
小学3年男子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 10:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+1.4) 2組 (風:+0.1)

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

ﾔﾏﾅﾐ ｱｵﾊﾞ 茨　城 ｷｳﾁ ﾋﾋﾞｷ 茨　城

1 4 A155 山波　葵羽(3) 我流ＡＣ 16.85 1 8 A111 木内　日々樹(3) 常陸大宮市陸上スポ少 16.22

ｾｷ ｼｭｳｱ 茨　城 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 茨　城

2 7 A2 関　柊空(3) 古河ＡＣ 17.11 2 9 A89 大森　涼介(3) 那珂トラッククラブ 16.25

ｵﾆｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 茨　城 ｵﾆｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 茨　城

3 9 A39 鬼沢　隼人(3) 水戸アスリートクラブ 17.13 3 3 A40 鬼沢　悠人(3) 水戸アスリートクラブ 16.32

ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ 茨　城 ﾅｶﾀ ｱｷﾗ 茨　城

4 8 A41 川崎　裕眞(3) 水戸アスリートクラブ 17.14 4 5 A211 仲田　滉(3) 水戸アスリートクラブ 17.45

ｽｶﾞﾏ ｿｳｽｹ 茨　城 ﾏｽﾀﾞ ｿﾗﾄ 茨　城

5 5 A212 菅間　奏介(3) 絹西小 17.49 5 6 A210 増田　宙叶(3) あさひ小 17.47

ﾀｶﾉ ﾄｳﾏ 茨　城 ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ 茨　城

6 6 A214 髙野　柊真(3) 九重小 17.49 6 7 A44 吉田　櫂士(3) 水戸アスリートクラブ 18.81

ﾑﾗﾔﾏ ｶｹﾙ 茨　城

7 3 A209 村山　翔(3) 妻里小 17.77

3組 (風:-0.1) 4組 (風:+2.2)

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

ｺﾀﾍﾞ ﾔﾏﾄ 茨　城 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 茨　城

1 9 A32 小田部　大和(3) チーム近藤 17.50 1 9 A33 庄司　大悟(3) チーム近藤 17.88

ｺｱｸﾂ ｲﾄｼ 茨　城 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾄ 茨　城

2 4 A42 小圷　絃士(3) 水戸アスリートクラブ 17.65 2 4 A159 中山　結翔(3) 水戸市陸上スポ少 19.06

ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾐﾁ 茨　城 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｵ 茨　城

3 7 A131 大庭　正道(3) 鉾田陸上スポ少 18.23 3 7 A158 松下　光夫(3) 水戸市陸上スポ少 19.57

ｱｲｻﾞﾜ ｿｳﾀ 茨　城 ｷﾀｶﾜ ﾀｲﾁ 茨　城

4 3 A132 会沢　壮太(3) 鉾田陸上スポ少 18.65 4 8 A130 北川　太一(3) 鉾田陸上スポ少 20.13

ｲｼｹﾞ ﾘｭｳｼﾝ 茨　城 ﾖｼﾀﾞ ｷﾗ 茨　城

5 6 A192 石毛　隆心(3) 鹿嶋陸上クラブ 18.80 5 3 A157 吉田　輝空(3) 水戸市陸上スポ少 22.79

ﾀﾅｶ ｲﾌﾞｷ 茨　城 ﾀｼﾞﾝﾀﾞ ﾖｳﾀ 茨　城

6 5 A43 田中　勇武輝(3) 水戸アスリートクラブ 19.01 5 A34 多神田　陽大(3) チーム近藤 DNS

ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾏ 茨　城 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 茨　城

8 A193 宮﨑　春槙(3) 鹿嶋陸上クラブ DNS 6 A213 加藤　大河(3) 緑岡小 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

ｷｳﾁ ﾋﾋﾞｷ 茨　城

1 A111 木内　日々樹(3) 常陸大宮市陸上スポ少 16.22 +0.1
ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 茨　城

2 A89 大森　涼介(3) 那珂トラッククラブ 16.25 +0.1
ｵﾆｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 茨　城

3 A40 鬼沢　悠人(3) 水戸アスリートクラブ 16.32 +0.1
ﾔﾏﾅﾐ ｱｵﾊﾞ 茨　城

4 A155 山波　葵羽(3) 我流ＡＣ 16.85 +1.4
ｾｷ ｼｭｳｱ 茨　城

5 A2 関　柊空(3) 古河ＡＣ 17.11 +1.4
ｵﾆｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 茨　城

6 A39 鬼沢　隼人(3) 水戸アスリートクラブ 17.13 +1.4
ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ 茨　城

7 A41 川崎　裕眞(3) 水戸アスリートクラブ 17.14 +1.4
ﾅｶﾀ ｱｷﾗ 茨　城

8 A211 仲田　滉(3) 水戸アスリートクラブ 17.45 +0.1

凡例  DNS:欠場



小学4年男子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+0.9) 2組 (風:+1.4)

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

ﾖｼｲ ﾊﾔﾄ 茨　城 ｻﾄｳ ｷｮｳｺﾞ 茨　城

1 4 A217 吉井　颯人(4) 上中妻小 16.11 1 4 A215 佐藤　匡悟(4) 東石川小 14.77

ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾙ 茨　城 ｶｹﾌﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 茨　城

2 5 A218 石橋　万琉(4) 石岡陸上クラブ 16.44 2 6 A160 掛札　龍生(4) 水戸市陸上スポ少 15.02

ﾅﾅｻﾄ ﾊﾙｷ 茨　城 ｺﾝﾉ ﾚﾝ 茨　城

3 6 A163 七里　春樹(4) 水戸市陸上スポ少 16.51 3 5 A197 今野　蓮(4) 鹿嶋陸上クラブ 15.02

ｾｷ ｲﾙﾊ 茨　城 ﾑﾄｳ ﾕｳﾜ 茨　城

4 7 A3 関　要羽(4) 古河ＡＣ 16.96 4 9 A35 武藤　悠和(4) チーム近藤 15.81

ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾄ 茨　城 ｲｹﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 茨　城

5 9 A196 嶋田　透士(4) 鹿嶋陸上クラブ 17.11 5 7 A216 池本　柳之介(4) 外野小 16.66

ｸｽﾉｷ ﾕｳﾄ 茨　城 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 茨　城

6 3 A129 楠　雄登(4) 鉾田陸上スポ少 17.65 6 3 A198 平野　陽斗(4) 鹿嶋陸上クラブ 16.86

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾖｼｷ 茨　城 ﾄﾉｵｶ ﾀｹﾙ 茨　城

7 8 A162 榊原　佳希(4) 水戸市陸上スポ少 18.14 8 A46 外岡　健(4) 水戸アスリートクラブ DNS

3組 (風:+0.4) 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

ﾏﾂｳﾗ ｶｲ 茨　城 ｻﾄｳ ｷｮｳｺﾞ 茨　城

1 2 A208 松浦　魁(4) 外野小 16.52 1 A215 佐藤　匡悟(4) 東石川小 14.77 +1.4

ｽﾉｳ ﾕｳﾄﾌﾞﾗｲｱﾝ 茨　城 ｶｹﾌﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 茨　城

2 8 A161 須能　優斗ブライアン(4) 水戸市陸上スポ少 17.43 2 A160 掛札　龍生(4) 水戸市陸上スポ少 15.02 +1.4

ｲﾉｳｴ ｺｳｴｲ 茨　城 ｺﾝﾉ ﾚﾝ 茨　城

3 4 A90 井上　晄栄(4) 那珂トラッククラブ 18.06 3 A197 今野　蓮(4) 鹿嶋陸上クラブ 15.02 +1.4

ｲｼｶﾜ ｿｳｼ 茨　城 ﾑﾄｳ ﾕｳﾜ 茨　城

4 7 A45 石川　創士(4) 水戸アスリートクラブ 18.36 4 A35 武藤　悠和(4) チーム近藤 15.81 +1.4

ｱｶｻｷ ﾘｮｳﾀ 茨　城 ﾖｼｲ ﾊﾔﾄ 茨　城

5 6 A91 赤崎　凌太(4) 那珂トラッククラブ 18.42 5 A217 吉井　颯人(4) 上中妻小 16.11 +0.9

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝﾄ 茨　城 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾙ 茨　城

6 5 A112 渡邉　蓮士(4) 常陸大宮市陸上スポ少 18.52 6 A218 石橋　万琉(4) 石岡陸上クラブ 16.44 +0.9

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ 茨　城 ﾅﾅｻﾄ ﾊﾙｷ 茨　城

7 9 A128 山田　奏真(4) 鉾田陸上スポ少 19.22 7 A163 七里　春樹(4) 水戸市陸上スポ少 16.51 +0.9

ｶｻｲ ﾊﾙｷ 茨　城 ﾏﾂｳﾗ ｶｲ 茨　城

3 A30 笠井　春樹(4) ビーイングジュニア DNS 8 A208 松浦　魁(4) 外野小 16.52 +0.4

凡例  DNS:欠場



小学5年男子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-2.0) 2組 (風:+0.3)

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

ｵｵﾉ ｿｳ 茨　城 ｵｶﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ 茨　城

1 7 A53 大野　創(5) 水戸アスリートクラブ 16.03 1 4 A21 小河原　滉介(5) ビーイングジュニア 14.80

ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 茨　城 ｲｼｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 茨　城

2 5 A164 小林　大和(5) 水戸市陸上スポ少 16.13 2 7 A95 石澤　柊生(5) 那珂トラッククラブ 14.95

ｻｻｷ ｺﾀﾛｳ 茨　城 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾀ 茨　城

3 4 A93 佐々木　心太朗(5) 那珂トラッククラブ 16.20 3 5 A219 岩淵　悠太(5) 二の宮小 15.24

ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 茨　城 ﾏﾂﾂｶ ﾊﾙ 茨　城

4 6 A54 田村　孝太(5) 水戸アスリートクラブ 16.54 4 3 A50 松塚　遥流(5) 水戸アスリートクラブ 15.40

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾌｳﾏ 茨　城 ｲｼﾂｶ ﾀﾞｲｷ 茨　城

5 8 A220 永山　楓真(5) 内原小 16.78 5 6 A201 石塚　大輝(6) 鹿嶋陸上クラブ 15.40

ｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 茨　城 ﾏﾂｵ ｲﾙﾑ 茨　城

6 3 A96 会沢　栄斗(5) 那珂トラッククラブ 16.81 6 8 A24 松尾　惟瑠夢(5) ビーイングジュニア 15.76

ﾂﾙ ｼﾕｳ 茨　城 ﾋﾛｾ ﾁｱｷ 茨　城

7 9 A48 津留　志優(5) 水戸アスリートクラブ 17.09 7 9 A22 廣瀬　千耀(5) ビーイングジュニア 16.25

3組 (風:-0.3) 4組 (風:+0.1)

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

ｱｸﾂ ﾏｻｷ 茨　城 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 茨　城

1 6 A113 阿久津　将輝(5) 常陸大宮市陸上スポ少 16.23 1 8 A206 井上　瑠彗(5) 大戸小 15.67

ｶﾜﾏﾀ ｿｳﾀ 茨　城 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｽﾞﾅ 茨　城

2 4 A47 川又　奏太(5) 水戸アスリートクラブ 17.09 2 6 A190 山﨑　希繋(5) シードソレイユ取手 17.47

ｸﾙｽ ｱﾗﾀ 茨　城 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾄ 茨　城

3 9 A154 來栖　新(5) 我流ＡＣ 17.39 3 5 A127 北川　由仁(5) 鉾田陸上スポ少 17.69

ﾜﾀﾞ ｿｳﾏ 茨　城 ﾄﾀﾞ ﾏｵ 茨　城

4 8 A94 和田　壮真(5) 那珂トラッククラブ 17.44 4 7 A114 戸田　真生(5) 常陸大宮市陸上スポ少 17.72

ｹｲﾉ ｼｵﾝ 茨　城 ｵﾀﾞﾄ ﾘﾕｳｼﾞ 茨　城

5 3 A23 慶野　紫音(5) ビーイングジュニア 17.63 5 4 A92 小田戸　琉道(5) 那珂トラッククラブ 18.09

ｼｮｳｼﾞ ｹﾝﾄ 茨　城 ﾓﾛｶﾜ ﾘｭｳ 茨　城

6 5 A51 庄司　健人(5) 水戸アスリートクラブ 17.72 6 9 A49 諸川　龍(5) 水戸アスリートクラブ 19.21

ｵｿﾉｲ ｺｳｽｹ 茨　城

7 A52 小薗井　康介(5) 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

ｵｶﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ 茨　城

1 A21 小河原　滉介(5) ビーイングジュニア 14.80 +0.3
ｲｼｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 茨　城

2 A95 石澤　柊生(5) 那珂トラッククラブ 14.95 +0.3
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾀ 茨　城

3 A219 岩淵　悠太(5) 二の宮小 15.24 +0.3
ﾏﾂﾂｶ ﾊﾙ 茨　城

4 A50 松塚　遥流(5) 水戸アスリートクラブ 15.40 +0.3
ｲｼﾂｶ ﾀﾞｲｷ 茨　城

5 A201 石塚　大輝(6) 鹿嶋陸上クラブ 15.40 +0.3
ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 茨　城

6 A206 井上　瑠彗(5) 大戸小 15.67 +0.1
ﾏﾂｵ ｲﾙﾑ 茨　城

7 A24 松尾　惟瑠夢(5) ビーイングジュニア 15.76 +0.3
ｵｵﾉ ｿｳ 茨　城

8 A53 大野　創(5) 水戸アスリートクラブ 16.03 -2.0

凡例  DNS:欠場



小学6年男子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 12:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-0.1) 2組 (風:-1.5)

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

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝ 茨　城 ﾄﾋﾞﾀ ﾀﾏｷ 茨　城

1 6 A124 高柳　瞬(6) 鉾田陸上スポ少 14.13 1 5 A55 飛田　環(6) 水戸アスリートクラブ 13.96

ﾀｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 茨　城 ﾂｶﾊﾗ ﾊﾙﾄ 茨　城

2 7 A123 高野　琉聖(6) 鉾田陸上スポ少 14.22 2 2 A4 塚原　大翔(6) 古河ＡＣ 14.38

ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾏ 茨　城 ｺｲﾜｲ ｸｵﾝ 茨　城

3 5 A11 原田　晴真(6) ビーイングジュニア 14.87 3 9 A38 小祝　玖音(6) チーム近藤 14.63

ﾑﾗﾀ ｿﾗ 茨　城 ﾀﾁﾊﾗ ﾏｻﾄ 茨　城

4 8 A10 村田　蒼空(6) ビーイングジュニア 14.98 4 8 A221 立原　匡仁(6) 上中妻小 14.93

ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾝ 茨　城 ｷｸﾁ ｵｳｶﾞ 茨　城

5 2 A98 久保　憲心(6) 那珂トラッククラブ 15.02 5 3 A58 菊池　央雅(6) 水戸アスリートクラブ 14.96

ﾌｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝ 茨　城 ﾏｽﾀﾞ ｱｵﾄ 茨　城

6 4 A56 藤野　盾(6) 水戸アスリートクラブ 15.21 6 4 A223 増田　蒼大(6) あさひ小 15.11

ﾅｶﾉ ﾏﾅﾄ 茨　城 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 茨　城

7 3 A125 中野　愛斗(6) 鉾田陸上スポ少 15.25 7 7 A224 髙野　翔太(6) 九重小 15.25

ﾖｺﾔﾏ ﾘｸ 茨　城 ﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ 茨　城

8 9 A97 横山　莉玖(6) 那珂トラッククラブ 15.50 8 6 A222 野田　晃平(6) 梅が丘小 16.19

3組 (風:-1.5) 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

ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 茨　城 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 茨　城

1 3 A207 大和田　潤(6) 友部小 13.47 1 A207 大和田　潤(6) 友部小 13.47 -1.5

ﾎｼﾉ ﾀｲﾁ 茨　城 ﾄﾋﾞﾀ ﾀﾏｷ 茨　城

2 2 A13 星野　太一(6) ビーイングジュニア 15.17 2 A55 飛田　環(6) 水戸アスリートクラブ 13.96 -1.5

ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 茨　城 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝ 茨　城

3 4 A57 杉山　純(6) 水戸アスリートクラブ 15.89 3 A124 高柳　瞬(6) 鉾田陸上スポ少 14.13 -0.1

ｲｼﾂﾞ ﾕｳｷ 茨　城 ﾀｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 茨　城

4 5 A126 石津　佑基(6) 鉾田陸上スポ少 16.04 4 A123 高野　琉聖(6) 鉾田陸上スポ少 14.22 -0.1

ﾀｶﾔｽ ｶﾅﾀ 茨　城 ﾂｶﾊﾗ ﾊﾙﾄ 茨　城

5 6 A59 高安　奏汰(6) 水戸アスリートクラブ 16.17 5 A4 塚原　大翔(6) 古河ＡＣ 14.38 -1.5

ﾏﾂｵ ｾﾙｸ 茨　城 ｺｲﾜｲ ｸｵﾝ 茨　城

6 9 A12 松尾　惺琉来(6) ビーイングジュニア 16.31 6 A38 小祝　玖音(6) チーム近藤 14.63 -1.5

ｽﾄｳ ﾀｲｷ 茨　城 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾏ 茨　城

7 8 A115 須藤　大揮(6) 常陸大宮市陸上スポ少 16.36 7 A11 原田　晴真(6) ビーイングジュニア 14.87 -0.1

ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲ 茨　城 ﾀﾁﾊﾗ ﾏｻﾄ 茨　城

8 7 A122 近藤　啓(6) 鉾田陸上スポ少 16.70 8 A221 立原　匡仁(6) 上中妻小 14.93 -1.5



小学3年女子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-0.1) 2組 (風:+1.0)

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

ｺｲｹ ｶﾎ 茨　城 ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ 茨　城

1 7 A66 小池　花歩(3) 水戸アスリートクラブ 17.77 1 3 A225 本田　來(3) 久保台小 16.78

ﾄﾀﾞ ｾｱ 茨　城 ｱﾝﾄﾞｳ ｷｺ 茨　城

2 8 A117 戸田　聖逢(3) 常陸大宮市陸上スポ少 17.98 2 6 A226 安藤　希子(3) 富士見ヶ丘小 17.04

ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ 茨　城 ｺﾊﾞｼ ｱｵｲ 茨　城

3 4 A168 髙橋　朱音(3) 水戸市陸上スポ少 18.09 3 5 A99 小橋　葵(3) 那珂トラッククラブ 17.70

ﾀﾅｶ ｺﾉﾊ 茨　城 ﾆｼｶﾜ ｾｲﾅ 茨　城

4 5 A65 田中　小葉(3) 水戸アスリートクラブ 18.11 4 2 A116 西川　聖奈(3) 常陸大宮市陸上スポ少 17.78

ｻｲﾄｳ ｴﾐ 茨　城 ﾋﾛｷ ﾕｽﾞﾅ 茨　城

5 9 A191 齋藤　えみ(3) 鹿嶋陸上クラブ 18.91 5 9 A63 廣木　柚奈(3) 水戸アスリートクラブ 18.20

ﾊﾗｼﾏ ﾐｽﾞｶ 茨　城 ﾀｶﾏﾂ ﾕﾘｱ 茨　城

6 6 A60 原島　瑞和(3) 水戸アスリートクラブ 19.10 6 4 A170 高松　夢李亜(3) 水戸市陸上スポ少 18.98

ｲｼﾊﾞｼ ﾅﾅｶ 茨　城 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 茨　城

7 2 A149 石橋　菜々楓(3) 鉾田陸上スポ少 19.13 7 8 A61 萩原　潤(3) 水戸アスリートクラブ 19.15

ｽｶﾞﾏ ｼｭｲ 茨　城 ｷｸﾁ ｺｺﾐ 茨　城

3 A64 須釜　珠衣(3) 水戸アスリートクラブ DNS 8 7 A227 菊池　心美(3) 渡里小 19.23

3組 (風:+2.7) 4組 (風:-0.6)

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

ｲｼｻﾞｷ ﾏﾅｶ 茨　城 ｸﾛｻﾜ ｶﾎ 茨　城

1 5 A152 石崎　愛佳(3) 鉾田陸上スポ少 17.95 1 5 A1 黒澤　花帆(3) 稲荷第二小 18.90

ﾅｶｻﾞﾄ ﾕﾅ 茨　城 ｵｵﾂ ﾕｲ 茨　城

2 3 A169 中里　有那(3) 水戸市陸上スポ少 18.51 2 6 A165 大津　友愛(3) 水戸市陸上スポ少 18.98

ｺｲﾜｲ ﾘﾅ 茨　城 ｱｶﾂ ﾕｲ 茨　城

3 8 A62 小岩井　莉菜(3) 水戸アスリートクラブ 18.61 3 7 A156 赤津　結衣(3) 我流ＡＣ 19.07

ｿﾉﾍﾞ ﾕﾅ 茨　城 ｻｲﾄｳ ﾘｵ 茨　城

4 9 A167 園部　由奈(3) 水戸市陸上スポ少 19.29 4 8 A150 齋藤　里桜(3) 鉾田陸上スポ少 20.23

ｼﾊﾞ ﾎﾉｶ 茨　城 ｶﾞｻﾞﾝ ｷｲ 茨　城

5 7 A31 芝　帆栞(3) ビーイングジュニア 19.66 5 2 A36 我山　希祈(3) チーム近藤 20.28

ｵﾀﾞﾄ ﾐｽﾞｷ 茨　城 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕ 茨　城

6 6 A100 小田戸　瑞希(3) 那珂トラッククラブ 20.32 6 3 A151 山口　未結(3) 鉾田陸上スポ少 20.33

ｻｻﾇﾏ ﾕｲ 茨　城 ﾐﾂｲ ﾕｽﾞｷ 茨　城

2 A166 笹沼　結衣(3) 水戸市陸上スポ少 DNS 7 9 A101 三井　柚咲(3) 那珂トラッククラブ 20.75

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾘ 茨　城 ｵｷﾞﾜﾗ ﾐｽｽﾞ 茨　城

4 A205 中島　あいり(3) 鹿嶋陸上クラブ DNS 4 A153 荻原　実涼(3) 鉾田陸上スポ少 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

ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ 茨　城

1 A225 本田　來(3) 久保台小 16.78 +1.0
ｱﾝﾄﾞｳ ｷｺ 茨　城

2 A226 安藤　希子(3) 富士見ヶ丘小 17.04 +1.0
ｺﾊﾞｼ ｱｵｲ 茨　城

3 A99 小橋　葵(3) 那珂トラッククラブ 17.70 +1.0
ｺｲｹ ｶﾎ 茨　城

4 A66 小池　花歩(3) 水戸アスリートクラブ 17.77 -0.1
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾅ 茨　城

5 A116 西川　聖奈(3) 常陸大宮市陸上スポ少 17.78 +1.0
ｲｼｻﾞｷ ﾏﾅｶ 茨　城

6 A152 石崎　愛佳(3) 鉾田陸上スポ少 17.95 +2.7
ﾄﾀﾞ ｾｱ 茨　城

7 A117 戸田　聖逢(3) 常陸大宮市陸上スポ少 17.98 -0.1
ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ 茨　城

8 A168 髙橋　朱音(3) 水戸市陸上スポ少 18.09 -0.1

凡例  DNS:欠場



小学4年女子100m
審 判 長：志藤　俊三

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　3組

1組 (風:+0.1) 2組 (風:-1.2)

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

ｵｶｻﾞｷ ﾕﾘｱ 茨　城 ﾈﾓﾄ ﾕﾒ 茨　城

1 4 A70 岡﨑　結莉愛(4) 水戸アスリートクラブ 16.42 1 4 A195 根本　結芽(4) 鹿嶋陸上クラブ 16.36

ﾊﾈﾀﾞ ﾓﾓｶ 茨　城 ｵｻﾞﾜ ｱｲﾘ 茨　城

2 9 A69 羽田　百々花(4) 水戸アスリートクラブ 16.62 2 6 A194 小澤　愛織(4) 鹿嶋陸上クラブ 16.59

ﾈﾓﾄ ｻﾅ 茨　城 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘﾝｶ 茨　城

3 6 A68 根本　紗南(4) 水戸アスリートクラブ 16.63 3 7 A148 長峯　凛果(4) 鉾田陸上スポ少 16.63

ﾄﾐﾀ ｱﾔﾅ 茨　城 ﾃﾗｶﾄﾞ ｱﾝﾅ 茨　城

4 7 A228 富田　采奈(4) 酒門小 17.24 4 2 A102 寺門　杏奈(4) 那珂トラッククラブ 16.85

ｸﾞﾝｼﾞ ｺﾄﾈ 茨　城 ﾃﾞｨｴｽ ﾗﾝ 茨　城

5 5 A72 郡司　ことね(4) 水戸アスリートクラブ 17.42 5 3 A229 ディエス　蘭(4) 五軒小 17.26

ｲｶﾞﾗｼ ｸﾙﾐ 茨　城 ｽｽﾞｷ ﾋﾉｶ 茨　城

6 3 A173 五十嵐　来愛(4) 水戸市陸上スポ少 17.63 6 8 A71 鈴木　ひのか(4) 水戸アスリートクラブ 17.64

ﾏｴｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 茨　城 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘﾎ 茨　城

7 2 A174 前島　伽音(4) 水戸市陸上スポ少 18.42 7 9 A175 長島　里歩(4) 水戸市陸上スポ少 18.44

ｲｼｲ ｳﾀﾉ 茨　城 ﾖｺﾔﾏ ｱﾝﾅ 茨　城

8 A172 石井　歌乃(4) 水戸市陸上スポ少 DNS 5 A230 横山　杏奈(4) 稲荷第一小 DNS

3組 (風:+1.8) 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

ﾄｶﾞｼ ﾈﾈ 茨　城 ﾄｶﾞｼ ﾈﾈ 茨　城

1 8 A67 富樫　寧々(4) 水戸アスリートクラブ 16.10 1 A67 富樫　寧々(4) 水戸アスリートクラブ 16.10 +1.8

ｱｲﾀ ﾌｳｶ 茨　城 ﾈﾓﾄ ﾕﾒ 茨　城

2 4 A118 相田　風香(4) 常陸大宮市陸上スポ少 17.39 2 A195 根本　結芽(4) 鹿嶋陸上クラブ 16.36 -1.2

ｳｴﾀﾞ ﾁｻﾄ 茨　城 ｵｶｻﾞｷ ﾕﾘｱ 茨　城

3 7 A171 植田　千惺(4) 水戸市陸上スポ少 17.41 3 A70 岡﨑　結莉愛(4) 水戸アスリートクラブ 16.42 +0.1

ﾊﾀ ﾋﾒﾉ 茨　城 ｵｻﾞﾜ ｱｲﾘ 茨　城

4 5 A232 畑　姫乃(4) 吉沢小 17.66 4 A194 小澤　愛織(4) 鹿嶋陸上クラブ 16.59 -1.2

ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾅ 茨　城 ﾊﾈﾀﾞ ﾓﾓｶ 茨　城

5 9 A231 西山　結菜(4) 国田義務教育学校 17.88 5 A69 羽田　百々花(4) 水戸アスリートクラブ 16.62 +0.1

ﾄﾀﾞ ﾘﾝ 茨　城 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘﾝｶ 茨　城

6 3 A119 戸田　凛(4) 常陸大宮市陸上スポ少 18.80 6 A148 長峯　凛果(4) 鉾田陸上スポ少 16.63 -1.2

ﾋﾛｻﾜ ｼﾎ 茨　城 ﾈﾓﾄ ｻﾅ 茨　城

6 A5 広沢　志帆(4) 古河ＡＣ DNS 7 A68 根本　紗南(4) 水戸アスリートクラブ 16.63 +0.1
ﾃﾗｶﾄﾞ ｱﾝﾅ 茨　城

8 A102 寺門　杏奈(4) 那珂トラッククラブ 16.85 -1.2

凡例  DNS:欠場



小学5年女子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 11:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:+0.2) 2組 (風:+1.7)

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

ﾊﾌﾞ ｲﾙ 茨　城 ｺｲﾃﾞ ﾚﾐﾅ 茨　城

1 7 A7 羽部　伊留(5) 古河ＡＣ 15.84 1 7 A25 小出　麗美菜(5) ビーイングジュニア 14.50

ｲﾅﾊﾞ ｱﾝ 茨　城 ﾊｷﾞﾔ ﾎﾉｶ 茨　城

2 2 A82 稲葉　杏(5) 水戸アスリートクラブ 16.40 2 8 A83 萩谷　ほの花(5) 水戸アスリートクラブ 15.12

ｵﾆｻﾞﾜ ｾｲﾅ 茨　城 ｶﾐﾅｶﾞ ﾉｱ 茨　城

3 3 A146 鬼沢　聖奈(5) 鉾田陸上スポ少 16.49 3 4 A104 神長　希陽(5) 那珂トラッククラブ 15.53

ｶﾄｳ ｴﾙｻ 茨　城 ｲﾉｺｼ ﾆｲﾅ 茨　城

4 5 A78 加藤　絵瑠沙(5) 水戸アスリートクラブ 16.58 4 5 A233 猪越　新那(5) ときわクラブ 15.76

ｳｽｲ ｻﾅ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ 茨　城

5 8 A187 薄井　沙奈(5) 水戸市陸上スポ少 16.61 5 6 A27 小林　香帆(5) ビーイングジュニア 15.81

ｻｶﾂﾒ ﾏﾋﾙ 茨　城 ｺｸﾌﾞﾝ ﾏﾘﾅ 茨　城

6 6 A37 坂爪　まひる(5) チーム近藤 16.67 6 2 A28 国分　鞠奈(5) ビーイングジュニア 16.13

ｽｶﾞﾔ ｱｶﾈ 茨　城 ｽｽﾞｷ ﾕﾅ 茨　城

7 1 A176 菅谷　明音(5) 水戸市陸上スポ少 16.83 7 9 A73 鈴木　結菜(5) 水戸アスリートクラブ 16.19

ｵｵﾊﾞ ﾐﾁﾙ 茨　城 ｱｵｷ ﾐｵ 茨　城

4 A143 大庭　みちる(5) 鉾田陸上スポ少 DNS 8 3 A80 青木　美緒(5) 水戸アスリートクラブ 16.38

ｸﾘﾏﾀ ﾓｶ 茨　城 ｲｼｹﾞ ｶﾝﾅ 茨　城

9 A144 栗俣　百花(5) 鉾田陸上スポ少 DNS 9 1 A199 石毛　芳奈(5) 鹿嶋陸上クラブ 16.55

3組 (風:-0.2) 4組 (風:-1.9)

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

ｱﾗｲ ﾏﾅﾊ 茨　城 ﾐﾖｼ ﾉｿﾞﾐ 茨　城

1 4 A6 新井　愛葉(5) 古河ＡＣ 16.44 1 4 A105 三好　希美(5) 那珂トラッククラブ 17.24

ｼﾗﾄ ﾕｳｶ 茨　城 ﾋﾄﾐ ﾊﾅ 茨　城

2 5 A180 白土　友香(5) 水戸市陸上スポ少 16.74 2 3 A75 人見　羽南(5) 水戸アスリートクラブ 17.29

ｲｼｻﾞｷ ｱｲﾘ 茨　城 ｵｵﾓﾘ ｱｲﾘ 茨　城

3 2 A147 石崎　愛莉(5) 鉾田陸上スポ少 16.85 3 2 A103 大森　愛莉(5) 那珂トラッククラブ 17.47

ｻﾄｳ ﾋﾅ 茨　城 ｾﾝｻﾞｷ ﾆｺ 茨　城

4 6 A26 佐藤　妃菜(5) ビーイングジュニア 16.88 4 8 A181 先崎　にこ(5) 水戸市陸上スポ少 17.48

ｻｲﾄｳ ﾓｶ 茨　城 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞﾐ 茨　城

5 7 A142 齋藤　百椛(5) 鉾田陸上スポ少 17.06 5 9 A182 松下　秀美(5) 水戸市陸上スポ少 17.62

ﾋﾗﾇﾏ ﾅﾂｷ 茨　城 ﾄﾉｵｶ ｺﾊﾙ 茨　城

6 9 A177 平沼　夏葵(5) 水戸市陸上スポ少 17.21 6 7 A77 外岡　心花(5) 水戸アスリートクラブ 17.95

ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁｶ 茨　城 ｶﾜﾉﾍﾞ ｱｲﾅ 茨　城

7 8 A141 山田　依千榎(5) 鉾田陸上スポ少 17.56 7 6 A76 川野辺　愛菜(5) 水戸アスリートクラブ 18.19

ﾔﾏﾓﾄ ﾙｱ 茨　城 ｻｲﾄｳ ﾙﾅ 茨　城

3 A178 山本　るあ(5) 水戸市陸上スポ少 DNS 5 A145 斉藤　瑠那(5) 鉾田陸上スポ少 DNS

5組 (風:+0.6) 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

ｽｶﾞﾏ ﾒｲ 茨　城 ｺｲﾃﾞ ﾚﾐﾅ 茨　城

1 7 A234 菅間　萌衣(5) 絹西小 16.81 1 A25 小出　麗美菜(5) ビーイングジュニア 14.50 +1.7

ｶﾈﾓﾄ ﾘﾅ 茨　城 ﾊｷﾞﾔ ﾎﾉｶ 茨　城

2 6 A179 金本　梨那(5) 水戸市陸上スポ少 17.64 2 A83 萩谷　ほの花(5) 水戸アスリートクラブ 15.12 +1.7

ｷﾀｷ ﾘﾕ 茨　城 ｶﾐﾅｶﾞ ﾉｱ 茨　城

3 2 A200 木滝　理結(5) 鹿嶋陸上クラブ 17.73 3 A104 神長　希陽(5) 那珂トラッククラブ 15.53 +1.7

ﾐｽﾞｶﾐ ﾁﾋﾛ 茨　城 ｲﾉｺｼ ﾆｲﾅ 茨　城

4 8 A29 水上　智磨(5) ビーイングジュニア 17.81 4 A233 猪越　新那(5) ときわクラブ 15.76 +1.7

ｻｶｻｲ ｶｵﾝ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ 茨　城

5 5 A81 逆井　花音(5) 水戸アスリートクラブ 17.95 5 A27 小林　香帆(5) ビーイングジュニア 15.81 +1.7

ｻｲﾄｳ ﾐｳ 茨　城 ﾊﾌﾞ ｲﾙ 茨　城

6 4 A140 齋藤　美羽(5) 鉾田陸上スポ少 18.42 6 A7 羽部　伊留(5) 古河ＡＣ 15.84 +0.2

ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 茨　城 ｺｸﾌﾞﾝ ﾏﾘﾅ 茨　城

7 3 A74 鈴木　結愛(5) 水戸アスリートクラブ 19.45 7 A28 国分　鞠奈(5) ビーイングジュニア 16.13 +1.7

ﾅｶﾉ ﾕﾘｱ 茨　城 ｽｽﾞｷ ﾕﾅ 茨　城

9 A79 中野　優理杏(5) 水戸アスリートクラブ DNS 8 A73 鈴木　結菜(5) 水戸アスリートクラブ 16.19 +1.7

凡例  DNS:欠場



小学6年女子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:+1.4) 2組 (風:-2.1)

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

ｻｸﾗｲ ｼﾂﾞｸ 茨　城 ｾｷ ﾁｵﾘ 茨　城

1 9 A9 櫻井　詩月(6) 古河ＡＣ 14.74 1 6 A109 關　千織(6) 那珂トラッククラブ 14.39

ｸﾉ ｻｷﾅ 茨　城 ﾊﾈﾀﾞ ﾙﾐｶ 茨　城

2 5 A134 久野　沙希菜(6) 鉾田陸上スポ少 14.88 2 5 A86 羽田　琉美香(6) 水戸アスリートクラブ 14.48

ﾐﾈｼﾏ ﾘﾝｶ 茨　城 ﾋﾔﾏ ｱﾉﾝ 茨　城

3 6 A108 峯島　凜花(6) 那珂トラッククラブ 15.00 3 4 A85 檜山　明音(6) 水戸アスリートクラブ 14.58

ﾀﾏｳﾁ ﾙｲ 茨　城 ｿﾒﾔ ﾋﾏﾘ 茨　城

4 7 A120 玉内　琉唯(6) 常陸大宮市陸上スポ少 15.19 4 2 A16 染谷　日葵(6) ビーイングジュニア 14.65

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 茨　城 ﾀﾅｶ ｽｽﾞﾊ 茨　城

5 3 A15 小林　柚澄(6) ビーイングジュニア 15.28 5 9 A107 田中　涼羽(6) 那珂トラッククラブ 14.95

ｶｼﾜﾊﾞ ﾓﾓｶ 茨　城 ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾅ 茨　城

6 4 A203 柏葉　萌々花(6) 鹿嶋陸上クラブ 15.61 6 8 A84 澁谷　倖菜(6) 水戸アスリートクラブ 14.95

ｵｺｲｴ ﾆｺﾙﾐﾕｳ 茨　城 ﾊﾔｼ ﾐｺﾄ 茨　城

7 2 A184 オコイエ　ニコル心優(6) 水戸市陸上スポ少 15.68 7 3 A88 林　美詞(6) 水戸アスリートクラブ 15.19

ﾃﾗｶﾄﾞ ﾘﾝｶ 茨　城 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾁ 茨　城

8 8 A110 寺門　凜夏(6) 那珂トラッククラブ 15.91 7 A235 横山　奈智(6) 稲荷第一小 DNS

3組 (風:+1.4) 4組 (風:+0.4)

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

ｵｵｺｼ ﾕｽﾞｷ 茨　城 ﾊﾔﾌﾞｻ ｼｵﾘ 茨　城

1 7 A136 大越　柚稀(6) 鉾田陸上スポ少 15.38 1 8 A17 隼　史織(6) ビーイングジュニア 16.16

ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ 茨　城 ｻｲﾄｳ ｴﾏ 茨　城

2 4 A18 田辺　遥菜(6) ビーイングジュニア 15.56 2 7 A202 齋藤　えま(6) 鹿嶋陸上クラブ 16.49

ｱｲｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 茨　城 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕ 茨　城

3 8 A87 會澤　奏音(6) 水戸アスリートクラブ 15.59 3 3 A121 西村　心結(6) 常陸大宮市陸上スポ少 16.95

ｵｵﾂ ﾒｲ 茨　城 ｶﾈｺ ｻｸﾗ 茨　城

4 6 A185 大津　芽愛(6) 水戸市陸上スポ少 15.97 4 9 A19 金子　さくら(6) ビーイングジュニア 16.97

ｼﾊﾞ ﾘｵﾝ 茨　城 ﾐｿﾉ ｺﾊｸ 茨　城

5 5 A20 芝　凛音(6) ビーイングジュニア 16.11 5 6 A204 御園　瑚白(6) 鹿嶋陸上クラブ 17.12

ｺﾊﾞｼ ﾕｳ 茨　城 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾗﾝｺ 茨　城

6 2 A106 小橋　優(6) 那珂トラッククラブ 16.59 6 5 A138 長峰　華子(6) 鉾田陸上スポ少 17.33

ｵﾇﾏ ﾉｱ 茨　城 ﾀｶﾏﾂ ﾙﾘﾅ 茨　城

3 A135 小沼　希愛(6) 鉾田陸上スポ少 DNS 7 4 A186 高松　留李凪(6) 水戸市陸上スポ少 18.21

ｸﾗﾓﾁ ｱｶﾘ 茨　城

9 A189 倉持　朱里(6) シードソレイユ取手 DNS

5組 (風:-0.5) 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

ｺﾀﾆ ｻｷ 茨　城 ｾｷ ﾁｵﾘ 茨　城

1 7 A188 小谷　咲綺(6) シードソレイユ取手 16.06 1 A109 關　千織(6) 那珂トラッククラブ 14.39 -2.1

ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 茨　城 ﾊﾈﾀﾞ ﾙﾐｶ 茨　城

2 9 A14 山田　音空(6) ビーイングジュニア 16.84 2 A86 羽田　琉美香(6) 水戸アスリートクラブ 14.48 -2.1

ｲｼﾊﾞｼ ﾘｵｶ 茨　城 ﾋﾔﾏ ｱﾉﾝ 茨　城

3 6 A137 石橋　里桜花(6) 鉾田陸上スポ少 16.97 3 A85 檜山　明音(6) 水戸アスリートクラブ 14.58 -2.1

ﾀｶﾊｼ ｻﾜ 茨　城 ｿﾒﾔ ﾋﾏﾘ 茨　城

4 3 A8 高橋　咲羽(6) 古河ＡＣ 17.81 4 A16 染谷　日葵(6) ビーイングジュニア 14.65 -2.1

ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ 茨　城 ｻｸﾗｲ ｼﾂﾞｸ 茨　城

5 5 A133 吉川　凛(6) 鉾田陸上スポ少 18.06 5 A9 櫻井　詩月(6) 古河ＡＣ 14.74 +1.4

ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ 茨　城 ｸﾉ ｻｷﾅ 茨　城

6 8 A183 吉田　未空(6) 水戸市陸上スポ少 18.36 6 A134 久野　沙希菜(6) 鉾田陸上スポ少 14.88 +1.4

ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｶ 茨　城 ﾀﾅｶ ｽｽﾞﾊ 茨　城

4 A139 荻原　望々果(6) 鉾田陸上スポ少 DNS 7 A107 田中　涼羽(6) 那珂トラッククラブ 14.95 -2.1
ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾅ 茨　城

8 A84 澁谷　倖菜(6) 水戸アスリートクラブ 14.95 -2.1

凡例  DNS:欠場



小学混合4X100mR
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 09:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 水戸アスリートクラブ A58 菊池　央雅(6) ｷｸﾁ ｵｳｶﾞ 56.37
A55 飛田　環(6) ﾄﾋﾞﾀ ﾀﾏｷ
A86 羽田　琉美香(6) ﾊﾈﾀﾞ ﾙﾐｶ
A85 檜山　明音(6) ﾋﾔﾏ ｱﾉﾝ

2 6 鉾田陸上スポ少 A138 長峰　華子(6) ﾅｶﾞﾐﾈ ﾗﾝｺ 57.65
A124 高柳　瞬(6) ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝ
A136 大越　柚稀(6) ｵｵｺｼ ﾕｽﾞｷ
A123 高野　琉聖(6) ﾀｶﾉ ﾘｭｳｾｲ

3 5 那珂トラッククラブ A97 横山　莉玖(6) ﾖｺﾔﾏ ﾘｸ 59.49
A98 久保　憲心(6) ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾝ

A108 峯島　凜花(6) ﾐﾈｼﾏ ﾘﾝｶ
A107 田中　涼羽(6) ﾀﾅｶ ｽｽﾞﾊ

3 ビーイングジュニア A21 小河原　滉介(5) ｵｶﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ DQ,R8

A13 星野　太一(6) ﾎｼﾉ ﾀｲﾁ
A25 小出　麗美菜(5) ｺｲﾃﾞ ﾚﾐﾅ
A16 染谷　日葵(6) ｿﾒﾔ ﾋﾏﾘ

凡例  DQ:失格 R8:（TR24.6）バトンを落とした地点に戻って再開していない



中学男子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 14:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:0.0)

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

ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 茨　城 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 茨　城

1 4 A294 西村　康太郎(3) 見川中 11.74 1 6 A82 黒澤　諒介(3) 水戸三中 11.33

ｴﾊﾗ ｼｭﾝ 茨　城 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶ 茨　城

2 6 2639 江原　竣(3) 佐野中 11.79 2 5 4148 澁谷　鷹(3) 友部中 11.49

ﾀﾁﾊﾗ ﾀｲｷ 茨　城 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｶﾞ 茨　城

3 7 248 立原　太喜(3) 赤塚中 12.12 3 7 4245 藤原　悠雅(3) 鹿嶋陸上クラブ 11.51

ﾎﾘｶﾜ ｶﾅﾄ 茨　城 ｶﾓｼﾀﾞ ﾐﾗｲ 茨　城

4 5 4029 堀川　奏大(1) 水戸アスリートクラブ 12.60 4 3 4046 鴨志田　未来(3) 水戸アスリートクラブ 11.92

ｲｼﾂﾞ ｱﾂﾄ 茨　城 ﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ 茨　城

5 8 5383 石津　篤都(2) 鉾田南中 12.63 5 9 4310 谷　雅史(2) ビーイングジュニア 11.93

ﾋﾛｷ ﾘｸﾄ 茨　城 ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ 茨　城

6 3 5382 廣木　陸人(3) 鉾田南中 12.67 6 8 A2634 村松　凛汰朗(3) 佐野中 11.93

ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 茨　城 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 茨　城

7 2 257 須田　涼太(3) 赤塚中 13.13 7 2 4010 田村　亮真(2) 水戸アスリートクラブ 11.94

ｼﾏ ﾀﾂﾔ 茨　城 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 茨　城

1 370 島　達哉(3) 茨城中 DNS 8 1 4047 鈴木　航世(3) 水戸アスリートクラブ 12.47

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 茨　城 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 茨　城

9 4033 近藤　直輝(3) 水戸アスリートクラブ DNS 4 1935 宮本　大暉(3) 霞ヶ浦陸上クラブＪＨ DNS

3組 (風:+1.9) 4組 (風:+0.1)

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

ｻﾜﾊﾀ ｼｭﾝｽｹ 茨　城 ﾀｶﾑｸ ﾙｲﾄ 茨　城

1 4 A81 澤畑　俊佑(3) 水戸三中 12.75 1 4 4326 高椋　琉翔(1) ビーイングジュニア 13.49

ｱｽｶｶﾞﾜ ｼﾝｹﾞﾝ 茨　城 ﾋﾗｵｶ ﾕｳ 茨　城

2 6 5385 飛鳥川　信玄(3) 鉾田南中 12.96 2 3 4329 平岡　悠(1) ビーイングジュニア 13.52

ﾖｼﾀﾞ ﾗｲﾔ 茨　城 ﾏﾂｵ ｶｲﾗ 茨　城

3 1 292 吉田　蕾也(3) 見川中 12.96 3 2 4330 松尾　嘉衣煌(1) ビーイングジュニア 13.59

ｶｼﾜｻﾞｷ ｶﾝﾀ 茨　城 ﾆｼﾉ ﾕｳｷ 茨　城

4 2 369 柏崎　幹太(2) 茨城中 13.02 4 5 266 西野　優輝(2) 赤塚中 13.61

ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 茨　城 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾂ 茨　城

5 8 5377 髙山　弘太郎(3) 鉾田南中 13.13 5 6 4327 田中　啓允(1) ビーイングジュニア 13.64

ｲｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 茨　城 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨　城

6 9 4025 井川　友翔(1) 水戸アスリートクラブ 13.41 6 9 260 仲嶋　英之(2) 赤塚中 14.09

ｵｵｳﾁ ﾕｳﾄ 茨　城 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 茨　城

7 3 367 大内　祐登(2) 茨城中 13.63 7 7 5384 伊東　尊(2) 鉾田南中 14.16

ﾖｼｶﾜ ｺｳｾｲ 茨　城 ｹｲﾉ ﾗｲﾁ 茨　城

5 A112 吉川　晃生(2) 水戸四中 DNS 8 4312 慶野　雷千(2) ビーイングジュニア DNS

ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｷ 茨　城

7 2614 小泉　煌喜(2) 佐野中 DNS

5組 (風:+1.2) 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

ｷｳﾁ ﾕｳﾀ 茨　城 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 茨　城

1 6 246 木内　裕太(3) 赤塚中 13.17 1 A82 黒澤　諒介(3) 水戸三中 11.33 0.0

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ 茨　城 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶ 茨　城

2 7 A237 松田　遼(1) 勝田第一中 13.88 2 4148 澁谷　鷹(3) 友部中 11.49 0.0

ﾋｺｻｶ ﾊﾙﾄ 茨　城 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｶﾞ 茨　城

3 8 A428 彦坂　悠翔(1) 我流ＡＣ 13.88 3 4245 藤原　悠雅(3) 鹿嶋陸上クラブ 11.51 0.0

ﾋﾛｾ ﾅﾂｷ 茨　城 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 茨　城

4 9 4328 廣瀬　那樹(1) ビーイングジュニア 14.32 4 A294 西村　康太郎(3) 見川中 11.74 +0.5

ｽｶﾞﾏ ｺｳﾀ 茨　城 ｴﾊﾗ ｼｭﾝ 茨　城

5 4 A238 菅間　康太(1) 水海道西中 14.48 5 2639 江原　竣(3) 佐野中 11.79 +0.5

ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲﾋ 茨　城 ｶﾓｼﾀﾞ ﾐﾗｲ 茨　城

6 5 A236 石橋　麗飛(1) 石岡中 14.58 6 4046 鴨志田　未来(3) 水戸アスリートクラブ 11.92 0.0

ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 茨　城 ﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ 茨　城

7 3 4325 齋藤　啓太(1) ビーイングジュニア 14.96 7 4310 谷　雅史(2) ビーイングジュニア 11.93 0.0

ｺｷﾞ ﾋﾛｷ 茨　城 ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ 茨　城

8 2 022 小木　寛貴(2) 千波中 15.50 8 A2634 村松　凛汰朗(3) 佐野中 11.93 0.0

凡例  DNS:欠場



中学男子4X100mR
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 09:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 友部中 4158 永嶋　青空(2) ﾅｶﾞｼﾏ ｾﾗ 48.64
4150 佐久間　誠一(3) ｻｸﾏ ｾｲｲﾁ
4149 富田　智哉(3) ﾄﾐﾀ ﾄﾓﾔ
4157 杉山　悠一郎(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2 6 笠原中 B428 坂本　涼太(3) ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 49.53
B426 木村　能己(3) ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
B422 荻谷　納央(3) ｵｷﾞﾔ ﾅｵ
B427 坂場　響(3) ｻｶﾊﾞ ﾋﾋﾞｷ

3 4 鉾田南中 5377 髙山　弘太郎(3) ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 49.81
5382 廣木　陸人(3) ﾋﾛｷ ﾘｸﾄ
5385 飛鳥川　信玄(3) ｱｽｶｶﾞﾜ ｼﾝｹﾞﾝ
5383 石津　篤都(2) ｲｼﾂﾞ ｱﾂﾄ

4 3 赤塚中 248 立原　太喜(3) ﾀﾁﾊﾗ ﾀｲｷ 49.87
256 古德　大獅(3) ｺﾄｸ ﾀｲｼ
257 須田　涼太(3) ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
246 木内　裕太(3) ｷｳﾁ ﾕｳﾀ

5 7 ビーイングジュニア 4327 田中　啓允(1) ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾂ 50.35
4329 平岡　悠(1) ﾋﾗｵｶ ﾕｳ
4326 高椋　琉翔(1) ﾀｶﾑｸ ﾙｲﾄ
4310 谷　雅史(2) ﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ



中学女子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 (風:-2.1) 2組 (風:+1.3)

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

ﾊｸﾀ ﾏｲ 茨　城 ﾐﾔﾀ ﾐﾅﾐ 茨　城

1 4 A94 白田　舞(2) 水戸四中 13.77 1 7 3710 宮田　美波(1) 明光中 13.42

ｵｵﾊﾞ ｱｶﾘ 茨　城 ﾔｼﾏ ｱﾐ 茨　城

2 6 4019 大庭　あかり(1) 水戸アスリートクラブ 14.30 2 3 08 八島　愛美(3) 千波中 13.66

ﾀｷﾓﾄ ｶﾅ 茨　城 ﾋﾗﾉ ｺﾄ 茨　城

3 9 B437 瀧本　佳奈(3) 笠原中 14.39 3 6 4008 平野　心音(2) 水戸アスリートクラブ 13.84

ﾌﾙﾀ ﾂﾎﾞﾐ 茨　城 ﾅｶﾞｼﾏ ﾜｶﾅ 茨　城

4 2 A278 古田　蕾(3) 見川中 14.47 4 9 4043 長島　和香奈(2) 水戸アスリートクラブ 13.88

ﾋﾗｻﾜ ﾐｲ 茨　城 ｶﾜｻｷ ﾐﾕ 茨　城

5 8 B441 平澤　実依(3) 笠原中 14.48 5 4 B431 川崎　美裕(3) 笠原中 13.90

ﾀﾅｶ ｱｽﾐ 茨　城 ｻﾄｳ ﾕｳﾊ 茨　城

6 5 4011 田中　あすみ(3) 水戸アスリートクラブ 14.58 6 2 A273 佐藤　優羽(3) 見川中 14.06

ﾔﾅｲ ｱｲ 茨　城 ﾓﾛｶﾜ ﾏﾔ 茨　城

7 3 A7932 柳井　愛依(3) 総和中 14.62 7 5 4035 諸川　茉耶(3) 水戸アスリートクラブ 14.37

ｻｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 茨　城 ﾀﾅｶ ﾘｵﾅ 茨　城

8 1 5380 齋藤　羽月(3) 鉾田南中 14.65 1 A2611 田中　莉桜奈(2) 佐野中 DNS

ﾂｶﾀﾞ ﾕﾅ 茨　城 ﾀﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 茨　城

9 7 4150 塚田　優奈(3) 友部中 15.06 8 5381 田山　希海(3) 鉾田南中 DNS

3組 (風:+1.1) 4組 (風:-1.2)

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

ｾｷ ｱﾝﾅ 茨　城 ﾊﾔｼ ｵﾄﾜ 茨　城

1 7 4021 関　杏奈(3) 水戸アスリートクラブ 12.64 1 7 A275 林　乙和(3) 見川中 14.66

ﾅｶﾞｽ ｻﾗ 茨　城 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 茨　城

2 5 4004 長洲　さら(2) 水戸アスリートクラブ 12.70 2 3 254 齋藤　奈摘(3) 赤塚中 14.92

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｻｷ 茨　城 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｺﾛ 茨　城

3 4 B440 萩原　実咲(3) 笠原中 13.04 3 6 A276 長谷川　心(3) 見川中 15.13

ﾅﾊﾀ ﾓｶ 茨　城 ｵｵｶﾜ ﾐﾁﾙ 茨　城

4 8 4037 名畑　百花(3) 水戸アスリートクラブ 13.06 4 4 4253 大川　倫瑠(2) 鹿嶋陸上クラブ 15.19

ｴﾋﾞｻﾜ ｺﾉﾐ 茨　城 ﾍﾝﾐ ｼﾎ 茨　城

5 6 4027 海老沢　このみ(3) 水戸アスリートクラブ 13.14 5 9 5383 邊見　志歩(3) 鉾田南中 15.21

ｺｲｹ ｲﾁｺﾞ 茨　城 ｲﾏｲ ｶﾉﾝ 茨　城

6 1 97 小池　苺(2) 水戸四中 13.16 6 8 4034 今井　楓音(1) 水戸アスリートクラブ 15.21

ﾀﾅｶ ﾏｺ 茨　城 ｶﾈﾋﾗ ﾒｲｻ 茨　城

7 2 4304 田中　眞航(3) ビーイングジュニア 13.61 2 299 兼平　めいさ(3) 見川中 DNS

ｵﾇﾏ ﾕﾅ 茨　城 ｺﾐﾔ ｱﾔｶ 茨　城

8 9 4012 小沼　結愛(3) 水戸アスリートクラブ 13.67 5 369 小宮　彩楓(3) 茨城中 DNS

ﾅｶﾉ ﾘﾝ 茨　城

9 3 A277 中野　鈴(3) 見川中 13.88

5組 (風:+1.5) 6組 (風:-0.1)

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

ｴﾇﾏ ﾘｵﾝ 茨　城 ｺｸﾌﾞﾝ ﾕｳﾅ 茨　城

1 8 537 江沼　璃音(3) 我流ＡＣ 13.92 1 4 4308 国分　憂奈(1) ビーイングジュニア 14.91

ﾊｼﾓﾄ ｽﾐﾚ 茨　城 ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 茨　城

2 3 4531 橋本　純怜(6) チーム近藤 14.29 2 6 300 小島　萌百花(3) 見川中 15.23

ｼﾏﾀﾞ ﾏｷ 茨　城 ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾋ 茨　城

3 5 99 島田　真樹(2) 水戸四中 14.31 3 3 4314 寺田　旭陽(2) ビーイングジュニア 15.24

ｴﾉ ﾋﾅｺ 茨　城 ｶﾜﾉ ｻｵﾘ 茨　城

4 7 4030 江野　日奈子(3) 水戸アスリートクラブ 14.37 4 5 A271 河野　沙織(3) 見川中 15.42

ｼﾌﾞﾔ ﾐｵ 茨　城 ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾊ 茨　城

5 4 A239 澁谷　澪(1) 友部中 14.53 5 2 A7924 鈴木　毬巴(3) 古河ＡＣ 15.48

ｺﾏｶﾞﾀ ﾅｵ 茨　城 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾗ 茨　城

2 5387 駒形　菜緒(2) 鉾田南中 DNS 6 7 5382 長谷川　愛桜(3) 鉾田南中 15.56

ｵｿﾉ ﾏｲ 茨　城 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾅ 茨　城

6 5377 小園　茉依(3) 鉾田南中 DNS 7 9 264 山﨑　咲奈(2) 赤塚中 15.61

ｵｵﾊｼ ﾕｲｶ 茨　城 ｱｳﾁ ﾏｵ 茨　城

9 370 大橋　由佳(3) 茨城中 DNS 8 91 阿内　真生(2) 水戸四中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 (風:+0.1) 8組 (風:-2.6)

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

ｵｵｶﾜ ﾏﾎ 茨　城 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵ 茨　城

1 8 B429 大川　真歩(3) 笠原中 14.53 1 9 5390 滝澤　奈央(2) 鉾田南中 15.27

ｸﾙｽ ﾋﾅﾀ 茨　城 ﾊﾅﾜ ﾕｲ 茨　城

2 7 534 來栖　日向(1) 我流ＡＣ 15.36 2 3 5391 塙　優衣(2) 鉾田南中 16.22

ｲｹﾀﾞ ｿﾅ 茨　城 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾅ 茨　城

3 2 5376 池田　想夏(3) 鉾田南中 15.61 3 2 5392 山崎　羽菜(2) 鉾田南中 16.22

ﾓｷﾞ ｱﾔｶ 茨　城 ﾀｶｵｶ ﾊﾂﾞｷ 茨　城

4 3 5386 茂木　彩華(3) 鉾田南中 15.62 4 4 5388 髙岡　葉月(2) 鉾田南中 16.39

ｵﾇｷ ﾋﾅｺ 茨　城 ﾎｼﾅ ﾘﾝ 茨　城

5 9 5378 小貫　日菜子(3) 鉾田南中 15.81 5 5384 保科　凛(3) 鉾田南中 DNS

ｲﾏｲ ﾘﾝｶ 茨　城 ｲｶﾞﾜ ｻﾔｺ 茨　城

6 6 B426 今井　凛香(3) 笠原中 16.00 6 5385 井川　紗彩子(2) 鉾田南中 DNS

ｺｲｼｶﾜ ﾕｽﾞｷ 茨　城 ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾛ 茨　城

4 2637 小石川　夢姫(2) 佐野中 DNS 7 5379 片山　心(3) 鉾田南中 DNS

ｵﾉｾ ﾕﾅ 茨　城 ﾀｶﾀ ﾐﾕ 茨　城

5 4015 小野瀬　友菜(1) 水戸アスリートクラブ DNS 8 5389 高田　美結(2) 鉾田南中 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

ｾｷ ｱﾝﾅ 茨　城

1 4021 関　杏奈(3) 水戸アスリートクラブ 12.64 +1.1
ﾅｶﾞｽ ｻﾗ 茨　城

2 4004 長洲　さら(2) 水戸アスリートクラブ 12.70 +1.1
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｻｷ 茨　城

3 B440 萩原　実咲(3) 笠原中 13.04 +1.1
ﾅﾊﾀ ﾓｶ 茨　城

4 4037 名畑　百花(3) 水戸アスリートクラブ 13.06 +1.1
ｴﾋﾞｻﾜ ｺﾉﾐ 茨　城

5 4027 海老沢　このみ(3) 水戸アスリートクラブ 13.14 +1.1
ｺｲｹ ｲﾁｺﾞ 茨　城

6 97 小池　苺(2) 水戸四中 13.16 +1.1
ﾐﾔﾀ ﾐﾅﾐ 茨　城

7 3710 宮田　美波(1) 明光中 13.42 +1.3
ﾀﾅｶ ﾏｺ 茨　城

8 4304 田中　眞航(3) ビーイングジュニア 13.61 +1.1

凡例  DNS:欠場



中学女子4X100mR
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 見川中 A273 佐藤　優羽(3) ｻﾄｳ ﾕｳﾊ 54.91
A277 中野　鈴(3) ﾅｶﾉ ﾘﾝ
A276 長谷川　心(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｺｺﾛ
A278 古田　蕾(3) ﾌﾙﾀ ﾂﾎﾞﾐ

2 6 笠原中 B421 青澤　美和(3) ｱｵｻﾜ ﾐﾜ 56.34
430 松賀　環(2) ﾏﾂｶﾞ ﾀﾏｷ

B430 加藤　らら(3) ｶﾄｳ ﾗﾗ
B434 関　絵莉花(3) ｾｷ ｴﾘｶ

3 4 友部中 4161 髙屋　桃江(2) ﾀｶﾔ ﾓﾓｴ 56.39
4156 武田　麻央(2) ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ
4150 塚田　優奈(3) ﾂｶﾀﾞ ﾕﾅ
4152 田口　里菜(3) ﾀｸﾞﾁ ﾘﾅ

4 3 赤塚中 253 小林　みみ(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾐ 58.24
248 青木　日菜(3) ｱｵｷ ﾋﾅ
256 塩畑　美咲(3) ｼｵﾊﾀ ﾐｻｷ
254 齋藤　奈摘(3) ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ

5 5 鉾田南中 5383 邊見　志歩(3) ﾍﾝﾐ ｼﾎ 59.19
5386 茂木　彩華(3) ﾓｷﾞ ｱﾔｶ
5390 滝澤　奈央(2) ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵ
5382 長谷川　愛桜(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾗ

8 水戸四中 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子100m
審 判 長：志藤　俊三

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　10組

1組 (風:+2.2) 2組 (風:+2.3)

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

ｲｲﾉ ｺｳｼ 茨　城 ﾊｾｶﾞﾜ ｵｳｼﾞ 茨　城

1 3 1008 飯野　航至(2) 水戸一高 11.35 1 9 419 長谷川　鷹司(2) 茨城キリスト高 11.30

ｱｻﾉ ｺｳｷ 茨　城 ﾖｼﾀﾞ ｿｳ 茨　城

2 7 1553 浅野　公希(3) 水戸啓明高 11.41 2 5 1165 吉田　蒼(3) 水戸桜ノ牧高 11.33

ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 茨　城 ｻﾄｳ ﾚﾝ 茨　城

3 5 431 高橋　朝輝(1) 茨城キリスト高 11.42 3 4 425 佐藤　漣(1) 茨城キリスト高 11.50

ﾎｿｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 茨　城 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 茨　城

4 8 1041 細川　翼(3) 水戸一高 11.52 4 7 1814 関口　雄大(3) 水戸工業高 11.56

ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 茨　城 ｺｲﾇﾏ ﾋﾛｷ 茨　城

5 6 1552 中島　魁柊(3) 水戸啓明高 11.54 5 6 1825 鯉沼　寛己(3) 水戸工業高 11.93

ｵｵｳﾁ ｺｳｾｲ 茨　城 ﾏｴﾉ ﾀｲｶﾞ 茨　城

6 2 1231 大内　凰生(2) 水城高 11.56 2 6051 前野　大河 ＢＴＰ DNS

ﾐﾂﾊｼ ｿｳﾀ 茨　城 ﾊｼﾓﾄ ﾏｳ 茨　城

4 1815 三ツ橋　蒼太(3) 水戸工業高 DNS 3 439 橋本　真佑(3) 茨城キリスト高 DNS

ﾅｶﾞｸﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 茨　城 ﾏﾂｶﾞ ｿｳﾀﾛｳ 茨　城

9 1042 長倉　大珠(3) 水戸一高 DNS 8 420 松賀　壮多朗(2) 茨城キリスト高 DNS

3組 (風:+2.6) 4組 (風:+3.1)

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

ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 茨　城 ｲｻｶ ｼｮｳｺﾞ 茨　城

1 5 A240 鈴木　唯史 古河ＡＣ 11.12 1 2 416 井坂　翔悟(2) 茨城キリスト高 11.32

ﾂﾁｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 茨　城 ｶﾏﾀ ﾊﾙﾄ 茨　城

2 7 5053 土川　寛崇 茨城陸協 11.14 2 4 1174 鎌田　遥都(3) 水戸桜ノ牧高 11.47

ﾅﾓｾ ｱｵｲ 茨　城 ｵｵﾀｹ ﾘｸﾄ 茨　城

3 9 418 南百瀬　葵(2) 茨城キリスト高 11.15 3 8 1385 大竹　陸斗(3) 茨城高 11.65

ﾅﾙｾ ﾏｷﾄ 茨　城 ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ 茨　城

4 3 1173 成瀬　槙人(3) 水戸桜ノ牧高 11.29 4 7 1167 齋藤　康生(3) 水戸桜ノ牧高 11.79

ｱﾗｲﾄ ﾓﾔｽ 茨　城 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳ 茨　城

5 4 1812 新井　寛康(3) 水戸工業高 11.29 5 9 429 吉村　優(1) 茨城キリスト高 11.94

ﾃﾙﾔﾏ ﾊﾙﾄ 茨　城 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 茨　城

6 8 1819 照山　大翔(3) 水戸工業高 11.43 6 3 426 中野　佑亮(1) 茨城キリスト高 11.94

ｲﾁﾑﾗ ｿﾗ 茨　城 ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾄ 茨　城

7 2 1824 市村　空(3) 水戸工業高 11.45 7 5 1554 川島　拓斗(2) 水戸啓明高 17.98

ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 茨　城 ﾋﾛｷ ﾋﾄｼ 茨　城

6 3434 金森　和貴 ツクバツインピークス DNS 6 1171 廣木　仁(3) 水戸桜ノ牧高 DNS

5組 (風:+1.8) 6組 (風:+2.4)

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

ｲﾏﾑﾗ ｺｳｷ 茨　城 ﾓﾛｶﾜ ﾊﾙｷ 茨　城

1 5 1230 今村　興輝(2) 水城高 11.65 1 4 1140 諸川　遥稀(2) 水戸商業高 11.81

ﾅｶﾞｵｶ ﾀｲｷ 茨　城 ｶﾀｵｶ ｼｮｳｺﾞ 茨　城

2 6 1001 永岡　泰樹(2) 水戸一高 11.81 2 8 1361 片岡　星冴(3) 常磐大高 11.94

ｵｵﾐﾔ ｿｳﾀ 茨　城 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾄ 茨　城

3 4 1364 大宮　颯太(3) 常磐大高 11.98 3 9 1787 栗原　温人(1) 水戸工業高 12.78

ﾉｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 茨　城 ｶﾈｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 茨　城

4 3 1360 野澤　大輝(3) 常磐大高 12.28 3 1176 兼川　凜太郎(3) 水戸桜ノ牧高 DNS

ｸﾞﾝﾁ ｱｷﾄ 茨　城 ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 茨　城

5 8 1245 軍地　瑛斗(2) 水城高 12.36 5 1003 伊藤　悠大(2) 水戸一高 DNS

ｲﾁｹﾞ ﾕｳﾄ 茨　城 ｲﾜﾅﾐ ﾀｲｾｲ 茨　城

7 424 市毛　悠歳(1) 茨城キリスト高 DNS 6 1009 岩波　大生(2) 水戸一高 DNS

ﾀﾑﾗ ｹｲﾀ 茨　城 ﾄﾁﾓﾄ ｹﾝﾄ 茨　城

9 1383 田村　慶太(2) 茨城高 DNS 7 1182 栃本　賢將(2) 水戸桜ノ牧高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正ｽﾀｰﾄ



高校一般男子100m
審 判 長：志藤　俊三

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　10組

7組 (風:+0.8) 8組 (風:+1.0)

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

ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳｶﾞ 茨　城 ﾅｶﾈ ｼｮｳ 茨　城

1 6 1241 犬塚　侑我(3) 水城高 11.75 1 9 1363 中根　緒佑(3) 常磐大高 12.04

ﾊﾏﾉ ﾕｳｽｹ 茨　城 ﾅｶﾆｼ ｷｲﾁ 茨　城

2 9 1232 濱野　祐輔(3) 水城高 11.82 2 7 1816 中西　葵一(3) 水戸工業高 12.08

ﾐﾅｶﾜ ﾘｭｳｷ 茨　城 ｲﾜﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨　城

3 8 1766 皆川　琉葵(2) 水戸工業高 11.90 3 4 1355 岩田　将太郎(3) 常磐大高 12.14

ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 茨　城 ｱﾏｶﾞｲ ｿｳﾀ 茨　城

4 3 1769 宮田　航利(2) 水戸工業高 11.93 4 5 1178 雨谷　楓大(2) 水戸桜ノ牧高 12.49

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 茨　城 ﾄｵﾆｼ ﾊﾙﾄ 茨　城

5 4 1785 小林　漣(1) 水戸工業高 12.38 5 8 1246 遠西　陽斗(2) 水城高 12.60

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 茨　城 ﾖｺｽｶ ｼｭｳ 茨　城

6 7 3104 清水　拓磨 ひたちなか市陸協 12.57 6 3 1166 横須賀　秀(3) 水戸桜ノ牧高 12.68

ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 茨　城 ｳｴﾀﾞ ﾜﾀﾙ 茨　城

7 5 1794 伊藤　優斗(1) 水戸工業高 13.33 6 3805 上田　航 阿見ＡＣ DNS

9組 (風:-0.4) 10組 (風:+0.9)

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

ｻﾙﾀ ﾔｽﾉﾘ 茨　城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 茨　城

1 5 1247 猿田　恭智(2) 水城高 11.81 1 4 1770 渡辺　智貴(2) 水戸工業高 12.59

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾘｮｳ 茨　城 ｵｵｻﾜ ﾉﾌﾞｷ 茨　城

2 3 1249 柳田　亮(2) 水城高 12.45 2 8 1786 大澤　伸宰(1) 水戸工業高 12.74

ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 茨　城 ｵｵﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 茨　城

3 7 1244 松浦　侑汰(3) 水城高 12.47 3 3 1142 大畠　稜介(2) 水戸商業高 13.06

ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 茨　城 ﾔｼﾏ ｼﾝﾔ 茨　城

4 9 1006 中島　一哉(2) 水戸一高 12.50 4 9 4039 八島　進也 水戸アスリートクラブ 13.15

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 茨　城 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ 茨　城

5 4 1823 中村　晃輔(3) 水戸工業高 12.51 5 6 1790 佐々木　健二(1) 水戸工業高 13.17

ｲﾜﾏ ﾋﾛﾄ 茨　城 ﾌｶﾔ ｿｳﾏ 茨　城

6 8 1559 岩間　寛人(1) 水戸啓明高 13.05 6 5 1789 深谷　爽磨(1) 水戸工業高 13.22

ﾈｵ ﾘｭｳﾉｽｹ 茨　城 ｸｼﾀﾞ ｵｳｷ 茨　城

6 1248 根尾　龍之介(2) 水城高 DQ,FS 7 1242 櫛田　旺来(3) 水城高 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

ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 茨　城

1 A240 鈴木　唯史 古河ＡＣ 11.12 +2.6
ﾂﾁｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 茨　城

2 5053 土川　寛崇 茨城陸協 11.14 +2.6
ﾅﾓｾ ｱｵｲ 茨　城

3 418 南百瀬　葵(2) 茨城キリスト高 11.15 +2.6
ﾅﾙｾ ﾏｷﾄ 茨　城

4 1173 成瀬　槙人(3) 水戸桜ノ牧高 11.29 +2.6
ｱﾗｲﾄ ﾓﾔｽ 茨　城

5 1812 新井　寛康(3) 水戸工業高 11.29 +2.6
ﾊｾｶﾞﾜ ｵｳｼﾞ 茨　城

6 419 長谷川　鷹司(2) 茨城キリスト高 11.30 +2.3
ｲｻｶ ｼｮｳｺﾞ 茨　城

7 416 井坂　翔悟(2) 茨城キリスト高 11.32 +3.1
ﾖｼﾀﾞ ｿｳ 茨　城

8 1165 吉田　蒼(3) 水戸桜ノ牧高 11.33 +2.3

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正ｽﾀｰﾄ



高校一般女子100m
審 判 長：志藤　俊三

記録主任：田代　寛

5月5日 09:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+1.4) 2組 (風:+1.8)

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

ﾂｶﾀﾞ ﾐｲﾅ 茨　城 ｳｴﾀ ﾏﾅﾐ 茨　城

1 7 392 塚田　瑞夏(3) 茨城キリスト高 13.22 1 5 388 上田　愛実(3) 茨城キリスト高 12.41

ｸﾛｻﾜ ﾘﾝ 茨　城 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾋｲﾛ 茨　城

2 5 390 黒澤　凜(3) 茨城キリスト高 13.26 2 7 1555 小松崎　妃紅(1) 水戸啓明高 12.43

ﾐﾁｸﾞﾁ ｻｷ 茨　城 ｱｲﾀﾞ ﾙﾅ 茨　城

3 9 1358 道口　紗妃(3) 常磐大高 13.61 3 3 396 會田　瑠夏(2) 茨城キリスト高 12.74

ﾀｶﾉｸﾗ ｱﾐ 茨　城 ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾎ 茨　城

4 3 1241 高野倉　愛弓(2) 水城高 13.77 4 6 573 飯島　真帆 シードソレイユ取手 13.00

ｶﾜﾑﾗ ｸﾚｱ 茨　城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ 茨　城

5 4 1557 川村　紅愛(1) 水戸啓明高 14.36 5 2 1556 渡辺　華帆(1) 水戸啓明高 13.15

ﾜﾀﾏﾍﾞ ﾏﾉｱ 茨　城 ﾔﾍﾞ ﾐｳ 茨　城

6 8 1558 渡邉　広(1) 水戸啓明高 14.75 6 8 1398 矢部　美翔(3) 茨城高 13.17

ﾊﾗ ﾅﾐｶ 茨　城 ﾊﾅﾜ ﾏﾅ 茨　城

7 2 1853 原　南海花(1) 水戸工業高 16.03 7 4 400 塙　麻菜(2) 茨城キリスト高 13.29

ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾘ 茨　城 ｵｲｶﾜ ｺｺﾛ 茨　城

6 1373 藤田　樹莉(2) 茨城高 DNS 9 398 及川　心暖(2) 茨城キリスト高 DNS

3組 (風:+2.4) 4組 (風:-0.4)

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

ｺｸﾞﾁ ｻﾂｷ 茨　城 ｻｼﾞ ﾐﾕｳ 茨　城

1 6 1166 虎口　沙月(3) 水戸桜ノ牧高 13.75 1 5 1174 佐治　海悠(2) 水戸桜ノ牧高 14.03

ｸﾛｻﾜ ｶﾅ 茨　城 ｵｵﾂｷ ﾁﾊﾙ 茨　城

2 3 1126 黒澤　香奈(3) 水戸商業高 13.76 2 8 1175 大槻　千遥(2) 水戸桜ノ牧高 14.19

ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 茨　城 ｷｸﾁ ｺｺﾅ 茨　城

3 7 1176 野口　彩華(2) 水戸桜ノ牧高 13.81 3 9 1137 菊池　恋々菜(2) 水戸商業高 14.30

ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾉﾘ 茨　城 ﾓﾘ ﾕｽﾞｷ 茨　城

4 4 1397 松田　みのり(3) 茨城高 13.83 4 7 4048 森　柚葵(1) 水戸アスリートクラブ 14.52

ｱｶｽ ﾅﾂﾐ 茨　城 ｵﾉ ｶﾅ 茨　城

5 9 1131 赤須　なつみ(2) 水戸商業高 13.98 5 3 1132 小野　花奈(2) 水戸商業高 14.58

ｲﾁｹﾞ ﾕｱ 茨　城 ﾐﾔﾀ ﾕﾗ 茨　城

6 2 1139 市毛　結愛(1) 水戸商業高 14.13 6 6 1240 宮田　侑來(2) 水城高 14.82

ｻﾄｳ ﾕﾗ 茨　城 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 茨　城

5 1125 佐藤　優良(3) 水戸商業高 DNS 7 4 1376 塩澤　優杏(1) 茨城高 15.19

ｲﾄｳ ﾏｵ 茨　城

8 2641 伊藤　真愛(2) 取手聖徳女子高 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

ｳｴﾀ ﾏﾅﾐ 茨　城

1 388 上田　愛実(3) 茨城キリスト高 12.41 +1.8
ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾋｲﾛ 茨　城

2 1555 小松崎　妃紅(1) 水戸啓明高 12.43 +1.8
ｱｲﾀﾞ ﾙﾅ 茨　城

3 396 會田　瑠夏(2) 茨城キリスト高 12.74 +1.8
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾎ 茨　城

4 573 飯島　真帆 シードソレイユ取手 13.00 +1.8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ 茨　城

5 1556 渡辺　華帆(1) 水戸啓明高 13.15 +1.8
ﾔﾍﾞ ﾐｳ 茨　城

6 1398 矢部　美翔(3) 茨城高 13.17 +1.8
ﾂｶﾀﾞ ﾐｲﾅ 茨　城

7 392 塚田　瑞夏(3) 茨城キリスト高 13.22 +1.4
ｸﾛｻﾜ ﾘﾝ 茨　城

8 390 黒澤　凜(3) 茨城キリスト高 13.26 +1.4

凡例  DNS:欠場


