
令和４年度県北地区地区高等学校陸上競技大会

兼第75回茨城県高等学校陸上競技大会県北地区予選会

主催　県北地区高体連・（一財）茨城陸上競技協会

日付 種目

小泉　颯馬(3) 11.23 荒木　稀理弥(3) 11.26 新原　颯汰(3) 11.41 南百瀬　葵(2) 11.45 鈴木　雄斗(2) 11.53 森谷　心(2) 11.76 関根　誠人(3) 11.76 草野　隆希(3) 12.79

茨城キリスト 日立一 明秀学園日立 茨城キリスト 予11.43 明秀学園日立 予11.36 日立工 予11.68 明秀学園日立 茨城キリスト 予11.34

小泉　颯馬(3) 22.33 原田　悠佑(3) 22.33 荒木　稀理弥(3) 22.53 新原　颯汰(3) 22.60 鈴木　雄斗(2) 22.80 坂本　春太(3) 22.89 髙倉　理斗(3) 24.10 松賀　壮多朗(2) 25.39

茨城キリスト 明秀学園日立 日立一 明秀学園日立 明秀学園日立 茨城キリスト 太田一 茨城キリスト

原田　悠佑(3) 51.09 荒木　稀理弥(3) 52.62 鈴木　一真(2) 52.85 岡　滉大(2) 54.31 長谷川　鷹司(2) 55.69 坂本　春太(3) 56.40 白土　大輔(3) 56.94 反田　遼我(2) 57.65

明秀学園日立 日立一 予52.45 明秀学園日立 多賀 茨城キリスト 予51.01 茨城キリスト 予53.74 日立一 予53.73 明秀学園日立 予53.50

福田　慧斗(3) 2:03.70 金子　遼飛(3) 2:04.63 鈴木　一真(2) 2:06.19 増田　拓海(3) 2:08.98 関山　陽希(1) 2:10.14 黒羽　海成(3) 2:13.55 蓮見　渉太(3) 2:14.76 星川　日向(3) 2:17.25

日立工 日立一 予2:04.05 明秀学園日立 日立北 予2:07.52 明秀学園日立 予2:08.58 太田一 予2:08.11 多賀 予2:07.34 多賀 予2:09.13

小室　真生(3) 4:06.79 中舘　啓人(1) 4:08.12 清川　海都(3) 4:10.96 花田　凌太郎(1) 4:12.42 福田　慧斗(3) 4:19.64 藤川　堅太(2) 4:21.21 大野　虎太朗(3) 4:21.71 三代　顕冴(2) 4:23.30

多賀 日立一 多賀 日立一 日立工 明秀学園日立 科技高日立 予4:20.70 多賀 予4:20.86

清川　海都(3) 15:27.39 舟生　充希(2) 15:29.29 原田　貴生(3) 15:53.46 大宮　夏輝(2) 16:02.96 藤川　堅太(2) 16:07.69 中舘　啓人(1) 16:54.09 木村　凜太朗(3) 16:56.20 國井　樹(1) 16:57.93

多賀 多賀 日立工 日立一 明秀学園日立 日立一 多賀 明秀学園日立

園部　舜(3) 15.66 髙橋　朝輝(1) 15.79 齋藤　吉平(3) 16.28 冨田　侃佑(1) 16.73 春木屋　義揮(3) 16.89 山中　遥人(2) 17.47 手塚　直人(1) 17.56 佐藤　悠良(1) 21.22

茨城キリスト 茨城キリスト 多賀 茨城キリスト 明秀学園日立 日立工 明秀学園日立 日立一

齋藤　吉平(3) 59.58 白土　大輔(3) 1:00.31 手塚　直人(1) 1:02.11 山中　遥人(2) 1:03.50 河田　駿(3) 1:08.21

多賀 日立一 明秀学園日立 日立工 日立北

小室　真生(3) 9:59.90 荒川　尚孝(2) 10:08.97 原田　貴生(3) 10:22.58 國井　樹(1) 10:31.58 阿部　海里(2) 10:31.73 岩瀬　秀翔(2) 10:48.61 鈴木　魁翔(2) 11:01.29

多賀 日立一 日立工 明秀学園日立 多賀 日立北 多賀

杉森　希世政(3) 28:06.37 山口　東輝(2) 32:21.61 滑川　恭祐(2) 33:25.60 柏谷　英(3) 33:29.70 早川　充(1) 33:53.22

多賀 多賀 多賀 明秀学園日立 日立工

明秀学園日立 42.93 茨城キリスト 43.78 日立一 45.03 多賀 45.48 日立工 46.64 太田一 48.85

関根　誠人(3) 園部　舜(3) 船田　翔(1) 矢吹　颯介(3) 山中　遥人(2) 沢畠　一毅(2)

原田　悠佑(3) 小泉　颯馬(3) 荒木　稀理弥(3) 岡　滉大(2) 中村　太希(2) 清水　遥翔(3)

鈴木　雄斗(2) 佐藤　漣(1) 白土　大輔(3) 齋藤　吉平(3) 藤田　力(2) 佐藤　亘(3)

新原　颯汰(3) 南百瀬　葵(2) 小原　悠斗(1) 関　朋矢(2) 伊藤　蒼侍(1) 黒羽　海成(3)

明秀学園日立 3:26.25 茨城キリスト 3:32.83 多賀 3:35.42 日立一 3:36.80 日立工 3:49.66 太田一 3:53.46

新原　颯汰(3) 斎藤　凌空(1) 岡　滉大(2) 白土　大輔(3) 山中　遥人(2) 髙倉　理斗(3)

原田　悠佑(3) 長谷川　鷹司(2) 齋藤　吉平(3) 荒木　稀理弥(3) 福田　慧斗(3) 沢畠　一毅(2)

鈴木　雄斗(2) 山形　和喜(3) 関　朋矢(2) 金子　遼飛(3) 池﨑　温心(2) 清水　遥翔(3)

鈴木　一真(2) 坂本　春太(3) 蓮見　渉太(3) 船田　翔(1) 伊藤　蒼侍(1) 佐藤　亘(3)

橋本　真佑(3) 1m80 小林　友樹 (1) 1m70 伊藤　蒼紫(1) 1m65 市毛　悠歳(1) 1m60 岡　滉大(2) 1m55

茨城キリスト 明秀学園日立 茨城キリスト 茨城キリスト 多賀

髙倉　理斗(3) 6m27(+2.9) 井坂　翔悟(2) 6m25(+0.2) 関　朋矢(2) 6m20(+1.3) 市毛　悠歳(1) 6m19(+3.5) 吉田　光希(2) 5m94(-0.8) 今橋　拓睦(2) 5m56(-0.8) 髙木　琥太朗(2) 5m39(+1.8) 戸田　諒飛(2) 5m34(+1.7)

太田一 公認6m06(+1.1) 茨城キリスト 多賀 茨城キリスト 公認6m14(+1.7) 明秀学園日立 多賀 日立北 科技高日立

山形　和喜(3) 12m42(+0.4) 今橋　拓睦(2) 12m37(+0.7) 大野　凌介(3) 11m76(-0.8) 野口　翔雅(3) 11m67(+1.8) 吉田　光希(2) 11m46(+1.7) 山縣　魁(3) 11m06(+2.1) 髙木　琥太朗(2) 10m85(+1.5) 戸田　諒飛(2) 10m78(+1.5)

茨城キリスト 多賀 多賀 茨城キリスト 明秀学園日立 多賀 公認記録なし 日立北 科技高日立

鴨志田　輝(3) 10m46 安田　捺葵(2) 8m95 佐竹　翔斗(2) 8m57 岩間　大翔(2) 8m12 豊田　晃(1) 7m17

科技高日立 日立工 茨城キリスト 日立工 日立工

福島　芽緯(3) 28m92 佐藤　琉(2) 28m13 田山　匠(2) 27m09 佐竹　翔斗(2) 20m53 安田　捺葵(2) 19m24 岩間　大翔(2) 16m07

科技高日立 科技高日立 太田西山 茨城キリスト 日立工 日立工

岩間　大翔(2) 26m09 西性　拓真(3) 25m16 関根　悠夢(3) 21m24 青木　桜牙(3) 16m65 豊田　晃(1) 15m93 安田　捺葵(2) 15m66

日立工 明秀学園日立 明秀学園日立 明秀学園日立 日立工 日立工

関根　悠夢(3) 47m96 西性　拓真(3) 47m75 石川　翔悟(3) 46m00 黒田　大貴(2) 44m76 佐竹　翔斗(2) 37m35 清水　遥翔(3) 31m65 青木　桜牙(3) 31m23 野口　翔雅(3) 28m79

明秀学園日立 明秀学園日立 科技高日立 科技高日立 茨城キリスト 太田一 明秀学園日立 茨城キリスト

山形　和喜(3) 4697点

茨城キリスト GR

県北男子総合得点 明秀学園日立 149点 茨城キリスト 135点 多賀 129点 日立工 85点 日立一 75点 科技高日立 38点 太田一 22点 日立北 16点

凡例  GR:大会記録

5位 6位

4月23日
県北地区男子

3000mSC(0.914m)

1位 2位 3位 4位

4月24日
県北地区男子200m

風：+1.4

4月24日
県北地区男子

110mH(1.067m)
風：+1.1

4月23日
県北地区男子

400mH(0.914m)

4月23日

4月22日 県北地区男子400m

県北地区男子100m
風：-1.9

4月23日 県北地区男子800m

4月22日 県北地区男子1500m

4月22日 県北地区男子5000mW

4月22日
県北地区男子ハンマー投

(6.000kg)

4月23日 県北地区男子走高跳

4月22日 県北地区男子走幅跳

4月22日 県北地区男子4X100mR

4月24日 県北地区男子三段跳

4月24日 県北地区男子4X400mR

11.78(+0.5)-5m86(+1.1)-9m38-54.59

4月22日
～23日

県北地区男子八種競技

16.50(+1.3)-45m36-1m74-4:51.69

4月24日 県北地区男子5000m

4月24日
県北地区男子円盤投

(1.750kg)

4月23日 県北地区男子やり投(800g)

4月23日
県北地区男子砲丸投

(6.000kg)

上位記録一覧表（男子）
笠松運動公園陸上競技場令和４年４月２２日（金）～２４日（日）

8位7位



令和４年度県北地区地区高等学校陸上競技大会

兼第75回茨城県高等学校陸上競技大会県北地区予選会

主催　県北地区高体連・（一財）茨城陸上競技協会

日付 種目

上田　愛実(3) 12.65 松﨑　天尋(3) 13.38 千葉　日奈子(3) 13.42 仁衡　理音(1) 13.43 鈴木　菜々花(2) 13.59 目崎　桜菜(1) 14.01 木村　知世(3) 15.14

茨城キリスト 日立二 日立一 茨城キリスト 日立二 日立北 太田一

上田　愛実(3) 25.73 兜森　友希(2) 25.77 會田　瑠夏(2) 25.87 赤須　丹衣奈(3) 27.19 西山　莉央(1) 27.35 松﨑　天尋(3) 27.50 山内　優(2) 27.67 千葉　日奈子(3) 28.00

茨城キリスト 日立一 茨城キリスト 多賀 日立一 日立二 予27.16 多賀 日立一 予27.51

椎名　凛花(2) 57.04 兜森　友希(2) 58.19 塚田　瑞夏(3) 59.63 赤須　丹衣奈(3) 1:01.86 塙　麻菜(2) 1:03.02 西山　莉央(1) 1:04.77 熊谷　優花(3) 1:06.02 山内　優(2) 1:06.23

茨城キリスト GR 日立一 茨城キリスト 多賀 茨城キリスト 日立一 多賀 多賀

本馬　心結(1) 2:26.55 小川　莉穂(3) 2:29.54 會田　こころ(2) 2:36.62 小池　杏莉(1) 2:37.61 山口　愛菜(1) 2:42.13 大和田　玲菜(2) 2:49.29 大高　妃花(2) 2:49.89 八木　杏樹(2) 2:50.08

茨城キリスト 茨城キリスト 多賀 明秀学園日立 明秀学園日立 日立二 日立二 明秀学園日立

後藤　凜那(3) 4:36.16 渡邉　珠有(3) 4:38.98 小野　真緒(3) 4:41.11 星川　月菜(2) 5:06.58 小松　未奈(2) 5:16.52 小池　杏莉(1) 5:25.85 大金　蒼(3) 5:30.91 阿部　愛夢(3) 5:32.47

茨城キリスト 茨城キリスト 茨城キリスト 多賀 多賀 明秀学園日立 太田一 明秀学園日立

後藤　凜那(3) 9:50.59 山形　一華(2) 10:01.39 袴塚　乙愛(3) 10:03.35 星川　月菜(2) 10:53.61 小松　未奈(2) 11:00.40 會田　こころ(2) 11:16.71 阿部　愛夢(3) 11:31.14 大金　蒼(3) 11:53.95

茨城キリスト 茨城キリスト 茨城キリスト 多賀 多賀 多賀 明秀学園日立 太田一

及川　心暖(2) 15.07 戸井田　陽奈(3) 18.82 須永　理紗(2) 19.01

茨城キリスト 多賀 日立一

塚田　瑞夏(3) 1:07.01 神戸　妙子(3) 1:11.29 須永　理紗(2) 1:14.60 深澤　結里(1) 1:18.66

茨城キリスト 日立一 日立一 茨城キリスト

明日　初音(3) 33:12.98 金野　真綾(1) 35:28.74

多賀 日立一

茨城キリスト 48.36 日立一 50.37 多賀 52.56 日立二 54.58 日立北 54.72

及川　心暖(2) 神戸　妙子(3) 山内　優(2) 坂井　杏朱(1) 目崎　桜菜(1)

上田　愛実(3) 兜森　友希(2) 赤須　丹衣奈(3) 鈴木　菜々花(2) 佐藤　玲菜(2)

會田　瑠夏(2) 千葉　日奈子(3) 熊谷　優花(3) 松﨑　天尋(3) 西　珠希(2)

宇佐美　乃彩(2) 西山　莉央(1) 江本　美海(3) 佐々木　心菜(1) 塙　華乃(2)

茨城キリスト 3:56.80 日立一 4:17.39 多賀 4:18.12

塚田　瑞夏(3) GR 西山　莉央(1) 熊谷　優花(3)

椎名　凛花(2) 兜森　友希(2) 赤須　丹衣奈(3)

宇佐美　乃彩(2) 神戸　妙子(3) 山内　優(2)

會田　瑠夏(2) 千葉　日奈子(3) 戸井田　陽奈(3)

今野　美波(3) 1m45 西　珠希(2) 1m40 山本　萌衣(3) 1m35 岩渕　衣里(1) 1m35 塙　華乃(2) 1m30

多賀 日立北 多賀 茨城キリスト 日立北

鈴木　愛咲美(3) 5m51(+0.9) 村山　瑠香(3) 5m20(+1.8) 中澤　早紀(1) 4m91(+1.6) 佐藤　玲菜(2) 4m76(+0.3) 江本　美海(3) 4m74(+1.4) 鈴木　愛和(3) 4m52(+1.2) 山本　萌衣(3) 3m86(+1.8) 西　珠希(2) 3m82(+0.6)

茨城キリスト GR 茨城キリスト 茨城キリスト 日立北 多賀 日立一 多賀 日立北

鈴木　愛咲美(3) 10m93(+1.2) 村山　瑠香(3) 10m66(+0.7) 江本　美海(3) 9m89(+1.9) 佐藤　玲菜(2) 9m61(+0.3) 鈴木　愛和(3) 9m53(+1.5)

茨城キリスト GR 茨城キリスト GR 多賀 日立北 日立一

入江　遥菜(3) 10m55 小川　寧々(1) 9m76 石下　礼彩(3) 8m11

茨城キリスト 茨城キリスト 日立一

入江　遥菜(3) 32m83 石下　礼彩(3) 29m58 大森　桜子(3) 26m01 鈴木　愛咲美(3) 22m11

茨城キリスト 日立一 茨城キリスト 茨城キリスト

石下　礼彩(3) 21m58 大森　桜子(3) 18m45

日立一 茨城キリスト

入江　遥菜(3) 44m25 小川　寧々(1) 31m43 大森　桜子(3) 30m60

茨城キリスト 茨城キリスト 茨城キリスト

黒澤　凜(3) 3847点 下妻　花果(3) 2528点

茨城キリスト GR 日立一

県北女子総合得点 茨城キリスト 250点 日立一 103点 多賀 95点 日立北 29点 日立二 24点 明秀学園日立 16点 太田一 5点

凡例  GR:大会記録

4月24日
県北地区女子200m

風：+1.5

4月23日
～24日

県北地区女子七種競技

4月24日 県北地区女子3000m

4月24日 県北地区女子三段跳

3m98(+1.2)-23m59-2:49.734m92(+1.7)-26m29-2:42.51

4月24日
県北地区女子円盤投

(1.000kg)

18.82(+0.8)-1m15-7m60-31.92(+3.0)16.20(+0.8)-1m45-7m91-27.04(+3.0)

4月23日
県北地区女子100m

風：-1.1

1位 2位

4月22日 県北地区女子400m

4月23日 県北地区女子800m

4月22日 県北地区女子1500m

4月22日
県北地区女子

100mH(0.838m)
風：-0.1

4月23日
県北地区女子

400mH(0.762m)

4月22日 県北地区女子5000mW

4月22日 県北地区女子走高跳

4月23日 県北地区女子走幅跳

4月22日 県北地区女子4X100mR

4月22日
県北地区女子砲丸投

(4.000kg)

4月22日
県北地区女子ハンマー投

(4.000kg)

4月23日 県北地区女子やり投(600g)

7位 8位3位 4位 5位 6位

4月24日 県北地区女子4X400mR

上位記録一覧表（女子）
令和４年４月２２日（金）～２４日（日） 笠松運動公園陸上競技場


