ 茨　城 ｶｼﾜﾊﾞ ﾓﾓｶ 茨　城

1 5 A87 小谷　咲綺(小5) ビーイングジュニア 18.11 1 5 A110 柏葉　萌々花(小5) 鹿嶋陸上クラブ 16.85
ﾀｷｭｳ ｻﾜ 茨　城 ﾀﾅｶ ｽｽﾞﾊ 茨　城

2 7 A112 武生　咲羽(小5) 鹿嶋陸上クラブ 18.36 2 4 A184 田中　涼羽(小5) 那珂トラッククラブ 16.90
ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ 茨　城 ｵｵｺｼ ﾕｽﾞｷ 茨　城

3 9 A84 田辺　遥菜(小5) ビーイングジュニア 18.67 3 9 A37 大越　柚稀(小5) 鉾田陸上クラブ 17.71
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 茨　城 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 茨　城

4 6 A82 山田　音空(小5) ビーイングジュニア 18.81 4 3 A162 會澤　奏音(小5) 水戸アスリートクラブ 17.98
ﾑﾗｲｼ ﾋﾅ 茨　城 ｸﾎﾞ ｺｺﾈ 茨　城

5 4 A166 村石　陽菜(小5) 水戸アスリートクラブ 18.99 5 8 A183 久保　心寧(小5) 那珂トラッククラブ 18.47
ﾊﾔﾌﾞｻ ｼｵﾘ 茨　城 ｼﾊﾞ ﾘｵﾝ 茨　城

6 3 A83 隼　史織(小5) ビーイングジュニア 19.04 6 6 A85 芝　凛音(小5) ビーイングジュニア 18.49
ﾐｿﾉ ｺﾊｸ 茨　城 ｱｶｻｶ ﾅﾅ 茨　城

7 8 A113 御園　湖白(小5) 鹿嶋陸上クラブ 19.52 2 A64 赤坂　凪菜(小5) 古河ＡＣ DNS
ﾋﾗﾏ ﾙｱ 茨　城

7 A41 平間　瑠愛(小5) 鉾田陸上クラブ DNS

5組 (風:-5.4) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾔﾏ ｱﾉﾝ 茨　城 ﾋﾔﾏ ｱﾉﾝ 茨　城

1 6 A164 桧山　明音(小5) 水戸アスリートクラブ 15.91 1 A164 桧山　明音(小5) 水戸アスリートクラブ 15.91 -5.4
ﾊﾔｼ ﾐｺﾄ 茨　城 ﾊﾔｼ ﾐｺﾄ 茨　城

2 5 A165 林　美詞(小5) 水戸アスリートクラブ 16.13 2 A165 林　美詞(小5) 水戸アスリートクラブ 16.13 -5.4
ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾅ 茨　城 ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾅ 茨　城

3 9 A163 澁谷　倖菜(小5) 水戸アスリートクラブ 16.25 3 A163 澁谷　倖菜(小5) 水戸アスリートクラブ 16.25 -5.4
ｸﾉ ｻｷﾅ 茨　城 ｸﾉ ｻｷﾅ 茨　城

4 4 A39 久野　沙希菜(小5) 鉾田陸上クラブ 16.28 4 A39 久野　沙希菜(小5) 鉾田陸上クラブ 16.28 -5.4
ﾊﾈﾀﾞ ﾙﾐｶ 茨　城 ﾊﾈﾀﾞ ﾙﾐｶ 茨　城

5 8 A167 羽田　琉美香(小5) 水戸アスリートクラブ 16.31 5 A167 羽田　琉美香(小5) 水戸アスリートクラブ 16.31 -5.4
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 茨　城 ｶｼﾜﾊﾞ ﾓﾓｶ 茨　城

6 3 A86 小林　柚澄(小5) ビーイングジュニア 16.92 6 A110 柏葉　萌々花(小5) 鹿嶋陸上クラブ 16.85 -4.5
ﾐﾈｼﾏ ﾘﾝｶ 茨　城 ﾀﾅｶ ｽｽﾞﾊ 茨　城

7 7 A182 峯島　凜花(小5) 那珂トラッククラブ 17.33 7 A184 田中　涼羽(小5) 那珂トラッククラブ 16.90 -4.5
ｻｸﾗｲ ｼｽﾞｸ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 茨　城

2 A63 櫻井　詩月(小5) 古河ＡＣ DNS 8 A86 小林　柚澄(小5) ビーイングジュニア 16.92 -5.4

凡例  DNS:欠場



小学6年女子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-5.9) 2組 (風:-6.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾊﾞﾀ ﾗﾗ 茨　城 ﾂﾎﾞｲ ﾏﾅ 茨　城

1 8 A220 柴田　らら(小6) 水戸市陸上スポ少 16.86 1 4 A116 坪井　茉那(小6) 鹿嶋陸上クラブ 16.45

ﾊｷﾞﾉﾔ ｱｺ 茨　城 ｲｼﾊﾞｼ ｻｸﾗ 茨　城

2 3 A221 萩野谷　亜瑚(小6) 水戸市陸上スポ少 17.98 2 6 A114 石橋　桜(小6) 鹿嶋陸上クラブ 17.29

ｵｶﾀﾞ ｻｷ 茨　城 ｽﾐ ﾘｵﾝ 茨　城

3 2 A222 岡田　桜季(小6) 水戸市陸上スポ少 18.03 3 9 A77 角　怜音(小6) ビーイングジュニア 17.76

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 茨　城 ｲﾅﾊﾞ ﾕﾂﾞｷ 茨　城

4 6 A121 小林　佑綺(小6) ときわクラブ 18.25 4 3 A80 稲葉　柚月(小6) ビーイングジュニア 17.87

ﾉﾊﾗ ﾆｶ 茨　城 ﾃﾗﾆｼ ｴﾘｻ 茨　城

5 7 A46 野原　二華(小6) 鉾田陸上クラブ 18.61 5 2 A118 寺西　恵璃紗(小6) 鹿嶋陸上クラブ 17.89

ｸﾗﾓﾁ ﾏｼﾛ 茨　城 ﾖｼｶﾜ ﾋﾅ 茨　城

6 5 A79 倉持　希白(小6) ビーイングジュニア 19.04 6 8 A47 吉川　陽菜(小6) 鉾田陸上クラブ 18.37

ｵｵﾀ ﾕﾘﾅ 茨　城 ﾅﾘﾀ ｱﾕﾑ 茨　城

4 A68 太田　優里菜(小6) 古河ＡＣ DNS 5 A128 成田　歩睦(小6) 美野里クラブ DNS

ｲｼﾊﾞｼ ﾕｲｶ 茨　城 ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 茨　城

9 A43 石橋　結遥(小6) 鉾田陸上クラブ DNS 7 A67 大久保　楓(小6) 古河ＡＣ DNS

3組 (風:-6.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾊﾞ ｱｶﾘ 茨　城 ｵｵﾊﾞ ｱｶﾘ 茨　城

1 5 A44 大庭　あかり(小6) 鉾田陸上クラブ 15.71 1 A44 大庭　あかり(小6) 鉾田陸上クラブ 15.71 -6.3

ﾏﾅﾍﾞ ｻｱﾔ 茨　城 ﾏﾅﾍﾞ ｻｱﾔ 茨　城

2 6 A168 真鍋　桜苺(小6) 水戸アスリートクラブ 15.92 2 A168 真鍋　桜苺(小6) 水戸アスリートクラブ 15.92 -6.3

ﾀｸﾞﾁ ﾐｶ 茨　城 ﾀｸﾞﾁ ﾐｶ 茨　城

3 7 A170 田口　実花(小6) 水戸アスリートクラブ 16.05 3 A170 田口　実花(小6) 水戸アスリートクラブ 16.05 -6.3

ｻｲﾄｳ ｱｲ 茨　城 ｻｲﾄｳ ｱｲ 茨　城

4 9 A117 齊藤　愛(小6) 鹿嶋陸上クラブ 16.44 4 A117 齊藤　愛(小6) 鹿嶋陸上クラブ 16.44 -6.3

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾚｱ 茨　城 ﾂﾎﾞｲ ﾏﾅ 茨　城

5 3 A115 倉林　礼歩(小6) 鹿嶋陸上クラブ 16.55 5 A116 坪井　茉那(小6) 鹿嶋陸上クラブ 16.45 -6.1

ｺｸﾌﾞﾝ ﾕｳﾅ 茨　城 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾚｱ 茨　城

6 2 A78 国分　憂奈(小6) ビーイングジュニア 16.78 6 A115 倉林　礼歩(小6) 鹿嶋陸上クラブ 16.55 -6.3

ｷﾀｶﾜ ﾕｲ 茨　城 ｺｸﾌﾞﾝ ﾕｳﾅ 茨　城

7 1 A45 北川　ゆい(小6) 鉾田陸上クラブ 16.86 7 A78 国分　憂奈(小6) ビーイングジュニア 16.78 -6.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾅ 茨　城 ｷﾀｶﾜ ﾕｲ 茨　城

4 A169 渡邉　樹那(小6) 水戸アスリートクラブ DNS 8 A45 北川　ゆい(小6) 鉾田陸上クラブ 16.86 -6.3

ﾀｶﾉ ﾎﾉｶ 茨　城

8 A66 髙野　帆華(小6) 古河ＡＣ DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

1組 (風:-6.8) 2組 (風:-4.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾉ ﾘﾝ 茨　城 ﾅﾊﾀ ﾓｶ 茨　城

1 7 A277 中野　鈴(中2) 見川中 14.61 1 6 4037 名畑　百花(中2) 水戸アスリートクラブ 14.23

ﾓﾛｶﾜ ﾏﾔ 茨　城 ｵﾇﾏ ﾕﾅ 茨　城

2 6 4035 諸川　茉耶(中2) 水戸アスリートクラブ 15.36 2 7 4012 小沼　結愛(中2) 水戸アスリートクラブ 14.37

ｺｲｹ ｲﾁｺﾞ 茨　城 ﾀﾅｶ ﾏｺ 茨　城

3 2 A227 小池　苺(中1) 水戸四中 15.80 3 3 4304 田中　眞航(中2) ビーイングジュニア 14.53

ｷﾓﾄ ｼﾎ 茨　城 ﾊﾀﾔﾏ ﾐｸ 茨　城

3 385 木元　紫帆(中3) 茨城中 DNS 4 2 4040 畑山　美空(中3) 水戸アスリートクラブ 14.56

ｻｻｷ ｺﾄﾊ 茨　城 ﾔﾅｶ ｱｵｲ 茨　城

4 A423 佐々木　琴葉(中3) 笠原中 DNS 5 4 2120 谷中　葵(中3) ときわクラブ 15.13

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｱ 茨　城 ﾋﾛﾀ ﾋｶﾘ 茨　城

5 8037 中村　友里杏(中3) 三和中 DNS 5 8018 廣田　ひかり(中1) 三和中 DNS

ｺｲｹ ｸﾙﾐ 茨　城 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ 茨　城

8 8014 小池　来望(中2) 三和中 DNS 8 2119 原田　真希(中3) ときわクラブ DNS

ｱﾗｲ ﾕｳ 茨　城 ｻｴｷ ﾓﾈ 茨　城

9 8038 荒井　悠(中3) 三和中 DNS 9 5385 佐伯　萌子(中3) 鉾田南中 DNS

3組 (風:-4.0) 4組 (風:-4.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷ ｱﾝﾅ 茨　城 ｲﾁｹﾞ ﾕｱ 茨　城

1 5 4021 関　杏奈(中2) 水戸アスリートクラブ 13.61 1 7 2641 市毛　悠愛(中3) 大島中 14.55
ｴﾋﾞｻﾜ ｺﾉﾐ 茨　城 ﾅｶｻﾞﾜ ｻｷ 茨　城

2 7 4027 海老沢　このみ(中2) 水戸アスリートクラブ 14.01 2 2 A429 中澤　早紀(中2) 笠原中 14.72
ﾐﾔﾁ ｱﾔﾉ 茨　城 ｶﾜｻｷ ﾐﾕ 茨　城

3 8 A432 宮地　綾乃(中3) 笠原中 14.65 3 4 B431 川崎　美裕(中2) 笠原中 14.95
ｲﾄｳ ﾅﾂｷ 茨　城 ｻｸﾏ ﾅﾅ 茨　城

4 2 4242 伊藤　菜月(中2) 鹿嶋陸上クラブ 14.67 4 3 290 佐久間　奈菜(中3) 見川中 14.99
ｸﾛｶﾜ ﾘﾅ 茨　城 ﾌｶｻﾜ ﾕﾘ 茨　城

3 8036 黒川　莉那(中3) 三和中 DNS 4 9 4019 深澤　結里(中3) 水戸アスリートクラブ 14.99
ｶﾄﾘ ﾅﾂﾐ 茨　城 ﾁﾊﾞ ｴﾘﾝ 茨　城

4 8017 香取　奈摘(中1) 三和中 DNS 6 5 4293 千葉　永凜(中3) ビーイングジュニア 15.00
ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾋｲﾛ 茨　城 ﾀﾃﾉ ﾐｸ 茨　城

6 5371 小松崎　妃紅(中3) 鉾田南中 DNS 7 8 4249 立野　美紅(中2) 鹿嶋陸上クラブ 15.06
ﾅﾐｷ ｱｽﾞｻ 茨　城 ﾌｾｷﾞ ﾉｿﾞﾐ 茨　城

9 8039 並木　あずさ(中3) 三和中 DNS 8 6 283 伏木　希美(中3) 見川中 15.63

5組 (風:-5.2) 6組 (風:-6.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾄﾊｼ ﾘｵ 茨　城 ﾀﾅｶ ｱｽﾐ 茨　城

1 8 177 本橋　理央(中3) 緑岡中 15.15 1 9 4011 田中　あすみ(中2) 水戸アスリートクラブ 15.10

ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾎ 茨　城 ﾌﾙﾀ ﾂﾎﾞﾐ 茨　城

2 4 B424 池田　愛歩(中2) 笠原中 15.26 2 2 A278 古田　蕾(中2) 見川中 15.35

ﾀｷﾓﾄ ｶﾅ 茨　城 ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 茨　城

3 9 B437 瀧本　佳奈(中2) 笠原中 15.55 3 8 297 田中　咲良(中3) 見川中 15.36

ｵｵｻｸ ﾐﾓｶ 茨　城 ﾓﾘ ﾕｽﾞｷ 茨　城

4 5 A2641 大作　珠苺花(中2) 大島中 15.63 4 4 289 森　柚葵(中3) 見川中 15.57

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶ 茨　城 ﾀﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 茨　城

5 3 288 渡邉　智花(中3) 見川中 15.64 3 5381 田山　希海(中2) 鉾田南中 DNS

ﾔﾅｲ ｱｲ 茨　城 ﾂｶﾀﾞ ﾕﾅ 茨　城

2 A7932 柳井　愛依(中2) 古河ＡＣ DNS 5 4010 塚田　優奈(中2) 水戸アスリートクラブ DNS

ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 茨　城 ﾀｶﾉ ｶﾝﾅ 茨　城

6 386 塩澤　優杏(中3) 茨城中 DNS 6 A7925 髙野　栞凪(中2) 古河ＡＣ DNS

ｻｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 茨　城 ｱｵｻﾜ ﾐﾜ 茨　城

7 5380 齋藤　羽月(中2) 鉾田南中 DNS 7 B421 青澤　美和(中2) 笠原中 DNS

凡例  FS1:(R162-6)1回目の不正スタート DNS:欠場 DQ:失格



中学女子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

7組 (風:-5.7) 8組 (風:-7.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｸﾀ ﾏｲ 茨　城 ﾓﾛｶﾜ ﾏﾘﾝ 茨　城

1 7 A106 白田　舞(中1) 我流AC 15.19 1 6 4003 諸川　茉海(中1) 水戸アスリートクラブ 15.16

ｻﾄｳ ﾕｳﾊ 茨　城 ｶﾈﾋﾗ ﾒｲｻ 茨　城

2 4 A273 佐藤　優羽(中2) 見川中 15.38 2 5 299 兼平　めいさ(中2) 見川中 15.45

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 茨　城 ﾊﾔｼ ｵﾄﾜ 茨　城

3 9 282 中嶋　歩美(中3) 見川中 15.69 3 4 A275 林　乙和(中2) 見川中 15.68

ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 茨　城 ｱｳﾁ ﾏｵ 茨　城

4 6 254 斉藤　奈摘(中2) 赤塚中 15.73 4 9 A108 阿内　真生(中1) 我流AC 15.73

ｴﾉ ﾋﾅｺ 茨　城 ｾｷ ｴﾘｶ 茨　城

5 2 4030 江野　日奈子(中2) 水戸アスリートクラブ 15.81 5 3 B434 関絵　梨花(中2) 笠原中 15.78

ﾊｾｶﾞﾜ ｺｺﾛ 茨　城 ｽﾐ ｶﾚﾝ 茨　城

6 5 A276 長谷川　心(中2) 見川中 15.90 6 8 4294 角　果怜(中2) ビーイングジュニア 16.54

ｺﾐﾔ ｱﾔｶ 茨　城 ﾅｶﾞｼﾏ ﾜｶﾅ 茨　城

3 369 小宮　彩楓(中2) 茨城中 DNS 7 4043 長島　和香奈(中1) 水戸アスリートクラブ FS1,DQ

ﾖﾈｶﾜ ｻﾗｻ 茨　城 ｵｵﾊｼ ﾕｲｶ 茨　城

8 5374 米川　咲彩(中3) 鉾田南中 DNS 2 370 大橋　由佳(中2) 茨城中 DNS

9組 (風:-6.3) 10組 (風:-7.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗﾉ ｺﾄ 茨　城 ﾏﾂｲ ｱｲﾘ 茨　城

1 7 4008 平野　心音(中1) 水戸アスリートクラブ 15.27 1 4 259 松井　愛理(中2) 赤塚中 16.59
ｻﾄｳ ｴﾅ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾐ 茨　城

2 4 2642 佐藤　恵南(中3) 大島中 15.63 2 8 253 小林　みみ(中2) 赤塚中 16.99
ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 茨　城 ｲﾏｲ ﾘﾝｶ 茨　城

3 5 A274 鈴木　姫夏多(中2) 見川中 15.63 3 5 B426 今井　凛香(中2) 笠原中 17.05
ｵｵｶﾜ ﾏﾎ 茨　城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂﾅ 茨　城

4 6 B429 大川　真歩(中2) 笠原中 16.21 4 2 178 渡部　初菜(中3) 緑岡中 17.15
ｶﾀｵｶ ﾋﾅﾉ 茨　城 ｶﾜﾅ ﾏﾁ 茨　城

2 5372 片岡　ひなの(中3) 鉾田南中 DNS 5 7 4023 川名　真知(中1) 水戸アスリートクラブ 17.19
ｲｼｲ ﾓﾓｶ 茨　城 ｼｵﾊﾀ ﾐｻｷ 茨　城

3 168 石井　桃香(中3) 緑岡中 DNS 6 6 256 塩畑　美咲(中2) 赤塚中 17.27
ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾊ 茨　城 ｶﾜｼﾏ ｱﾙﾙ 茨　城

8 A7924 鈴木　毬巴(中2) 古河ＡＣ DNS 7 3 384 川島　有琉(中3) 茨城中 18.20
ｸﾗﾓﾁ ｶﾘﾝ 茨　城 ｱｵﾔﾏ ｻｷ 茨　城

9 8012 倉持　果林(中2) 三和中 DNS 9 244 青山　咲己(中3) 赤塚中 DNS

11組 (風:-6.1) 12組 (風:-4.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾉ ﾐﾕ 茨　城 ｱｳﾁ ﾐﾊﾅ 茨　城

1 2 4243 河野　心結(中1) 鹿嶋陸上クラブ 16.05 1 6 A120 阿内　心花(中2) 我流AC 16.07

ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾝ 茨　城 ｵｵｶﾜ ﾐﾁﾙ 茨　城

2 4 A2657 橋本　心暖(中2) 大島中 16.09 2 4 4253 大川　倫瑠(中1) 鹿嶋陸上クラブ 16.72

ﾊﾅﾜ ｻｷ 茨　城 ｸﾎﾞ ｱﾝﾘ 茨　城

3 6 247 塙　紗貴(中3) 赤塚中 16.27 3 8016 久保　杏里(中2) 三和中 DNS

ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 茨　城 ｽﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 茨　城

4 5 300 小島　萌百花(中2) 見川中 16.55 5 246 須藤　美凪(中3) 赤塚中 DNS

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾚﾅ 茨　城 ｶﾐﾔﾏ ﾕｱ 茨　城

5 9 4025 宮島　玲奈(中1) 水戸アスリートクラブ 16.64 7 8011 神山　友杏(中2) 三和中 DNS

ｶﾜﾉ ｻｵﾘ 茨　城 ｲｹﾀﾞ ｿﾅ 茨　城

6 8 A271 河野　沙織(中2) 見川中 16.73 8 5376 池田　想夏(中2) 鉾田南中 DNS

ﾍﾝﾐ ｼﾎ 茨　城 ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾛ 茨　城

3 5383 邊見　志歩(中2) 鉾田南中 DNS 9 5379 片山　心(中2) 鉾田南中 DNS

ｵｿﾉ ﾏｲ 茨　城

7 5377 小薗　茉依(中2) 鉾田南中 DNS

凡例  FS1:(R162-6)1回目の不正スタート DNS:欠場 DQ:失格



中学女子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

13組 (風:-6.5) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻﾉ ｿﾗ 茨　城 ｾｷ ｱﾝﾅ 茨　城

1 5 B423 浅野　空(中2) 笠原中 17.14 1 4021 関　杏奈(中2) 水戸アスリートクラブ 13.61 -4.0

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ 茨　城 ｴﾋﾞｻﾜ ｺﾉﾐ 茨　城

2 8 245 小林　佳穂(中3) 赤塚中 18.64 2 4027 海老沢　このみ(中2) 水戸アスリートクラブ 14.01 -4.0

ﾎｼﾅ ﾘﾝ 茨　城 ﾅﾊﾀ ﾓｶ 茨　城

3 5384 保科　凛(中2) 鉾田南中 DNS 3 4037 名畑　百花(中2) 水戸アスリートクラブ 14.23 -4.0

ｵﾇｷ ﾋﾅｺ 茨　城 ｵﾇﾏ ﾕﾅ 茨　城

4 5378 小貫　日菜子(中2) 鉾田南中 DNS 4 4012 小沼　結愛(中2) 水戸アスリートクラブ 14.37 -4.0

ﾓｷﾞ ｱﾔｶ 茨　城 ﾀﾅｶ ﾏｺ 茨　城

6 5386 茂木　彩華(中2) 鉾田南中 DNS 5 4304 田中　眞航(中2) ビーイングジュニア 14.53 -4.0

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾗ 茨　城 ｲﾁｹﾞ ﾕｱ 茨　城

7 5382 長谷川　愛桜(中2) 鉾田南中 DNS 6 2641 市毛　悠愛(中3) 大島中 14.55 -4.3

ﾊﾂﾐ ﾗｲｶ 茨　城 ﾊﾀﾔﾏ ﾐｸ 茨　城

9 8013 初見　来香(中2) 三和中 DNS 7 4040 畑山　美空(中3) 水戸アスリートクラブ 14.56 -4.0

ﾅｶﾉ ﾘﾝ 茨　城

8 A277 中野　鈴(中2) 見川中 14.61 -6.8

凡例  FS1:(R162-6)1回目の不正スタート DNS:欠場 DQ:失格



高校一般女子100m
審 判 長：森嶋　良平

記録主任：田代　寛

5月5日 09:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-5.4) 2組 (風:-7.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾁｸﾞﾁ ｻｷ 茨　城 ﾔﾍﾞ ﾐｳ 茨　城

1 5 1358 道口　紗妃(高2) 常磐大高 14.56 1 5 210 矢部　美翔(高2) 茨城高 14.08

ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾉﾘ 茨　城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 茨　城

2 8 1397 松田　みのり(高2) 茨城高 14.64 2 6 1551 渡辺　凜(高2) 水戸啓明高 14.82

ｲｲﾀﾞ ﾕｳｺ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 茨　城

3 3 1391 飯田　裕子(高3) 茨城高 15.69 3 2 4677 小林　美憂(高1) つくば秀英高 15.03

ｾｷﾈ ｱｲﾘ 茨　城 ｲﾅﾊﾞ ﾙｶ 茨　城

4 2 1237 関根　愛莉(高3) 水城高 16.10 4 3 4675 稲葉　るか(高1) つくば秀英高 15.35

ｲｻｶ ｹｲﾅ 茨　城 ｲﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾞ 茨　城

5 9 1371 井坂　京愛(高2) 茨城高 16.55 5 8 4676 岩淵　涼(高1) つくば秀英高 15.43

ｺｲｹ ﾕﾒﾅ 茨　城 ｲﾜｾ ｼﾎ 茨　城

4 1236 小池　ゆめな(高3) 水城高 DNS 4 1342 岩瀬　詩歩(高3) 常磐大高 DNS

ｼﾉﾊﾗ ｱｲｶ 茨　城 ｲｼﾊﾞｼ ﾐｸ 茨　城

6 1370 篠原　愛果(高3) 常磐大高 DNS 7 1346 石橋　美玖(高3) 常磐大高 DNS

ｲｿｻﾞｷ ﾅﾅ 茨　城 ｺｲﾌﾞﾁ ｾﾅ 茨　城

7 1350 磯﨑　菜那(高3) 常磐大高 DNS 9 1555 鯉渕　千愛(高1) 水戸啓明高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾍﾞ ﾐｳ 茨　城

1 210 矢部　美翔(高2) 茨城高 14.08 -7.2

ﾐﾁｸﾞﾁ ｻｷ 茨　城

2 1358 道口　紗妃(高2) 常磐大高 14.56 -5.4

ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾉﾘ 茨　城

3 1397 松田　みのり(高2) 茨城高 14.64 -5.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 茨　城

4 1551 渡辺　凜(高2) 水戸啓明高 14.82 -7.2

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 茨　城

5 4677 小林　美憂(高1) つくば秀英高 15.03 -7.2

ｲﾅﾊﾞ ﾙｶ 茨　城

6 4675 稲葉　るか(高1) つくば秀英高 15.35 -7.2

ｲﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾞ 茨　城

7 4676 岩淵　涼(高1) つくば秀英高 15.43 -7.2

ｲｲﾀﾞ ﾕｳｺ 茨　城

8 1391 飯田　裕子(高3) 茨城高 15.69 -5.4

凡例  DNS:欠場


