
2022小学生交流県予選会【22080003】
水戸信用金庫スタジアム（笠松） 【081010】
２０２２年６月１２日（日）

日付 種目

石澤　柊生(5) 13.99 小池　理仁(5) 14.18 野口　蒼矢(5) 14.36 小河原　滉介(5) 14.48 石塚　大輝(5) 14.76 藤井　蒼空(5) 14.81 塙　夏芽(5) 14.86
那珂トラック アスレッコクラブ アスレッコクラブ ビーイングｊｒ 鹿嶋陸上クラブ かすみがうら陸上 日立陸上クラブ
大和田　潤(6) 12.75 吉成　葵(6) 13.12 飛田　環(6) 13.14 高柳　舜(6) 13.37 上川　唯希(6) 13.47 塚原　大翔(6) 13.61 北園　健翔(6) 13.69 寺山　暖人(6) 13.75
友部小 スマイル東海 水戸ＡＣ 鉾田陸上スポ少 七重小 古河アスリート アスレッコクラブ 日立陸上クラブ
影沢　悠惺(6) 2090点 増田　蒼大(6) 1880点 大内　悠平(6) 1675点 宮本　翔生(6) 1672点 菅谷　理月(6) 1631点 飯塚　知輝(6) 1321点 阿久津　将輝(5) 1098点 石津　佑基(6) 1068点
いなしきA・I アスレッコクラブ アスレッコクラブ いなしきA・I かすみがうら陸上 いなしきA・I 常陸大宮市陸上 鉾田陸上スポ少

張替　駿仁(6) 1884点 高橋　力翔(6) 1833点 須藤　大揮(6) 1746点 杉本　馳畝(6) 1723点 鴻巣　晄寛(6) 1662点 小川　昊志(6) 1595点 長嶋　星七(6) 1476点 横山　央樹(6) 1475点
七重小 GR 日立陸上クラブ GR 常陸大宮市陸上 ＳＡＮ 江戸川取手小 日立陸上クラブ 中川小 ＳＡＮ

小出　麗美菜(5) 14.21 堀込　莉愛(5) 14.36 宮本　佳穂美(5) 14.66 根本　望衣(5) 14.88 神長　希陽(5) 14.99 岡　渚紗(5) 15.11 永山　夢曖(5) 15.15 猪越　新那(5) 15.25
ビーイングｊｒ アスレッコクラブ スマイル東海 かすみがうら陸上 那珂トラック 水戸ＡＣ 鹿嶋陸上クラブ ときわクラブ
川松　瑠麻(6) 13.79 羽田　琉美香(6) 13.87 佐藤　美月(6) 13.97 染谷　日葵(6) 14.06 田中　心結(6) 14.11 檜山　明音(6) 14.12 鈴木　萌々(6) 14.32 波田野　美杏華(6) 14.33
日立陸上クラブ 水戸ＡＣ 日立陸上クラブ ビーイングｊｒ スマイル東海 水戸ＡＣ 日立陸上クラブ アスレッコクラブ
万代　由奈(6) 1530点 鈴木　日菜(6) 1228点 船串　めい(6) 1102点 田辺　遥菜(6) 1053点 芝　凛音(6) 811点 高野　璃子(6) 791点 長峰　華子(6) 784点 前橋　椿(6) 690点
いなしきA・I アスレッコクラブ いなしきA・I ビーイングｊｒ ビーイングｊｒ アスレッコクラブ 鉾田陸上スポ少 アスレッコクラブ

奥澤　萌々音(6) 1471点 小松﨑　麻椰(6) 1386点 小沼　希愛(6) 1371点 平口　桃百(6) 1343点 安　恵鈴華(6) 1276点 石橋　里桜花(6) 1215点 林　萌々(5) 1187点 助川　茉歩(6) 1165点
結城小 アスレッコクラブ 鉾田南小 日立陸上クラブ 日立陸上クラブ 鉾田陸上スポ少 ドラゴンズＴＣ 日立陸上クラブ

水戸ＡＣ 54.49 日立陸上クラブ 55.50 鉾田陸上スポ少 57.03 アスレッコクラブ 57.42 那珂トラック 59.68 いなしきA・I 1:00.61 ビーイングｊｒ 1:00.78 鹿嶋陸上クラブ 1:00.97
菊池　央雅(6) 寺山　暖人(6) 大越　柚稀(6) 高野　翔太(6) 横山　莉玖(6) 石井　優菜(6) 小河原　滉介(5) 石塚　大輝(5)
檜山　明音(6) 川松　瑠麻(6) 高柳　舜(6) 波田野　美杏華(6) 久保　憲心(6) 根本　舷斗(6) 原田　晴真(6) 日吉　偲周(5)
羽田　琉美香(6) 佐藤　美月(6) 久野　沙希菜(6) 幕　優夏(6) 峯島　凜花(6) 高城　心咲(6) 小出　麗美菜(5) 柏葉　萌々花(6)
飛田　環(6) 小祝　玖音(6) 高野　琉聖(6) 北園　健翔(6) 田中　涼羽(6) 野澤　佑太(5) 染谷　日葵(6) 永山　夢曖(5)
茅場　吏琥(5) 14.97 塙　大和(5) 15.07 日吉　偲周(5) 15.18 山田　岳穂(5) 15.45 開田　悠仁(5) 15.51 根本　葵平(5) 15.58 松塚　遥流(5) 15.61 高木　恵吾(5) 15.77
かすみがうら陸上 アスレッコクラブ 鹿嶋陸上クラブ アスレッコクラブ 美野里クラブ 美野里クラブ 水戸ＡＣ いなしきA・I
高野　琉聖(6) 14.13 斎藤　健心(6) 14.20 池田　大和(6) 14.25 菊池　央雅(6) 14.37 久井田　時也(6) 14.51 山中　悠飛(6) 14.57 坂尾　舞斗(6) 14.68 小祝　玖音(6) 14.78
鉾田陸上スポ少 かすみがうら陸上 江戸川取手小 水戸ＡＣ ドラゴンズＴＣ 江川北小 アスレッコクラブ 日立陸上クラブ
須田　珠央(5) 15.41 野本　凛(5) 15.47 小橋　美音(5) 15.76 西村　明莉(5) 15.77 羽部　伊留(5) 15.90 田所　愛理(5) 15.93 坂爪　まひる(5) 16.05
日立陸上クラブ 七重小 アスレッコクラブ アスレッコクラブ 古河アスリート かすみがうら陸上 チーム近藤
澁谷　倖菜(6) 14.41 田口　優愛(6) 14.55 田中　涼羽(6) 14.57 林　美詞(6) 14.61 櫻井　詩月(6) 14.66 豊崎　萌衣(6) 14.69 峯島　凜花(6) 14.78 久野　沙希菜(6) 14.86
水戸ＡＣ ドラゴンズＴＣ 那珂トラック 水戸ＡＣ 古河アスリート かすみがうら陸上 那珂トラック 鉾田陸上スポ少

凡例  GR:大会記録

2022第３回県記録会 【22080303】
水戸信用金庫スタジアム（笠松） 【081010】
２０２２年６月１２日（日）

【中学】
日付 種目

谷　雅史(2) 23.44(+2.3) 渡邉　脩真(3) 24.11(+2.3) 村松　凜汰朗(3) 24.27(+2.3) 香取　龍人(2) 24.36(+2.3) 池田　響瑚(2) 24.56(+2.3) 鴨志田　未来(3) 24.67(+2.3) 樋渡　悠人(2) 24.72(+2.3) 吉川　晃生(2) 25.35(+2.3)
ビーイングｊｒ いなしきA・I 佐野中 霞ヶ浦ＲＣＪＨ 東海南中 水戸ＡＣ いなしきA・I 水戸四中
佐藤　翼(3) 54.66 小松﨑　拳生(3) 55.14 服部　英志(2) 1:00.76 小池　陽太(2) 1:03.01
水戸四中 水戸四中 総和中 水戸四中
木村　祐介(3) 4:16.57 海老根　嘉斗(3) 4:17.17 長島　司(3) 4:26.73 仲沢　健太(2) 4:28.71 横山　来夢(3) 4:30.15 藤木　伶唯(3) 4:33.84 橋本　優馬(2) 4:34.75 小川　陽生(1) 4:34.84
水戸ＡＣ 水戸ＡＣ 霞ヶ浦ＲＣＪＨ ホープＡＣ 水戸ＡＣ ときわクラブ 水戸ＡＣ ホープＡＣ
星　優輝(3) 38.59 眞田　泰拓(3) 44.27
いなしきA・I 水戸四中
永岡　歩夢(3) 26.95(+1.7) 伊藤　菜月(3) 27.26(+1.7) 田中　眞航(3) 27.50(+1.7) 河野　美音(3) 27.57(+3.6) 白田　舞(2) 27.79(+1.7) 小竹　りりか(3) 27.96(+1.7) 西野　莱夢(3) 28.08(+1.7) 佐藤　妃夏(2) 28.14(+3.6)
那珂湊中 鹿嶋陸上クラブ ビーイングｊｒ 東海南中 水戸四中 八千代一中 那珂湊中 東海南中
中山　心音(2) 1:05.95
ホープＡＣ
岩田　彩芭(1) 4:55.63 宮原　理乃(2) 4:56.70 山口　紗奈(3) 4:58.01 横須賀　あかり(3) 5:06.57 玉井　美里(2) 5:10.93 染野　結生(3) 5:12.15 大山　凛(3) 5:16.85 村松　夢華(2) 5:23.74
ホープＡＣ ホープＡＣ ホープＡＣ 那珂湊中 ホープＡＣ 八千代一中 那珂湊中 ホープＡＣ

【高校一般】
日付 種目

木野内　京介(1) 21.93(+2.1) 坂本　春太(3) 22.40(+2.1) 山口　佑大(2) 22.72(+2.1) 長谷川　鷹司(2) 22.80(+2.0) 猿田　恭智(2) 23.06(+2.1) 塚本　翔也(2) 23.25(+2.1) 今村　興輝(2) 23.28(+1.7) 大野　凌介(3) 23.32(+1.6)
作新学院大 茨城キリスト高 流通経済大 茨城キリスト高 水城高 作新学院大 水城高 多賀高
新原　颯汰(3) 50.34 鈴木　雄斗(2) 51.10 永岡　泰樹(2) 51.15 樋渡　晴人(1) 51.55 山縣　魁(3) 53.09 関　朋矢(2) 53.35 岡　滉大(2) 53.62 根尾　龍之介(2) 53.67
明秀学園日立高 明秀学園日立高 水戸一高 石岡一高 多賀高 多賀高 多賀高 水城高
田村　光 34.29 藤田　航生(1) 35.64 佐々木　悠士(2) 35.84 花尾　宏仁(3) 36.51 宮内　波瑠(1) 36.94 大塚　健吾(3) 37.49 及川　斗逢(2) 37.75 中村　太希(2) 38.17
日本体育大 筑波大 江戸川取手高 鹿島学園高 鹿島学園高 鹿島学園高 鹿島学園高 日立工業高
清川　海都(3) 4:01.72 武藤　稜河(2) 4:02.85 木村　駿太(1) 4:02.93 木代　博也(3) 4:03.01 春山　祐輔(3) 4:03.08 鈴木　聖也(3) 4:03.93 冨田　拓臣(1) 4:04.01 橋本　龍征(1) 4:04.27
多賀高 水城高 水城高 水城高 水城高 水城高 水城高 水城高
宇佐美　乃彩(2) 25.83(+3.0) 塚田　瑞夏(3) 26.01(+3.0) 仁衡　理音(1) 27.32(+3.0) 吉澤　菜奈美(2) 27.39(+3.0) 戸室　葵(1) 27.61(+3.0) 生井澤　彩瑛(1) 27.85(+3.0) 佐田　遥菜(2) 28.00(+1.4) 松本　唯菜(1) 28.01(+3.0)
茨城キリスト高 茨城キリスト高 茨城キリスト高 日立商業高 茨城キリスト高 鹿島学園高 水戸二高 茨城キリスト高
赤須　丹衣奈(3) 1:01.62 原田　真希(1) 1:01.66 高野倉　愛弓(2) 1:03.41 塙　麻菜(2) 1:03.63 山内　優(2) 1:04.18 戸井田　陽奈(3) 1:05.84 高本　彩良(1) 1:11.30 浦山　愛美(1) 1:14.52
多賀高 茨城キリスト高 水城高 茨城キリスト高 多賀高 多賀高 日立商業高 多賀高
大越　優衣(2) 4:50.91 高村　稜花(1) 4:51.75 星川　月菜(2) 4:58.62 鈴木　綾乃(2) 5:00.66 田渡　友彩(1) 5:01.14 大坪　美優(3) 5:02.95 前澤　千晴(1) 5:04.50 小松　未奈(2) 5:07.77
水城高 水城高 多賀高 水城高 鹿島学園高 水城高 水城高 多賀高
會田　瑠夏(2) 41.99 加藤　結奈(2) 43.66 黒澤　凜(3) 44.40 西川　咲季(3) 44.42 河野　七彩(3) 45.22 生井澤　綾乃(3) 45.58 渡辺　帆南(2) 45.96 小松崎　心留(2) 46.72
茨城キリスト高 水戸二高 茨城キリスト高 鹿島学園高 水戸二高 鹿島学園高 鹿島学園高 水戸二高
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6月12日
小学5年男子100m

風：+2.4

6月12日
小学6年男子100m

風：+2.8

6月12日
B決勝　小学5年男子100m

風：+0.4
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中学男子1500m

6月12日
B決勝　小学6年男子100m

風：+0.4

6月12日 中学男子200m

6月12日 高校一般男子200m

6月12日 高校一般男子300m

13.17(+1.0)-1m27

6月12日 小学男子コンバインドA

6月12日 中学男子400m

6月12日 高校一般男子400m

6月12日

14.40(+1.0)-1m27 14.79(+1.0)-1m15 14.81(+1.0)-1m15 15.25(+1.0)-1m18 16.19(+1.0)-1m05 17.49(+1.0)-1m05 17.67(+1.0)-1m05

3m98(+1.0)-46m09

6月12日 小学男子コンバインドB

4m25(+1.4)-39m89 3m80(+2.4)-41m78 4m27(+4.0)-34m17 3m98(+2.1)-35m17 3m76(+1.6)-34m90 3m71(+2.4)-29m75

高校一般女子200m

3m52(+2.5)-32m29

6月12日
小学5年女子100m

風：+1.6

6月12日
小学6年女子100m

風：+1.6

6月12日
B決勝　小学5年女子100m

風：+0.5

6月12日 中学男子300m

中学女子400m

6月12日 高校一般女子400m

6月12日 中学女子1500m

6月12日
B決勝　小学6年女子100m

風：+1.8

6月12日 中学女子200m

6月12日

6月12日 高校一般女子1500m

6月12日 高校一般女子300m

15.64(+2.0)-1m15

6月12日 小学女子コンバインドA

6月12日 高校一般男子1500m

6月12日

16.73(+1.7)-1m05 17.13(+2.0)-1m00 18.09(+2.0)-1m10 18.83(+2.0)-1m00 18.95(+2.0)-1m00 18.99(+1.7)-1m00 19.56(+1.7)-1m00

3m53(+1.3)-31m93

6月12日 小学女子コンバインドB

3m41(+2.7)-29m45 3m44(+0.6)-28m33 3m64(+3.2)-24m19 3m75(+1.4)-19m37 3m37(+1.5)-21m59 2m98(+1.3)-25m55 3m36(+1.7)-19m23

6月12日 小学混合4X100mR
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