2022水戸招待陸上 【22080702】
日付

5月5日

5月5日

GP招待男子100m
風：-1.3

GP招待（B）男子100m
風：+1.4

2022年５月５日（木）
1位

種目

2位

森岡 大地(99)

10.56 川上 拓也(95)

三 重・T.G.K
沼田 充広(01)

1:50.36 國枝 翔来(00)

1:50.76 早川 龍斗(00)

岐 阜・同志社大

愛 知・至学館大

10.90 塚原 星来(02)

群 馬・早稲田大

10.99

岐 阜・岐阜協立大

11.51

茨 城・茨城キリスト高

1:50.88 澤田 翔平(01)

岐 阜・岐阜協立大

2m20 大田 和宏(95)

長谷川 直人(96)

1:51.19 土屋 勇貴(01)

大 阪・同志社大

2m10 蛭子屋 雄一(96)

新 潟・新潟アルビレックスRC 石 川・日本体育施設

1:51.30

埼 玉・順天堂大

2m10

1:51.95 八谷 弘樹(92)

仲井真 タイ剣人(01)

沖 縄・関東学院大

角田 滉貴(97)

埼 玉・埼玉陸協

1:52.03 皆川 龍仁(98)

東 京・航空自衛隊

2m05 道脇 大斗(92)

東 京・Fun+Run AC

1:52.91

埼 玉・斎藤商事

2m05

山本 竜暉(00)

2m00

愛 知・OBUエニスポ

山 口・東海大

チュクネレ ジョエル優人(04)

堀井 遥樹(00)

千 葉・八千代松陰高 2m05

富 山・ダイシンプラント

GP招待男子走高跳

坂井 宏和(01)

2m10

大 阪・東海大
江島 雅紀(99)

5m40 石川 拓磨(97)

東 京・富士通
5月5日

8位

10.77 井上 直紀(03)

招待男子800m

茨 城・順天堂大

5月5日

7位

10.76 伊藤 弘大(98)

三 重・デンソー大安

11.37 南百瀬 葵(05)

茨 城・筑波ウインドAC

6位

10.69 中川 想基(97)

静 岡・常葉大

11.06 薬師寺 亮(95)

茨 城・茨城キリスト高

5位

10.62 栗川 克章(00)

神奈川・FABLA

10.86 小泉 颯馬(04)

京 都・城西大

ケーズデンキスタジアム水戸 【082020】
4位

10.60 小倉 亮介(96)

大 阪・大阪ガス

中山 健介(00)
5月5日

3位

5m30 石丸 颯太(98)

東 京・東京海上日動CS

5m30 古澤 一生(02)

愛 媛・順天堂大

5m20

原口 篤志(03)

群 馬・筑波大

5m20 堀川 晴海(95)

奈 良・東大阪大

2m00

5m00

千 葉・陸桜会

GP招待男子棒高跳

石橋 和也(99)

5m20

神奈川・アマギ
松本 陸(00)
5月5日

7m61(+1.6) 近藤 蒼依(00)

長 野・信州大
5月5日

5月5日

5月5日

新 潟・東海大

ＡＵＳ・オーストラリア

GP招待男子砲丸投
(7.260kg)

GP招待女子100m
風：+0.6

村上 輝(96)

18m02 佐藤 征平(92)

三 重・日本体育施設
三浦 由奈(02)

7m51(+2.3) 藤原 駿也(94)
公認7m18(-0.8)

15m45(+1.4) 山下 祐樹(95) 15m36(-0.2)

17m43 中村 太地(93)

神奈川・Break Parking
17m36 夏井 勇輝(00)

新 潟・新潟アルビレックスRC 茨 城・ミズノ
11.58 石堂 陽奈(02)

宮 城・筑波大

7m38(+0.8) 山浦 渓斗(00)

愛 媛・レデイ薬局

7m35(-0.1) 谷口 祐(97)

Shemaiah James(97)

長 野・国際武道大

7m28(+0.4) 藤原 陸登(00)

7m24(+1.3)

大 阪・新日本住設株式会社 広 島・環太平洋大

15m21(+0.2) 田代 一樹(98) 15m09(-0.8) 香嶋 隼斗(98) 15m01(+2.1) 松下 悠太郎(00) 14m83(-0.3)

北海道・環太平洋大
2:11.19 松井 晶(03)

16m98 羽生田 智(99)

岩 手・東海大

11.65 山形 愛羽(05)
熊 本・熊本中央高

11.91 喜田 奈南子(99)

静 岡・田子重
2:18.18 新倉 里実(99)

東 京・MINT TOKYO
16m96 戸辺 誠也(96)

東 京・MINT TOKYO AC

11.81 渡邊 輝(99)

2:14.27 杉浦 さくら(05)

ＡＵＳ・オーストラリア

東 京・国士舘クラブ

11.98 塗木 ひかる(99)

神奈川・大松運輸

京 都・旭油業

鹿児島・福岡大

16m35 宮崎 剛瑠(02)

福 井・国士舘大

16m12

岩 手・東海大

12.22 上田 愛実(04)

鹿児島・鹿児島大

2:18.75 岡田 すみれ(04)

公認14m68(+0.2)

16m57 奥村 仁志(00)

12.47

茨 城・茨城キリスト高

2:21.00 喜多 和奏(04)

2:31.01

招待女子800m

愛 媛・愛媛銀行
1m74 井上 紗耶加(01)

愛 知・豊田大谷高

茨 城・筑波ウインドAC

1m71 鐡丸 美由紀(97)

1m68 小林 美月(03)

茨 城・取手松陽高
1m68 八重樫 澄佳(02)

茨 城・水戸第一高
1m68 竹内 萌(98)

1m68 岸本 志恵(01)

1m68 山口 悠(02)

1m65

GP招待女子走高跳

竜田 夏苗(92)

兵 庫・順天堂大

4m13 諸田 実咲(98)

鹿児島・鹿児島銀行
4m03 那須 眞由(96)

静 岡・筑波大

岩 手・筑波大

4m03 村田 蒼空(04)

4m03 田中 伶奈(00)

栃 木・栃木県スポーツ協会
3m93 柳川 美空(06)

沖 縄・日本女子体育大

3m83 今井 葉月(05)

新 潟・日本女子体育大
3m83 森田 彩(96)

3m63

GP招待女子棒高跳

神奈川・ニッパツ
木村 美海(00)

栃 木・栃木県スポーツ協会
6m09(+1.3) 山下 友佳(97)

兵 庫・KAGOTANI

5m86(+2.3) 中野 瞳(90)

群 馬・前橋女高

5m83(+0.3) 平加 有梨奈(91)

香 川・香川大
5m77(-0.4) 水野 舞音(97)

群 馬・前橋育英高
5m70(+0.3) 今井 亜由奈(03)

群 馬・明照学園樹徳高

5m62(+1.0) 前川 七海(03)

大 阪・MOON

5m44(+0.9) 鈴木 愛咲美(04)

5m37(+1.8)

GP招待女子走幅跳

徳 島・四国大
5月5日

大 阪・順天堂大

Emmanuel Fakiye(97)

群 馬・順天堂大

神奈川・日体大SMG横浜

5月5日

鹿児島・阿部商事

東 京・ANA

大玉 華鈴(99)

5月5日

公認7m23(+0.8)

山下 航平(94) 15m50(-1.2) 外所 晴貴(00) 15m49(-0.3)

愛 知・豊田大谷高
5月5日

7m52(+0.1) 田中 隆太郎(02)

GP招待男子三段跳

森 千莉(06)
5月5日

7m60(+2.4) 手平 裕士(92)

GP招待男子走幅跳

GP招待女子砲丸投
(4.000kg)

尾山 和華(99)
佐 賀・今村病院

三 重 県 ・ヴィアテ ィン三 重 RC

15m35 大野 史佳(00)
埼 玉・埼玉大

公認5m71(+0.1)

兵 庫・つくば分析センター

14m99 奥山 琴未(07)

神奈川・ニッパツ

14m75 齋藤 友里(97)

岡 山・岡山商大附属高

静 岡・Smily Angel
14m44 松下 ちひろ(99)

茨 城・株式会社サンヨーホーム 東京都・国士舘クラブ

神奈川・順天堂大

徳 島・環太平洋大

14m27 秋山 愛莉(01)

14m09 日夏 涼香(02)

静 岡・福岡大

大 阪・福岡大

茨 城・茨城キリスト高
13m84 谷口 梨瑠(02)
三 重・日本体育大

13m75

【チャレンジカップ】
日付

1位

種目

木内 日々樹(3)
5月5日

2位

16.22(+0.1) 大森 涼介(3)

3位

16.25(+0.1) 鬼沢 悠人(3)

佐藤 匡悟(4)

小河原 滉介(5)

14.77(+1.4) 掛札 龍生(4)

14.80(+0.3) 石澤 柊生(5)

本田 來(3)

16.78(+1.0) 安藤 希子(3)

16.10(+1.8) 根本 結芽(4)

16.36(-1.2) 岡﨑 結莉愛(4)

14.13(-0.1) 高野 琉聖(6)

15.40(+0.3) 石塚 大輝(6)

16.44(+0.9) 七里 春樹(4)

茨 城・石岡陸上クラブ
15.40(+0.3) 井上 瑠彗(5)

茨 城・鹿嶋陸上クラブ

14.22(-0.1) 塚原 大翔(6)

茨 城・鉾田陸上スポ少

17.70(+1.0) 小池 花歩(3)

16.51(+0.9) 松浦 魁(4)

茨 城・水戸市陸上スポ少

15.67(+0.1) 松尾 惟瑠夢(5)

茨 城・大戸小

14.38(-1.5) 小祝 玖音(6)

茨 城・古河ＡＣ

17.77(-0.1) 西川 聖奈(3)

茨 城・水戸アスリートクラブ

16.42(+0.1) 小澤 愛織(4)

茨 城・水戸アスリートクラブ

15.12(+1.7) 神長 希陽(5)

茨 城・水戸アスリートクラブ

16.52(+0.4)

茨 城・外野小

15.76(+0.3) 大野 創(5)

茨 城・ビーイングジュニア
14.63(-1.5) 原田 晴真(6)

茨 城・チーム近藤

16.03(-2.0)

茨 城・水戸アスリートクラブ

14.87(-0.1) 立原 匡仁(6)

17.78(+1.0) 石崎 愛佳(3)

茨 城・ビーイングジュニア

17.95(+2.7) 戸田 聖逢(3)

茨 城・常陸大宮市陸上スポ少茨 城・鉾田陸上スポ少

16.59(-1.2) 羽田 百々花(4)

茨 城・鹿嶋陸上クラブ

15.53(+1.7) 猪越 新那(5)

14.39(-2.1) 羽田 琉美香(6)

茨 城・那珂トラッククラブ

14.48(-2.1) 檜山 明音(6)

小学混合4X100mR

茨 城・水戸アスリートクラブ

16.62(+0.1) 長峯 凛果(4)

茨 城・水戸アスリートクラブ

15.76(+1.7) 小林 香帆(5)

茨 城・ときわクラブ

14.58(-2.1) 染谷 日葵(6)

56.37 鉾田陸上スポ少

茨 城・水戸アスリートクラブ

57.65 那珂トラッククラブ

菊池 央雅(6)

長峰 華子(6)

横山 莉玖(6)

飛田 環(6)

高柳 瞬(6)

久保 憲心(6)

羽田 琉美香(6)

大越 柚稀(6)

峯島 凜花(6)

檜山 明音(6)

高野 琉聖(6)

黒澤 諒介(3)

11.33(0.0) 澁谷 鷹(3)

14.93(-1.5)

茨 城・上中妻小

17.98(-0.1) 髙橋 朱音(3)

18.09(-0.1)

茨 城・常陸大宮市陸上スポ少茨 城・水戸市陸上スポ少

16.63(-1.2) 根本 紗南(4)

茨 城・鉾田陸上スポ少

16.63(+0.1) 寺門 杏奈(4)

15.81(+1.7) 羽部 伊留(5)

茨 城・水戸アスリートクラブ

16.85(-1.2)

15.84(+0.2) 国分 鞠奈(5)

茨 城・那珂トラッククラブ

茨 城・ビーイングジュニア

14.65(-2.1) 櫻井 詩月(6)

茨 城・古河ＡＣ

16.13(+1.7) 鈴木 結菜(5)

14.74(+1.4) 久野 沙希菜(6)

茨 城・ビーイングジュニア

16.19(+1.7)

14.88(+1.4) 田中 涼羽(6)

茨 城・水戸アスリートクラブ

茨 城・ビーイングジュニア

茨 城・古河ＡＣ

茨 城・鉾田陸上スポ少

14.95(-2.1) 澁谷 倖菜(6)

茨 城・那珂トラッククラブ

14.95(-2.1)

茨 城・水戸アスリートクラブ

59.49

田中 涼羽(6)
11.49(0.0) 藤原 悠雅(3)

11.51(0.0) 西村 康太郎(3)

11.74(+0.5) 江原 竣(3)

11.79(+0.5) 鴨志田 未来(3)

11.92(0.0) 谷 雅史(2)

11.93(0.0) 村松 凛汰朗(3)

11.93(0.0)

中学男子100m

茨 城・水戸三中

茨 城・友部中

友部中

中学男子4X100mR

茨 城・鹿嶋陸上クラブ

48.64 笠原中

49.53 鉾田南中

茨 城・見川中

茨 城・佐野中

49.81 赤塚中

坂本 涼太(3)

髙山 弘太郎(3)

立原 太喜(3)

田中 啓允(1)

佐久間 誠一(3)

木村 能己(3)

廣木 陸人(3)

古德 大獅(3)

平岡 悠(1)

富田 智哉(3)

荻谷 納央(3)

飛鳥川 信玄(3)

須田 涼太(3)

高椋 琉翔(1)

杉山 悠一郎(2)

坂場 響(3)

石津 篤都(2)

木内 裕太(3)

12.70(+1.1) 萩原 実咲(3)

13.04(+1.1) 名畑 百花(3)

12.64(+1.1) 長洲 さら(2)

茨 城・水戸アスリートクラブ

49.87 ビーイングジュニア

永嶋 青空(2)

関 杏奈(3)

茨 城・ビーイングジュニア

茨 城・佐野中

50.35

谷 雅史(2)
13.06(+1.1) 海老沢 このみ(3)

13.14(+1.1) 小池 苺(2)

13.16(+1.1) 宮田 美波(1)

13.42(+1.3) 田中 眞航(3)

13.61(+1.1)

中学女子100m

茨 城・水戸アスリートクラブ
見川中

中学女子4X100mR

茨 城・水戸アスリートクラブ

54.91 笠原中

茨 城・笠原中

茨 城・水戸アスリートクラブ

56.34 友部中

56.39 赤塚中

茨 城・水戸アスリートクラブ

58.24 鉾田南中

佐藤 優羽(3)

青澤 美和(3)

髙屋 桃江(2)

小林 みみ(3)

邊見 志歩(3)

中野 鈴(3)

松賀 環(2)

武田 麻央(2)

青木 日菜(3)

茂木 彩華(3)

長谷川 心(3)

加藤 らら(3)

塚田 優奈(3)

塩畑 美咲(3)

滝澤 奈央(2)

古田 蕾(3)

関 絵莉花(3)

田口 里菜(3)

齋藤 奈摘(3)

長谷川 愛桜(3)

11.14(+2.6) 南百瀬 葵(2)

11.15(+2.6) 成瀬 槙人(3)

鈴木 唯史

11.12(+2.6) 土川 寛崇

11.29(+2.6) 新井 寛康(3)

茨 城・水戸四中

茨 城・明光中

茨 城・ビーイングジュニア

59.19

11.29(+2.6) 長谷川 鷹司(2)

11.30(+2.3) 井坂 翔悟(2)

11.32(+3.1) 吉田 蒼(3)

11.33(+2.3)

高校一般男子100m

茨 城・古河ＡＣ
上田 愛実(3)
5月5日

17.45(+0.1)

茨 城・水戸アスリートクラブ

小学6年女子100m

水戸アスリートクラブ

5月5日

茨 城・上中妻小

茨 城・水戸アスリートクラブ

茨 城・那珂トラッククラブ

茨 城・鹿嶋陸上クラブ

14.50(+1.7) 萩谷 ほの花(5)

茨 城・那珂トラッククラブ

5月5日

16.11(+0.9) 石橋 万琉(4)

茨 城・水戸アスリートクラブ

小学5年女子100m

關 千織(6)

5月5日

15.24(+0.3) 松塚 遥流(5)

茨 城・鉾田陸上スポ少

17.04(+1.0) 小橋 葵(3)

茨 城・富士見ヶ丘小

茨 城・ビーイングジュニア

5月5日

茨 城・水戸アスリートクラブ

小学4年女子100m

小出 麗美菜(5)

5月5日

15.81(+1.4) 吉井 颯人(4)

茨 城・チーム近藤

茨 城・二の宮小

13.96(-1.5) 高柳 瞬(6)

茨 城・水戸アスリートクラブ

茨 城・水戸アスリートクラブ

5月5日

茨 城・古河ＡＣ

小学3年女子100m

富樫 寧々(4)

5月5日

茨 城・我流ＡＣ

15.02(+1.4) 武藤 悠和(4)

茨 城・鹿嶋陸上クラブ

14.95(+0.3) 岩淵 悠太(5)

茨 城・那珂トラッククラブ

13.47(-1.5) 飛田 環(6)

茨 城・久保台小

5月5日

8位

17.14(+1.4) 仲田 滉(3)

小学6年男子100m

茨 城・友部小

5月5日

7位

17.13(+1.4) 川崎 裕眞(3)

小学5年男子100m

大和田 潤(6)

5月5日

茨 城・水戸アスリートクラブ

15.02(+1.4) 今野 蓮(4)

茨 城・水戸市陸上スポ少

茨 城・ビーイングジュニア
5月5日

6位

17.11(+1.4) 鬼沢 隼人(3)

小学4年男子100m

茨 城・東石川小
5月5日

5位

16.85(+1.4) 関 柊空(3)

小学3年男子100m

茨 城・常陸大宮市陸上スポ少茨 城・那珂トラッククラブ
5月5日

4位

16.32(+0.1) 山波 葵羽(3)

茨 城・茨城陸協
12.41(+1.8) 小松崎 妃紅(1)

茨 城・茨城キリスト高
12.43(+1.8) 會田 瑠夏(2)

茨 城・水戸桜ノ牧高

12.74(+1.8) 飯島 真帆

茨 城・水戸工業高

13.00(+1.8) 渡辺 華帆(1)

茨 城・茨城キリスト高

13.15(+1.8) 矢部 美翔(3)

茨 城・茨城キリスト高

13.17(+1.8) 塚田 瑞夏(3)

茨 城・水戸桜ノ牧高

13.22(+1.4) 黒澤 凜(3)

13.26(+1.4)

高校一般女子100m

茨 城・茨城キリスト高

茨 城・水戸啓明高

茨 城・茨城キリスト高

茨 城・シードソレイユ取手

茨 城・水戸啓明高

茨 城・茨城高

茨 城・茨城キリスト高

茨 城・茨城キリスト高

