
令和元年度　第59回茨城県中学校新人体育大会陸上競技

笠松運動公園陸上競技場 【081010】

2019/10/25 ～ 2019/10/26
日付 種目

會田　聖也 12.09 堀川　怜音 12.31 森山　巧乙 12.43 小室歩久斗 12.44 丸山　夢翔 12.46 大賀　直希 12.51 藤原　望晃 12.72 関　　将徳 12.87

茨　城・大穂 茨　城・春日学園 茨　城・土浦三 茨　城・霞ヶ浦 茨　城・千代川 茨　城・水戸四 茨　城・勝田一 茨　城・佐野

久保田真陸 11.94 佐藤　楓斗 11.97 松賀壮多朗 12.02 浅野　翔大 12.06 橋野　　遼 12.29 矢口　蓮人 12.29 大内　遙人 12.31 小林　光太 12.32

茨　城・牛久一 茨　城・土浦二 茨　城・笠原 茨　城・学園の森 茨　城・春日学園 茨　城・並木 茨　城・勝田三 茨　城・豊浦

佐々木悠士 23.73 南百瀬　葵 24.54 中村　太希 24.73 関口　康誠 24.79 橋本　佳樹 24.93 安部　結蘭 25.16 稲野辺　海 25.35 竹村　陸空 25.54

茨　城・守谷 茨　城・佐野 茨　城・勝田二 茨　城・下館 茨　城・玉里 茨　城・並木 茨　城・谷田部東 茨　城・三和

長洲勘太郎 54.73 風見　晄聖 55.00 鈴木　廉也 55.59 近藤裕一朗 56.00 田畑　慶介 56.32 川島　拓斗 56.49 乾　　健斗 57.20 鈴木　一真 58.62

茨　城・明光 茨　城・三和 茨　城・友部 茨　城・並木 茨　城・総和 茨　城・水戸四 茨　城・見川 茨　城・東海南

小柴裕士郎 2:06.33 田邉　裕也 2:08.15 平野　音郁 2:09.32 實川　颯人 2:10.02 渡邉　遊羽 2:13.61 金澤　　逞 2:14.06 荻野　桂輔 2:14.17 齋藤　　晴 2:17.24

茨　城・園部 茨　城・結城 茨　城・東 茨　城・波崎三 茨　城・竹来 茨　城・十王 茨　城・三和 茨　城・城ノ内

西谷　羚志 4:19.93 照屋ジャイル 4:20.07 長島　愛徒 4:20.27 細田　一哲 4:21.18 浅野　結太 4:21.61 軽部　慶太 4:23.23 本宮　慶尚 4:28.04 益子　峻輔 4:28.59

茨　城・美野里 茨　城・千代川 茨　城・波崎一 茨　城・東 茨　城・大野 茨　城・下妻 茨　城・水戸英宏 茨　城・磯原

武藤　稜河 9:25.47 柴崎　竜治 9:28.24 加藤　滉隆 9:30.23 髙橋　空也 9:38.91 舟生　充希 9:44.21 大八木祐貴 9:46.84 平　　勇馬 9:48.15 木村　虹太 9:51.72

茨　城・瑞竜 茨　城・千代川 茨　城・太田 茨　城・友部 茨　城・松岡 茨　城・竹園東 茨　城・美野里 茨　城・下妻東部

須田　匠要 15.35 吉田　智哉 15.56 倉持　泰知 15.57 金子　朋裕 15.58 敦賀　大斗 15.75 津田　誠宗 15.84 安田　莉久 16.02 海老名瑛生 16.07

茨　城・秀峰筑波 茨　城・土浦四 茨　城・坂東東 茨　城・古河二 茨　城・結城 茨　城・茨大附属 茨　城・土浦四 茨　城・古河二

吉田　　想 16.66 古山　大暉 16.77 菅谷　我久 16.82 関　　倖汰 16.98 斉藤　　快 17.31 皆川　琉葵 17.55 山中　遥人 17.63 飯田　裕磨 18.06

茨　城・牛久一 茨　城・城ノ内 茨　城・境二 茨　城・下館西 茨　城・三和 茨　城・友部 茨　城・滑川 茨　城・古河二

牛久一 45.89 土浦二 46.42 笠原 46.71 秀峰筑波 47.14 春日学園 47.24 豊浦 47.31 谷田部東 47.43 金砂郷 47.44

椎名　啓多 小森　優慧 永作　龍飛 須田　匠要 星　　泰冴 大田　歩武 前野　玲央 小室珈夏斗

吉田　　想 佐藤　楓斗 依田　啓利 池嶋　修平 堀川　怜音 森谷　　心 平沼　京樹 塙　　太我　　

松本　陵磨 川俣　大和 和田　　橙 小澤　　龍 土原　颯真 小林　光太 矢口　隆斗 井坂　翔悟

久保田真陸 瀧本夢姫斗 松賀壮多朗 大関　健斗 橋野　　遼 小室　航太 稲野辺　海 會澤　陸斗

吉田光太郎 1m74 小池　歩夢 1m71 唐澤　雅和 1m65 相川　陽向 1m60 山口　羅羽 1m60 岡　　滉大 1m55 萩谷　勇斗 1m55

茨　城・笠原 茨　城・水戸三 茨　城・土浦三 茨　城・岩間 茨　城・玉里 茨　城・滑川 茨　城・結城

木暮　栞汰 1m55

茨　城・水戸五

大関　柊士 3m60 岩沢　拓真 3m50 島田　真裕 3m40 志賀　　響 3m00 新間　翔太 3m00 皆川　旺佑 2m70 吉田　達也 2m60 平沼　直也 2m50

茨　城・総和南 茨　城・豊里 茨　城・総和南 茨　城・総和南 茨　城・総和南 茨　城・総和南 茨　城・古河中等 茨　城・土浦二

瀧本夢姫斗 5m96(+0.2) 池嶋　修平 5m83(+2.0) 依田　啓利 5m77(+1.3) 塙　　太我 5m69(+1.3) 木村　敬太 5m67(+0.8) 塚本　陸斗 5m63(+1.9) 小野勝太朗 5m62(+0.9) 稲川　陽己 5m56(+0.3)

茨　城・土浦二 茨　城・秀峰筑波 茨　城・笠原 茨　城・金砂郷 茨　城・猿島 茨　城・茎崎 茨　城・松岡 茨　城・石下

廣川　拓弥 10m89 秋田　悠樹 10m01 鈴木　煌大 9m87 黒川　拓真 9m71 大山　　峻 9m65 薗部　宏大 9m25 稲垣　　葉 9m04 渡部　翔太 8m99

茨　城・古河二 茨　城・土浦二 茨　城・霞ヶ浦 茨　城・石下 茨　城・岩瀬西 茨　城・笠原 茨　城・大久保 茨　城・総和

竹村　光晴 2131点 德守　央駕 2032点 飯島　　晏 1817点 寺島　凛空 1771点 皆川　拓巳 1712点 前田翔太郎 1689点 金澤　　匠 1620点 飯田　陽向 1595点

茨　城・土浦四 茨　城・結城 茨　城・谷田部 茨　城・石岡 茨　城・土浦五 茨　城・常澄 茨　城・水戸五 茨　城・結城

対抗得点 男子 土浦二 30点 笠原 29点 総和南 26点 牛久一 24点 結城 20.5点 秀峰筑波 20点 千代川 18点 土浦四 17点

4位 5位 6位 7位

決勝成績一覧表

8位

10月26日
中学1年男子100m 

風：-2.8

10月26日
中学2年男子100m 

風：-2.1

10月26日
中学共通男子200m 

風：-2.4

1位 2位 3位

10月26日 中学共通男子400m

10月26日 中学共通男子800m

10月26日 中学共通男子1500m

10月26日 中学共通男子4X100mR

10月26日 中学共通男子走高跳

10月26日 中学共通男子3000m

10月26日
中学1年男子100mH(0.838m) 

風：-1.0

10月26日
中学2年男子110mH(0.914m) 

風：-0.6

10月26日 中学共通男子棒高跳

10月26日 中学共通男子走幅跳

10月26日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

16.47(+2.6)

9m56-1m74-59.97

10月25
日 

～26日
男子四種競技(男子)

16.79(+3.6)

9m82-1m59-58.84

16.81(+3.6)

8m33-1m53-1:01.12

19.48(+2.6)

10m82-1m35-55.93

18.51(+3.6)

8m46-1m50-58.86

19.18(+2.6)

8m17-1m56-58.60

18.04(+3.6)

8m09-1m40-1:00.07

18.27(+2.6)

7m43-1m40-59.06



令和元年度　第59回茨城県中学校新人体育大会陸上競技

笠松運動公園陸上競技場 【081010】

2019/10/25 ～ 2019/10/26
日付 種目 4位 5位 6位 7位

決勝成績一覧表

8位1位 2位 3位

宮地　綾乃 13.28 五十嵐優香 13.63 小松崎妃紅 13.64 鈴木　ハナ 13.79 野口　陽向 13.84 西尾　美来 13.87 土橋　和奏 13.90 仁衡　理音 14.04

茨　城・笠原 茨　城・東海 茨　城・鉾田南 茨　城・下館南 茨　城・城ノ内 茨　城・美野里 茨　城・並木 茨　城・那珂三

宇佐美乃彩 13.33 藤田　樹里 13.71 米桝さくら 13.73 宮本あかり 13.76 坂本　梨緒 13.98 小松﨑理子 14.03 金子　眞歩 14.13 大谷　紀花 14.20

茨　城・笠原 茨　城・茨大附属 茨　城・下根 茨　城・土浦一 茨　城・東 茨　城・下根 茨　城・猿島 茨　城・水戸三

會田　瑠夏 27.17 岩淵　　涼 27.99 横瀬　光咲 28.01 須藤　颯香 28.22 兜森　友希 28.30 牧野　朱莉 28.72 塙　　麻菜 28.76 神原あさひ 29.10

茨　城・水戸三 茨　城・谷田部東 茨　城・守谷 茨　城・土浦二 茨　城・多賀 茨　城・土浦一 茨　城・見川 茨　城・東海南

嶋田　菜那 2:25.19 鈴木　凜皇 2:25.23 川﨑　聖奈 2:26.04 高村　稜花 2:27.05 伊藤　　愛 2:28.33 齋藤ひばり 2:29.23 狩浦菜々実 2:30.42 廣瀨　優月 2:30.55

茨　城・中郷 茨　城・中郷 茨　城・八千代一 茨　城・山方 茨　城・美野里 茨　城・岩間 茨　城・神栖二 茨　城・大和

山形　一華 4:52.07 舛井　遥南 4:58.11 星野　麗桜 4:59.96 塙　　紅碧 5:04.16 島田　　杏 5:04.58 星川　月菜 5:05.65 神奈川心菜 5:05.96 大越　優衣 5:06.03

茨　城・磯原 茨　城・東海南 茨　城・下館南 茨　城・台原 茨　城・美野里 茨　城・中郷 茨　城・下館南 茨　城・美野里

黒川　莉那 16.03 稲葉　るか 16.20 横山　結奈 16.22 落合　晴凪 16.58 島田　結花 16.60 福島　花楓 16.62 高野倉愛弓 16.66

茨　城・三和 茨　城・結城 茨　城・下根 茨　城・境一 茨　城・十王 茨　城・阿見 茨　城・水戸四

谷田部東 53.02 笠原 53.34 下根 53.38 東海 53.51 土浦一 53.56 城ノ内 53.57 並木 53.99 結城 54.05

海老坪杏那 飛田　　翠 平井　未来 物井　姫愛 染谷菜々美 中村　　渚 大山　乃愛 宮本　茉奈

渡邉日花里 中澤　早紀 小松﨑理子 五十嵐優香 飯竹　　彩 野口　陽向 石塚　友菜 和泉田彩乃

稲場　　菫 宮地　綾乃 米桝さくら 髙野　　綾 宮本あかり 佐藤なつほ 増井　智咲 稲葉　るか

岩淵　　涼 宇佐美乃彩 横山　結奈 川﨑　小夏 牧野　朱莉 村山　莉奈 土橋　和奏 神永　日向

谷口愛弥子 1m57 方波見朱姫 1m40 中山　瑠雫 1m40 高松　亜美 1m35 石川　智美 1m35 根本　莉央 1m35

茨　城・みどりの学園 茨　城・東 茨　城・千代川 茨　城・高萩 茨　城・十王 茨　城・金砂郷

増子　想菜 1m40 稲箸　柑南 1m35

茨　城・佐野 茨　城・江戸崎

岡部　青空 5m13(+1.3) 廣田　留唯 5m00(+0.5) 佐藤　玲菜 4m99(+0.6) 石貝あおい 4m89(+3.0) 加藤　結奈 4m86(+1.1) 飯塚　光希 4m81(+0.9) 中澤　早紀 4m70(+1.4) 石橋　侑奈 4m64(+2.1)

茨　城・古河中等 茨　城・江戸崎 茨　城・大久保 茨　城・滑川 公認4m84(+1.0) 茨　城・久慈 茨　城・下妻 茨　城・笠原 茨　城・平磯 公認4m62(+1.5)

海老澤博香 11m71 プラテスユミ 11m00 大岡　紗子 10m67 中山　星来 10m17 大関　彩香 9m71 塚原　楓奈 9m65 櫻井　千啓 9m63 佐藤　珠莉 9m18

茨　城・石岡 茨　城・古河二 茨　城・水戸五 茨　城・竹来 茨　城・桜・桜川 茨　城・古河二 茨　城・桜・桜川 茨　城・中郷

荒井ひめ乃 2224点 小林　美憂 2217点 廣瀬　寧々 2118点 永藤　愛結 2034点 秋庭　綺音 1927点 西　　珠希 1884点 髙橋　芽生 1858点 梶川　　絢 1851点

茨　城・土浦四 茨　城・土浦四 茨　城・古河中等 茨　城・結城 茨　城・古河二 茨　城・大久保 茨　城・古河二 茨　城・土浦三

対抗得点 女子 笠原 25点 下根 21点 中郷 19点 古河二 16点 谷田部東/土浦四 15点 古河中等 14点 結城 13点

塚本　菜月 2m10

茨　城・内原

10月26日
中学1年女子100m 

風：-0.9

10月26日
中学2年女子100m 

風：-3.4

10月26日
中学共通女子200m 

風：-1.2

10月26日 中学共通女子4X100mR

10月25日 中学共通女子走高跳

10月26日 中学共通女子800m

10月26日 中学共通女子1500m

10月26日
中学共通女子
100mH(0.762m) 

風：-1.7

10月26日 中学共通女子棒高跳OP

10月26日 中学共通女子走幅跳

10月25日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

16.45(+6.6)

1m41-10m82-30.35(-0.7)

10月25
日 

～26日
女子四種競技(女子)

16.10(+6.3)

1m41-9m03-29.38(-0.7)

17.88(+6.6)

1m50-9m21-29.50(-0.7)

15.72(+6.3)

1m38-5m44-28.95(-0.7)

16.52(+6.3)

1m20-7m42-28.38(-0.7)

17.34(+6.3)

1m41-6m54-29.80(-0.7)

17.79(+6.6)

1m30-7m79-29.01(-0.7)

17.16(+6.3)

1m20-8m53-29.38(-0.7)



中学1年男子100m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 11:45 予　選

10月26日 13:00 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:+1.8) 2組 (風:+5.2)

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

ｱｲﾀ ｾｲﾔ 茨　城 ﾎﾘｶﾜ ﾚｵ 茨　城

1 4 7297 會田　聖也 大穂 11.80 q 1 4 8777 堀川　怜音 春日学園 12.00
ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾒﾄ 茨　城 ｵｵｶﾞ ﾅｵｷ 茨　城

2 3 7741 丸山　夢翔 千代川 12.19 q 2 8 119 大賀　直希 水戸四 12.11
ｺｳﾉ ﾋﾛｷ 茨　城 ｾｷ ﾏｻﾉﾘ 茨　城

3 5 694 河野　弘暉 久慈 12.66 3 3 2635 関　　将徳 佐野 12.20
ﾋｻﾉ ﾘｸﾄ 茨　城 ｵｵﾀ ｱﾕﾑ 茨　城

4 2 4073 久野　陸人 常澄 12.77 4 5 756 大田　歩武 豊浦 12.20
ﾐﾙﾏﾁ ﾋﾛｷ 茨　城 ｶﾜﾏﾀ ﾔﾏﾄ 茨　城

5 7 3691 美留町宏輝 明光 12.94 5 6 1 川俣　大和 土浦二 12.31
ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾏ 茨　城 ｻｶﾓﾄ ﾕｽﾞﾙ 茨　城

6 8 4562 大森　優真 大宮 12.97 6 9 6517 坂本　　譲 竹来 12.84
ﾏｼｺ ｷｮｳｽｹ 茨　城 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 茨　城

7 6 28 益子　恭佑 土浦三 13.14 7 7 302 髙橋　大地 双葉台 13.60
ﾓﾝﾏ ﾘｮｳﾍｲ 茨　城 ｴｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 茨　城

8 9 252 門間　涼平 古河二 13.15 2 3551 江口駿太郎 岩井 DNS

3組 (風:+5.0) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｸﾄ 茨　城 ｺﾑﾛ ﾌｸﾄ 茨　城

1 8 25 森山　巧乙 土浦三 12.04 q 1 5 6660 小室歩久斗 霞ヶ浦 12.12 q
ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 茨　城 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 茨　城

2 2 8855 木村　亮介 学園の森 12.53 2 8 2548 藤原　望晃 勝田一 12.18 q
ｷﾑﾗ ｱﾗﾀ 茨　城 ﾌｸﾁ ﾀｸﾄ 茨　城

3 7 6568 木村　　新 下根 12.66 3 3 6514 福地　拓人 竹来 12.41
ｵｶﾉ ﾘｸ 茨　城 ｻﾄｳ ﾚﾝ 茨　城

4 9 63 岡野　利琥 土浦四 12.66 4 6 279 佐藤　　漣 見川 12.46
ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 茨　城 ｶﾄﾞﾔ ｲｯｾｲ 茨　城

5 6 3001 髙橋　琉碧 北・常北 12.77 5 9 8041 角谷　一成 猿島 12.54
ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 茨　城 ﾂｶｺｼ ｴｲｽｹ 茨　城

6 3 4301 富田　尚弥 友部二 12.78 6 4 2086 塚越　瑛祐 下妻 12.57
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾎ 茨　城 ｱｵｼﾏ ﾘｸﾄ 茨　城

7 5 3846 髙橋　由歩 美野里 12.87 7 7 8413 青島　陸翔 御所ヶ丘 12.82
ﾏﾔ ｱﾚｯｸｽ 茨　城 ｳｴﾉ ﾄﾓﾔ 茨　城

4 7083 マヤアレックス 谷田部 DNS 8 2 149 上野　智也 水戸五 12.97

5組 (風:+1.9) 6組 (風:+0.3)

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

ﾀｷﾀ ﾕｳﾄ 茨　城 ｲｿ ﾚｵﾝ 茨　城

1 6 531 滝田　優人 下館北 12.30 1 3 501 磯　　怜恩 下館南 12.51
ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ﾘｮｳ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ 茨　城

2 4 8301 入内島　諒 並木中等 12.31 2 7 2641 小林　光希 大島 12.55
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 茨　城 茨　城

3 7 3721 小林　将人 青葉 12.55 3 8 8522 山本　　廉 けやき台 12.63
ﾌﾙﾔ ﾑｻｼ 茨　城 ﾓﾘ ﾘｭｳｶﾞ 茨　城

4 8 3548 古矢　武蔵 岩井 12.64 4 5 2103 森　　龍雅 下妻東部 12.96
ﾌﾅﾀﾞ ｼｮｳ 茨　城 茨　城

5 5 5863 船田　　翔 日立一附属 12.68 5 2 6337 稲葉優希人 茎崎 13.03
ﾂﾁﾀﾞ  ｼｮｳﾀ 茨　城 ｲｼｶﾜ ｷｲﾁ 茨　城

6 2 7441 土田　翔太 明野 12.68 6 4 24 石川　喜一 千波 13.13
ﾇｶｶﾞ ｹｲ 茨　城 ｵﾁｱｲ ｱｻﾋ 茨　城

7 3 994 額賀　　啓 土浦二 12.80 7 6 3992 落合　朝陽 大洗一 13.40

凡例  DNS:欠場



中学1年男子100m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 11:45 予　選

10月26日 13:00 決　勝

決　勝　

(風:-2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｲﾀ ｾｲﾔ 茨　城

1 6 7297 會田　聖也 大穂 12.09
ﾎﾘｶﾜ ﾚｵ 茨　城

2 4 8777 堀川　怜音 春日学園 12.31
ﾓﾘﾔﾏ ﾀｸﾄ 茨　城

3 7 25 森山　巧乙 土浦三 12.43
ｺﾑﾛ ﾌｸﾄ 茨　城

4 8 6660 小室歩久斗 霞ヶ浦 12.44
ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾒﾄ 茨　城

5 3 7741 丸山　夢翔 千代川 12.46
ｵｵｶﾞ ﾅｵｷ 茨　城

6 5 119 大賀　直希 水戸四 12.51
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 茨　城

7 9 2548 藤原　望晃 勝田一 12.72
ｾｷ ﾏｻﾉﾘ 茨　城

8 2 2635 関　　将徳 佐野 12.87

凡例  DNS:欠場



中学1年男子100mH(0.838m)
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 12:20 予　選

10月26日 14:10 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 (風:-2.0) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｸﾗﾓﾁﾀｲﾁ 茨　城 ﾂﾙｶﾞ ﾋﾛﾄ 茨　城

1 7 3613 倉持　泰知 坂東東 15.55 q 1 2 656 敦賀　大斗 結城 16.20 q
ｴﾋﾞﾅ ﾖｳｾｲ 茨　城 ﾂﾀﾞｾｲｼｭｳ 茨　城

2 4 255 海老名瑛生 古河二 16.30 q 2 4 332 津田　誠宗 茨大附属 16.33 q
ｱｵｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 茨　城 ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ 茨　城

3 3 3871 青木龍之介 内原 16.62 3 3 68 安田　莉久 土浦四 16.35 q
ｽﾜ ｼｮｳｴｲ 茨　城 ｶﾜｻｷ ｺｳｽｹ 茨　城

4 5 7925 諏訪　翔栄 総和 16.72 4 5 6125 川崎　光介 江戸崎 16.60
ﾔﾏﾅｶ ﾅﾙｱｷ 茨　城 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾏ 茨　城

5 2 8812 山中　成瑛 古河中等 17.40 5 6 7339 安達　翔磨 手代木 16.63
ﾃﾂｶﾅｵﾄ 茨　城 ﾀｶﾂｶ ｺｳｷ 茨　城

6 6 636 手塚　直人 日高 20.41 6 7 257 高塚　　聖 古河二 17.06
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾄ 茨　城 ｼﾓ ｺｳﾀ 茨　城

7 8 6145 萩原　琉翔 江戸崎 21.35 7 8 6615 下　　浩太 高崎 17.66

3組 (風:-1.6) 4組 (風:-2.3)

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

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 茨　城 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ 茨　城

1 8 65 吉田　智哉 土浦四 16.06 q 1 8 258 金子　朋裕 古河二 15.78 q
ﾌﾙﾊｼ ｶｽﾞﾐﾁ 茨　城 ｽﾀﾞ ｼｮｳﾖｳ 茨　城

2 3 7455 古橋和未知 明野 16.39 2 5 7232 須田　匠要 秀峰筑波 16.37 q
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 茨　城 ﾋﾛｾ ｶｲ 茨　城

3 5 256 齋藤　結太 古河二 16.55 3 7 7513 廣瀬　　快 桜・桜川 17.37
ﾊﾞﾊﾞﾕｳｾｲ 茨　城 ｵｸﾞﾗ ｹｲ 茨　城

4 4 6369 馬場　悠成 新利根 16.78 4 4 509 小倉　　慧 下館南 17.66
ｱｲｻﾞﾜｼｭｳﾔ 茨　城 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 茨　城

5 2 6616 相澤　柊哉 高崎 17.27 5 6 254 若林　昊空 古河二 19.65
ｵｵｷ ｶﾅﾄ 茨　城 ﾊｺｻﾞｷｺｳｾｲ 茨　城

6 7 8662 大木　奏音 城ノ内 17.61 2 517 箱崎　興成 駒王 FS
ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝﾀ 茨　城 ｱｵｷ ﾘｭｳﾄ 茨　城

7 6 8805 鈴木　舷太 古河中等 18.41 3 8644 青木　龍斗 城ノ内 FS

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾀﾞ ｼｮｳﾖｳ 茨　城

1 3 7232 須田　匠要 秀峰筑波 15.35
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 茨　城

2 6 65 吉田　智哉 土浦四 15.56
ｸﾗﾓﾁﾀｲﾁ 茨　城

3 4 3613 倉持　泰知 坂東東 15.57
ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ 茨　城

4 7 258 金子　朋裕 古河二 15.58
ﾂﾙｶﾞ ﾋﾛﾄ 茨　城

5 5 656 敦賀　大斗 結城 15.75
ﾂﾀﾞｾｲｼｭｳ 茨　城

6 8 332 津田　誠宗 茨大附属 15.84
ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ 茨　城

7 2 68 安田　莉久 土浦四 16.02
ｴﾋﾞﾅ ﾖｳｾｲ 茨　城

8 9 255 海老名瑛生 古河二 16.07

凡例  DNS:欠場



中学2年男子100m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 11:15 予　選

10月26日 13:10 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:+1.9) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂｶﾞ ｿｳﾀﾛｳ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 茨　城

1 3 437 松賀壮多朗 笠原 11.81 q 1 8 774 小林　光太 豊浦 11.70 q
ｷｲ ﾕｳﾄ 茨　城 ﾔｸﾞﾁ ﾚﾝﾄ 茨　城

2 9 8294 城井　優斗 並木中等 12.03 2 9 6966 矢口　蓮人 並木 11.73 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 茨　城 ﾊｼﾉ ﾊﾙｶ 茨　城

3 5 2659 渡邊　晴稀 大島 12.09 3 6 8773 橋野　　遼 春日学園 11.80 q
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 茨　城 ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 茨　城

4 1 5221 鈴木　雄斗 十王 12.17 4 4 8489 矢口　隆斗 谷田部東 11.97
ｷｼ ｿｳﾀ 茨　城 ｾｷ ｼｭｳﾔ 茨　城

5 4 3783 岸　　颯汰 小川南 12.18 5 3 7771 関　　修弥 石下 12.13
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｺｳｼ 茨　城 ｴﾉｷﾄﾞ ｼｭﾚﾝ 茨　城

6 2 7082 柳田　綱志 谷田部 12.53 6 1 7312 榎戸　珠蓮 大穂 12.16
ﾌｸﾀﾞ ｱﾕｷ 茨　城 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ 茨　城

7 8 329 福田　歩輝 石岡 12.55 7 2 981 三浦　大季 阿字ヶ浦 12.25
ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ 茨　城 ｵｵｾﾞｷ ﾕｳﾄ 茨　城

8 7 632 松浦　航大 日高 12.84 8 5 4250 大関　優斗 岩瀬西 12.27
ﾀｶｷ ﾃﾗﾄ 茨　城 ｺｲﾃﾞ ｴｲｲﾁ 茨　城

9 6 201 高木地球斗 古河一 12.86 9 7 334 小出　英一 茨大附属 12.70

3組 (風:+2.8) 4組 (風:+3.9)

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

ﾃﾗｳﾁ ﾔﾏﾄ 茨　城 ｻﾄｳ ﾌｳﾄ 茨　城

1 2 5710 寺内　大翔 波崎三 11.83 1 8 18 佐藤　楓斗 土浦二 11.37 q
ﾔｽ ﾄｳﾏ 茨　城 ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾄ 茨　城

2 7 2522 安　　東丸 勝田一 12.19 2 3 2591 大内　遙人 勝田三 11.76 q
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 茨　城 ﾃﾙﾇﾏ ﾊﾙﾄ 茨　城

3 3 3217 石川　大翔 稲田 12.22 3 2 811 照沼　暖大 台原 11.89
ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾄｼ 茨　城 ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 茨　城

4 8 6151 小椋　雅利 美浦 12.27 4 5 6526 佐藤　颯二 竹来 12.06
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 茨　城 ﾊﾞﾝﾌｸ ﾀｲｾｲ 茨　城

5 1 4837 會澤　陸斗 金砂郷 12.40 5 6 6325 萬福　大晴 牛久三 12.13
ﾎﾄﾞﾀ ﾕｷﾋﾛ 茨　城 ｶﾅﾓﾘ ﾀﾞｲﾘ 茨　城

6 5 2224 程田　幸大 水海道西 12.41 6 7 2104 金森　泰吏 下妻東部 12.15
ｷﾄﾞ ｶｲﾄ 茨　城 ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ 茨　城

7 4 8555 城戸　魁斗 吾妻 12.56 7 9 120 青木　良磨 水戸四 12.29
ﾔﾏﾉﾍﾞ ｶｽﾞｷ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 茨　城

8 9 4171 山野邉一巨 岩間 13.18 8 4 7772 小林　恵大 石下 12.30
ｶｲﾄｳ ﾀｸﾏ 茨　城 ｽﾞｼ　ﾘｮｳﾏ 茨　城

6 3302 海藤　拓真 取手一 DNS 9 1 6216 圖師　涼海 朝日 12.33

5組 (風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｸ 茨　城

1 5 6263 久保田真陸 牛久一 11.55 q
ｱｻﾉ ｼｮｳﾀ 茨　城

2 2 8852 浅野　翔大 学園の森 11.81 q
ﾊﾝﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 茨　城

3 4 4383 反田　遼我 東海 12.08
ﾄﾋﾞﾀ ﾘｸﾄ 茨　城

4 7 122 飛田　陸斗 水戸五 12.17
ｵｵﾄﾓ ﾘｭｳｷ 茨　城

5 9 8344 大友　琉生 守・愛宕 12.21
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾄ 茨　城

6 6 5551 山本　叶人 神栖一 12.43
ﾄﾖｼﾏ ｼｭﾝﾔ 茨　城

7 3 2791 豊島　舜也 秋山 12.55
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 茨　城

8 8 502 渡邉　慶太 下館南 12.80

凡例  DNS:欠場



中学2年男子100m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 11:15 予　選

10月26日 13:10 決　勝

決　勝　

(風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｸ 茨　城

1 5 6263 久保田真陸 牛久一 11.94
ｻﾄｳ ﾌｳﾄ 茨　城

2 4 18 佐藤　楓斗 土浦二 11.97
ﾏﾂｶﾞ ｿｳﾀﾛｳ 茨　城

3 3 437 松賀壮多朗 笠原 12.02
ｱｻﾉ ｼｮｳﾀ 茨　城

4 2 8852 浅野　翔大 学園の森 12.06
ﾊｼﾉ ﾊﾙｶ 茨　城

5 9 8773 橋野　　遼 春日学園 12.29
ﾔｸﾞﾁ ﾚﾝﾄ 茨　城

6 7 6966 矢口　蓮人 並木 12.29
ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾄ 茨　城

7 8 2591 大内　遙人 勝田三 12.31
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 茨　城

8 6 774 小林　光太 豊浦 12.32

凡例  DNS:欠場



中学2年男子110mH(0.914m)
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 12:10 予　選

10月26日 14:20 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-1.7) 2組 (風:-0.4)

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

ﾖｼﾀﾞ ｿｳ 茨　城 ﾌﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 茨　城

1 7 6243 吉田　　想 牛久一 17.47 q 1 5 8651 古山　大暉 城ノ内 16.70 q
ｻｲﾄｳ ｶｲ 茨　城 ｽｶﾞﾔ ｶﾞｸ 茨　城

2 6 8013 斉藤　　快 三和 17.51 q 2 4 8113 菅谷　我久 境二 17.13 q
ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ 茨　城 ﾐﾅｶﾜ ﾘｭｳｷ 茨　城

3 3 842 山中　遥人 滑川 17.73 q 3 2 4141 皆川　琉葵 友部 17.67 q
ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 茨　城 ｾｷ ｺｳﾀ 茨　城

4 2 8664 海老原快人 城ノ内 17.99 4 3 561 関　　倖汰 下館西 17.92 q
ｶﾜﾏﾀ ﾏﾅﾄ 茨　城 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾏ 茨　城

5 8 89 河又　眞士 水戸三 18.02 5 7 242 飯田　裕磨 古河二 17.95 q
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 茨　城 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 茨　城

6 4 5762 升田　幸汰 神栖四 18.24 6 6 2883 斉藤　生樹 中郷 17.96
ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 茨　城

7 5 510 松﨑　陽向 下館南 18.32

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ｿｳ 茨　城

1 7 6243 吉田　　想 牛久一 16.66
ﾌﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 茨　城

2 4 8651 古山　大暉 城ノ内 16.77
ｽｶﾞﾔ ｶﾞｸ 茨　城

3 5 8113 菅谷　我久 境二 16.82
ｾｷ ｺｳﾀ 茨　城

4 3 561 関　　倖汰 下館西 16.98
ｻｲﾄｳ ｶｲ 茨　城

5 6 8013 斉藤　　快 三和 17.31
ﾐﾅｶﾜ ﾘｭｳｷ 茨　城

6 9 4141 皆川　琉葵 友部 17.55
ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ 茨　城

7 8 842 山中　遥人 滑川 17.63
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾏ 茨　城

8 2 242 飯田　裕磨 古河二 18.06

凡例  DNS:欠場



中学共通男子200m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 10:45 予　選

10月26日 13:25 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:+8.2) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾅﾉﾍﾞ ｶｲ 茨　城 ｻｻｷ ﾕｳｼ 茨　城

1 8 8461 稲野辺　海 谷田部東 24.53 q 1 4 8226 佐々木悠士 守谷 23.32 q
ﾅｶﾀﾆ ﾏﾅﾄ 茨　城 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 茨　城

2 2 6931 仲谷　学人 竹園東 24.62 2 7 2563 中村　太希 勝田二 24.28 q
ｺﾆｼ ｶｲ 茨　城 ｿﾒﾔ ｿｳｷ 茨　城

3 1 8657 小西　　快 城ノ内 25.23 3 2 8072 染谷　奏樹 境一 24.95
ﾄﾞ ｸｫｯｸ ﾌｨ 茨　城 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 茨　城

4 7 265 ドクォックフィ 古河三 25.37 4 1 2881 鈴木竣一朗 中郷 25.73
ｷﾑﾗ ｶﾅﾀ 茨　城 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 茨　城

5 5 2342 木村快央汰 太田 26.21 5 3 170 永田　良佑 緑岡 26.17
ﾓﾘｶﾜ 茨　城 ﾜﾀﾋｷ ﾚﾝ 茨　城

6 6 2701 森川　零桜 高萩 26.32 6 6 4157 綿引　　廉 友部 26.45
ｺﾀﾆ ｿﾗ 茨　城 ﾐﾔﾄ ｺｳﾏ 茨　城

7 9 4061 小谷　蒼良 常澄 26.46 7 5 7929 宮戸　煌馬 総和 26.64
ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 茨　城 ﾋﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 茨　城

3 2071 飯田　隼輔 下妻 DNS 8 9 434 平田　瑞樹 笠原 26.84
ﾄﾋﾞﾀ ｶﾞｸ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲﾁ 茨　城

4 2521 飛田　樂空 勝田一 DNS 8 8769 小林　　悉 春日学園 DNS

3組 (風:+4.0) 4組 (風:+1.5)

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

ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 茨　城 ｻｶﾖﾘ ﾕｳﾔ 茨　城

1 5 6720 橋本　佳樹 玉里 24.18 q 1 8 503 酒寄　佑弥 下館南 24.95
ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 茨　城 ﾅｶﾞｻｸ ﾘｭｳﾄ 茨　城

2 7 8012 竹村　陸空 三和 24.23 q 2 7 433 永作　龍飛 笠原 25.40
ｱﾍﾞ ﾕﾗ 茨　城 ﾖｼﾅﾘ ﾃｲｼﾞ 茨　城

3 6 6961 安部　結蘭 並木 24.59 q 3 1 845 吉成　帝司 滑川 25.60
ｸﾞﾝﾁ ｱｷﾄ 茨　城 ｵｶﾀﾞ ﾋﾅﾀ 茨　城

4 8 78 軍地　瑛斗 水戸三 25.01 4 2 6517 岡田　雛汰 竹来 25.63
ﾀｶｻｷ ﾕｳﾄ 茨　城 ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 茨　城

5 3 8083 髙﨑　祐翔 境一 25.03 5 3 2627 中山　敬太 佐野 26.23
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 茨　城 ｵｸﾉ ﾖｳｽｹ 茨　城

6 1 6246 松本　陵磨 牛久一 25.18 6 9 7322 奥野　陽介 手代木 26.42
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 茨　城 ｵｵｾﾞｷ ｺｳｾｲ 茨　城

7 9 464 鈴木　そら 助川 25.68 7 5 3122 大関　康生 笠間 26.77
ﾋﾗﾇﾏ ｷｮｳｼﾞｭ 茨　城 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾄ 茨　城

8 2 8486 平沼　京樹 谷田部東 25.79 8 6 6553 内田　大翔 下根 27.51
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛﾑ 茨　城 ｽｽﾞｷ ｿｳｷ 茨　城

9 4 5222 田所　大夢 十王 26.66 4 711 鈴木　颯稀 結城南 DNS

5組 (風:+3.5) 6組 (風:+7.5)

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

ﾅﾓｾ ｱｵｲ 茨　城 ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 茨　城

1 8 2640 南百瀬　葵 佐野 23.88 q 1 7 7090 青木　遥音 谷田部 24.75
ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 茨　城 ﾃﾙｳﾁ ﾑｻｼ 茨　城

2 5 474 関口　康誠 下館 24.46 q 2 3 2077 照内武咲志 下妻 24.83
ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲ 茨　城 ﾏﾉﾒ ﾘｮｳﾀ 茨　城

3 6 440 和田　　橙 笠原 24.82 3 8 631 馬目　凌汰 日高 25.21
ﾅｶﾞｵｶ ﾀｲｷ 茨　城 ｷｸﾁ ﾅﾅﾐ 茨　城

4 7 8671 永岡　泰樹 水戸英宏 25.35 4 4 844 菊池　七生 滑川 25.24
ｵｵｳﾁ ｺｳｾｲ 茨　城 ｸﾗﾓﾄ ﾕｳﾀ 茨　城

5 1 2641 大内　凰生 大島 25.69 5 6 3883 倉本　結太 内原 25.38
ｽｽﾞｷ ﾙｷｱ 茨　城 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ 茨　城

6 9 5053 鈴木琉輝星 大子西 25.81 6 2 4384 川﨑　悠真 東海 25.86
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾏ 茨　城 ﾆﾍｲ ｼｮｳﾀ 茨　城

7 3 757 丸山　颯馬 豊浦 25.83 7 5 454 二瓶　翔太 助川 26.59
ｲｺﾏ ｺﾞｳ 茨　城 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 茨　城

8 4 4196 生駒　　豪 岩間 26.01 9 2731 池田　隆峨 松岡 DNS
ｶﾊﾞﾈｽ ｻﾞｶﾘｰ 茨　城

9 2 8162 カバネスザカリー 三和北 26.57

凡例  DNS:欠場



中学共通男子200m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 10:45 予　選

10月26日 13:25 決　勝

決　勝　

(風:-2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾕｳｼ 茨　城

1 4 8226 佐々木悠士 守谷 23.73
ﾅﾓｾ ｱｵｲ 茨　城

2 5 2640 南百瀬　葵 佐野 24.54
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 茨　城

3 9 2563 中村　太希 勝田二 24.73
ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 茨　城

4 8 474 関口　康誠 下館 24.79
ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 茨　城

5 7 6720 橋本　佳樹 玉里 24.93
ｱﾍﾞ ﾕﾗ 茨　城

6 3 6961 安部　結蘭 並木 25.16
ｲﾅﾉﾍﾞ ｶｲ 茨　城

7 2 8461 稲野辺　海 谷田部東 25.35
ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 茨　城

8 6 8012 竹村　陸空 三和 25.54

凡例  DNS:欠場



中学共通男子400m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 10:05 予　選

10月26日 13:35 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 茨　城 ﾅｶﾞｽ  ｶﾝﾀﾛｳ 茨　城

1 3 8014 風見　晄聖 三和 58.26 q 1 7 3703 長洲勘太郎 明光 57.15 q
ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾄ 茨　城 ｲﾇｲ ｹﾝﾄ 茨　城

2 7 119 川島　拓斗 水戸四 58.49 q 2 3 275 乾　　健斗 見川 57.83 q
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 茨　城 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 茨　城

3 6 4425 鈴木　一真 東海南 58.55 q 3 8 504 近藤　優人 下館南 59.26
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾔ 茨　城 ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾝ 茨　城

4 2 6511 遠藤　周耶 竹来 58.66 4 2 4237 西澤　　心 岩瀬西 59.79
ｺﾀｹ ﾘｸﾄ 茨　城 ｱﾏﾉ ﾘｮｳｶﾞ 茨　城

5 5 7742 小竹　陸斗 千代川 1:00.21 5 9 2535 天野　凌雅 勝田一 59.80
ﾖｼﾑﾗ ｼｵﾝ 茨　城 ﾐﾔﾀ　ｺｳｷ 茨　城

6 8 2561 吉村　至恩 勝田二 1:00.84 6 1 393 宮田　航利 石川 59.84
ｶﾜﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 茨　城 ｵﾇｷ ﾊﾔﾀ 茨　城

7 1 505 川田　　翼 下館南 1:03.19 7 5 3561 小貫　隼汰 岩井 1:00.09
ﾐﾔﾀ ｼｭﾝ 茨　城 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 茨　城

8 9 660 宮田　珠生 結城 1:03.83 8 6 3859 鈴木　寛太 美野里 1:00.09
ｶｷｻﾜ ﾄｼﾋﾛ 茨　城 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 茨　城

4 6972 垣澤　俊宏 並木 DNS 9 4 7324 柴田　将吾 手代木 1:02.19

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 茨　城 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 茨　城

1 6 7925 田畑　慶介 総和 58.64 q 1 5 6967 近藤裕一朗 並木 58.28 q
ﾖﾈｶﾜ  ｿｳﾔ 茨　城 ﾂﾁﾊﾗ ｿｳﾏ 茨　城

2 7 3706 米川　颯哉 明光 59.09 2 4 8779 土原　颯真 春日学園 59.09
ｷﾞﾝｶﾜ ｸｳｺﾞ 茨　城 ﾋﾗﾏ ﾀｸﾄ 茨　城

3 8 92 銀川　空悟 土浦五 1:00.17 3 8 6917 平間　匠人 桜 59.55
ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ 茨　城 ﾋﾉ ﾀﾞｲｽｹ 茨　城

4 4 846 菊池　陽斗 滑川 1:00.60 4 3 541 日野　大輔 多賀 1:00.94
ﾅｶｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 茨　城 ﾐﾈｷﾞｼ ｺｳｷ 茨　城

5 3 7775 中川　和海 石下 1:01.70 5 7 76 嶺岸　恒輝 土浦四 1:01.79
ｼﾊﾞﾔﾏ ﾊﾔﾄ 茨　城 ﾏﾂﾀﾞ ﾌｳﾀ 茨　城

6 9 3884 柴山　　隼 内原 1:02.41 6 9 6137 松田　風太 江戸崎 1:02.05
ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｸﾄ 茨　城 ｺﾑﾛ ｺｳﾀ 茨　城

7 2 305 大和田陸斗 双葉台 1:02.46 7 6 758 小室　航太 豊浦 1:02.19
ﾓﾘﾀ ｿﾗ 茨　城 ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ 茨　城

8 5 6488 森田　奏空 東 1:02.49 8 2 6974 高橋　佳助 並木 1:02.65

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｽﾞｷ ﾚﾝﾔ 茨　城

1 6 4160 鈴木　廉也 友部 58.32 q
ﾅｶﾐｶﾞﾜ ｾｲﾄ 茨　城

2 4 3129 仲見川聖斗 笠間 59.81
ｵｵﾀｷ ｴｲｼﾞ 茨　城

3 7 2234 大滝　英慈 水海道西 59.91
ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾄ 茨　城

4 2 424 金田　真斗 笠原 1:00.22
ｲﾁｹﾞ ﾄﾓﾔ 茨　城

5 9 4052 市毛　智也 常澄 1:00.45
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 茨　城

6 3 3882 山田　晄輔 内原 1:02.29
ｱﾗｲ ｺｳﾀﾛｳ 茨　城

7 5 8656 荒井康太郎 城ノ内 1:02.44
ﾅｶﾞｵｶ ｱﾂｷ 茨　城

8 8 6367 長岡　篤生 新利根 1:02.86

凡例  DNS:欠場



中学共通男子400m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 10:05 予　選

10月26日 13:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｽ  ｶﾝﾀﾛｳ 茨　城

1 7 3703 長洲勘太郎 明光 54.73
ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 茨　城

2 5 8014 風見　晄聖 三和 55.00
ｽｽﾞｷ ﾚﾝﾔ 茨　城

3 9 4160 鈴木　廉也 友部 55.59
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 茨　城

4 4 6967 近藤裕一朗 並木 56.00
ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 茨　城

5 3 7925 田畑　慶介 総和 56.32
ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾄ 茨　城

6 8 119 川島　拓斗 水戸四 56.49
ｲﾇｲ ｹﾝﾄ 茨　城

7 6 275 乾　　健斗 見川 57.20
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 茨　城

8 2 4425 鈴木　一真 東海南 58.62

凡例  DNS:欠場



中学共通男子800m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 11:50 予　選

10月26日 13:50 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｼﾊﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 茨　城 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 茨　城

1 5 6759 小柴裕士郎 園部 2:08.13 q 1 5 657 田邉　裕也 結城 2:09.76 q
ｶﾅｻﾞ ﾜﾀｸﾏ 茨　城 ｵｷﾞﾉ ｹｲｽｹ 茨　城

2 7 5223 金澤　　逞 十王 2:11.63 q 2 6 8011 荻野　桂輔 三和 2:10.28 q
ﾔｼﾞﾏ ｹﾞﾝﾀ 茨　城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾜ 茨　城

3 4 7931 矢嶋　元太 総和 2:13.29 3 2 6515 渡邉　遊羽 竹来 2:10.29 q
ｳｴﾊﾗ ﾄﾓｷ 茨　城 ｻｲﾄｳ ﾊﾙ 茨　城

4 9 8558 上原　鵬耀 吾妻 2:14.59 4 3 8652 齋藤　　晴 城ノ内 2:11.37 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾌﾞｷ 茨　城 ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 茨　城

5 6 116 渡部　吹樹 水戸四 2:16.93 5 7 8042 野口　稜太 猿島 2:13.83
ﾀｼﾞﾘ ﾏｻﾐ 茨　城 ｵﾀﾞ ﾊﾙｷ 茨　城

6 2 633 田尻　優海 日高 2:19.17 6 4 8462 小田　晏希 谷田部東 2:16.73
ﾆｲﾔﾏ ﾊﾙﾄ 茨　城 ｲｼﾓﾘ ﾕｳｼ 茨　城

7 3 478 新山　遥斗 下館 2:19.34 7 8 3004 石森　勇士 北・常北 2:21.10
ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 茨　城 ﾐｽﾞｶｲﾘｮｳｲﾁﾛｳ 茨　城

8 8 7709 馬場　崚輔 八千代一 2:19.72 9 6499 水飼遼一郎 東 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾋﾗﾉ ｵﾄｲ 茨　城

1 4 6496 平野　音郁 東 2:08.97 q
ｼﾞｯｶﾜ ﾊﾙﾄ 茨　城

2 8 5711 實川　颯人 波崎三 2:09.97 q
ｻｶｲ ﾖｼﾋﾛ 茨　城

3 5 104 酒井　善大 土浦五 2:12.82
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 茨　城

4 7 2380 竹内　遥人 世矢 2:15.38
ｵｶ 茨　城

5 2 457 岡　　颯己 助川 2:18.76
ﾖｺﾂｶ ﾕｳｾｲ 茨　城

3 7573 横塚　悠成 協和 DNS
ﾇﾏﾀ ｿﾗ 茨　城

6 8635 沼田　空那 中根台 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾊﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 茨　城

1 6 6759 小柴裕士郎 園部 2:06.33
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 茨　城

2 5 657 田邉　裕也 結城 2:08.15
ﾋﾗﾉ ｵﾄｲ 茨　城

3 7 6496 平野　音郁 東 2:09.32
ｼﾞｯｶﾜ ﾊﾙﾄ 茨　城

4 4 5711 實川　颯人 波崎三 2:10.02
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾜ 茨　城

5 8 6515 渡邉　遊羽 竹来 2:13.61
ｶﾅｻﾞ ﾜﾀｸﾏ 茨　城

6 3 5223 金澤　　逞 十王 2:14.06
ｵｷﾞﾉ ｹｲｽｹ 茨　城

7 9 8011 荻野　桂輔 三和 2:14.17
ｻｲﾄｳ ﾊﾙ 茨　城

8 2 8652 齋藤　　晴 城ノ内 2:17.24

凡例  DNS:欠場



中学共通男子1500m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾙﾍﾞ ｹｲﾀ 茨　城 ﾃﾙﾔ ｼﾞｬｲﾙ 茨　城

1 12 2074 軽部　慶太 下妻 4:23.23 1 14 7744 照屋ジャイル 千代川 4:20.07
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 茨　城 ﾏｼｺ ｼｭﾝｽｹ 茨　城

2 14 4663 鈴木　龍生 山方 4:28.62 2 10 2912 益子　峻輔 磯原 4:28.59
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｷ 茨　城 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 茨　城

3 6 5385 小林　竜輝 鉾田南 4:28.98 3 15 6650 斎藤　涼太 霞ヶ浦 4:29.48
ｸｻﾉ ﾋﾅﾀ 茨　城 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ 茨　城

4 13 3002 草野　日陽 北・常北 4:29.63 4 11 4561 木村　拓斗 大宮 4:33.03
ｻﾄｻﾞﾜ ﾕｳﾘ 茨　城 ｲｻｶ ﾋｶﾙ 茨　城

5 8 3844 里澤　侑利 美野里 4:30.15 5 12 2793 井坂　　光 秋山 4:34.12
ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 茨　城 ｿﾒﾔ ｼﾝﾀﾛｳ 茨　城

6 15 3707 酒井　優輔 明光 4:31.95 6 13 2229 染谷真太朗 水海道西 4:38.69
ﾊﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ 茨　城 ｷﾑﾗ ｹｲﾀ 茨　城

7 5 7706 初沢　航希 八千代一 4:37.68 7 1 763 木村　夢大 豊浦 4:39.37
ｶﾙﾍﾞ ｺｳｷ 茨　城 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｸﾄ 茨　城

8 2 4297 苅部　光紀 友部二 4:38.14 8 8 712 五十嵐陸斗 結城南 4:41.94
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾄ 茨　城 ﾑﾄｳ ﾀｸﾏ 茨　城

9 1 6121 上原　佑斗 江戸崎 4:40.47 9 6 7811 武藤　巧真 石下西 4:42.49
ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾀｶ 茨　城 ｳﾐﾉ ﾀﾂｷ 茨　城

10 9 5225 荒川　尚孝 十王 4:42.86 10 7 2605 海野　竜輝 勝田三 4:44.10
ｻﾜﾀﾞ  ｱﾕﾑ 茨　城 ｶﾜﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 茨　城

11 3 4424 沢田　歩夢 東海南 4:43.20 11 4 3859 川村　飛翔 美野里 4:48.47
ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 茨　城 ｶｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 茨　城

12 7 507 土田　潤哉 下館南 4:54.17 12 2 6513 橿村　大斗 竹来 4:49.24
ﾀｶｸﾜ ｿﾗ 茨　城 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 茨　城

13 10 6755 高桑　空良 園部 4:59.08 13 3 245 宮本　隆矢 古河二 4:52.16
ﾂｶﾓﾄ ﾅｵﾀﾛｳ 茨　城 ｱﾗｲ ﾊﾙﾉﾌﾞ 茨　城

4 2657 塚本直大朗 大島 DNS 14 5 5224 新井　元信 十王 4:52.37
ｱｻﾒﾝ ﾀﾞｲﾁ 茨　城 ｲｲﾂｶ ﾕｳﾀﾞｲ 茨　城

11 8654 浅面　大地 城ノ内 DNS 9 2105 飯塚　雄大 下妻東部 DNS

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｼﾏ ｱｲﾄ 茨　城 ﾆｼﾔ ﾚｲｼﾞ 茨　城

1 2 5641 長島　愛徒 波崎一 4:20.27 1 3 3854 西谷　羚志 美野里 4:19.93
ｱｻﾉ ﾕｳﾀ 茨　城 ﾎｿﾀﾞ ｲｯﾃﾂ 茨　城

2 6 5431 浅野　結太 大野 4:21.61 2 4 6497 細田　一哲 東 4:21.18
ｼﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 茨　城 ﾎﾝｸﾞｳ ｹｲｼｮｳ 茨　城

3 3 3858 嶌田　圭太 美野里 4:30.76 3 6 8672 本宮　慶尚 水戸英宏 4:28.04
ｵｸﾑﾗ ｼﾞﾝ 茨　城 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｷ 茨　城

4 7 6763 奥村　　心 園部 4:31.29 4 1 306 柴田　陽基 双葉台 4:29.14
ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 茨　城 ｾｲｹ ﾀｲｶﾞ 茨　城

5 14 2343 木村　駿太 太田 4:36.32 5 13 5761 清家　大雅 神栖四 4:30.39
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｷ 茨　城 ﾄﾐﾀ ﾀｸﾐ 茨　城

6 13 7411 山口　凌輝 関城 4:36.83 6 9 506 冨田　拓臣 下館南 4:36.47
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 茨　城 ｵｷﾞﾔ ﾏﾅﾄ 茨　城

7 11 3303 吉田　将人 取手一 4:38.07 7 7 96 荻谷　心翔 水戸四 4:36.51
ｶﾜﾑﾗ ﾘｵ 茨　城 ｺｲｹ ｿｳ 茨　城

8 8 4060 川村　莉央 常澄 4:38.31 8 14 8778 小池　　創 春日学園 4:37.27
ｷｭｳｴ ﾄｳﾏ 茨　城 ﾅｶﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 茨　城

9 4 3700 久江　冬真 明光 4:39.00 9 10 293 仲田龍之介 見川 4:37.41
ｷﾑﾗ ﾕﾗ 茨　城 ﾏｼｺ ﾘﾝぺｲ 茨　城

10 1 843 木村　悠来 滑川 4:40.27 10 11 634 益子　凜平 日高 4:40.91
ｲﾉﾏﾀ ﾌｳｷ 茨　城 ｺﾏﾂｻﾞ ｷｼｮｳ 茨　城

11 10 7340 猪俣富祐貴 手代木 4:40.73 11 8 6752 小松﨑　翔 園部 4:42.35
ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茨　城 ﾀｶﾋﾗ ｺｳｼ 茨　城

12 12 4412 花田凌太郎 東海南 4:43.49 12 12 6192 髙平　煌士 阿見 4:47.04
茨　城 ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 茨　城

13 15 699 前野　櫂生 久慈 4:52.04 2 6454 森田　隼人 稲・桜川 DNS
ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾙ 茨　城 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲ 茨　城

5 4844 生天目　温 金砂郷 DNS 5 7743 松本　　唯 千代川 DNS
ｼﾝﾎﾟ ｼｭｳｽｹ 茨　城

9 8891 新保　柊祐 みどりの学園 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通男子1500m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾔ ﾚｲｼﾞ 茨　城

1 3854 西谷　羚志 美野里 4:19.93
ﾃﾙﾔ ｼﾞｬｲﾙ 茨　城

2 7744 照屋ジャイル 千代川 4:20.07
ﾅｶﾞｼﾏ ｱｲﾄ 茨　城

3 5641 長島　愛徒 波崎一 4:20.27
ﾎｿﾀﾞ ｲｯﾃﾂ 茨　城

4 6497 細田　一哲 東 4:21.18
ｱｻﾉ ﾕｳﾀ 茨　城

5 5431 浅野　結太 大野 4:21.61
ｶﾙﾍﾞ ｹｲﾀ 茨　城

6 2074 軽部　慶太 下妻 4:23.23
ﾎﾝｸﾞｳ ｹｲｼｮｳ 茨　城

7 8672 本宮　慶尚 水戸英宏 4:28.04
ﾏｼｺ ｼｭﾝｽｹ 茨　城

8 2912 益子　峻輔 磯原 4:28.59

凡例  DNS:欠場



中学共通男子3000m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗｺｳﾀ 茨　城 ﾑﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 茨　城

1 22 2106 木村　虹太 下妻東部 9:51.72 1 8 2441 武藤　稜河 瑞竜 9:25.47
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 茨　城 ｼﾊﾞｻｷ ﾘｭｳｼﾞ 茨　城

2 2 3149 鈴木　夢叶 笠間 9:52.65 2 20 7745 柴崎　竜治 千代川 9:28.24
ｻｸﾗｲ ﾜﾀﾙ 茨　城 ｶﾄｳ ｺｳﾘｭｳ 茨　城

3 7 7323 櫻井　　航 手代木 9:56.03 3 16 2341 加藤　滉隆 太田 9:30.23
ﾅｶﾀﾞﾃﾋﾛﾄ 茨　城 ﾀｶﾊｼ ｸｳﾔ 茨　城

4 8 5866 中舘　啓人 日立一附属 9:57.86 4 18 4151 髙橋　空也 友部 9:38.91
ｻｲｶｶﾅﾄ 茨　城 ﾌﾆｭｳ ﾐﾂｷ 茨　城

5 21 8296 雑賀　奏人 並木中等 10:00.83 5 21 2732 舟生　充希 松岡 9:44.21
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｭｳｷ 茨　城 ｵｵﾔｷﾞ ﾕｳｷ 茨　城

6 13 7341 中澤　隆希 手代木 10:00.89 6 11 6941 大八木祐貴 竹園東 9:46.84
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 茨　城 ﾀｲﾗ ﾕｳﾏ 茨　城

7 10 4274 中村　悠人 岩瀬東 10:01.54 7 4 3865 平　　勇馬 美野里 9:48.15
ｴﾋﾞﾊﾗ ｻﾂｷ 茨　城 ｵｵｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 茨　城

8 18 4259 海老原颯輝 岩瀬西 10:02.55 8 14 31 大枝　拓未 土浦三 9:53.69
ｾｷﾔﾏ ﾊﾙｷ 茨　城 ｻｲﾄｳｼｮｳ 茨　城

9 5 2414 関山　陽希 峰山 10:03.51 9 12 7711 齊藤　　匠 八千代東 10:00.75

ｸﾄﾞｳﾚｵ 茨　城 ﾁﾊﾞﾀﾞｲﾁ 茨　城

10 14 2645 工藤　玲桜 大島 10:04.47 10 6 6758 千葉　大地 園部 10:02.43

ﾀｹﾅｶ ﾔﾏﾄ 茨　城 ｸﾗｼﾏ ﾋﾛﾄ 茨　城

11 11 635 竹中　大翔 日高 10:04.95 11 7 3301 倉島　大翔 取手一 10:03.58

ｲﾁﾑﾗ ｺｳｷ 茨　城 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 茨　城

12 9 582 市村　幸輝 大久保 10:05.27 12 1 5521 川村　啓公 鹿野 10:08.50

ﾀｷﾔ ﾚﾝ 茨　城 ｵｵﾂｶ ﾄｳﾄ 茨　城

13 16 6516 滝谷　　蓮 竹来 10:06.76 13 3 4251 大塚　東翔 岩瀬西 10:15.41

ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｸ 茨　城 ｲｼﾊﾗ ｺｳｶﾞ 茨　城

14 6 4155 大和田　陸 友部 10:13.37 14 22 2412 石原　晄雅 峰山 10:15.65

ﾂﾂﾐ ﾕｳﾏ 茨　城 ｳｽｲｿｳﾀﾛｳ 茨　城

15 1 158 堤　　悠真 緑岡 10:22.07 15 13 745 臼井颯太朗 結城東 10:21.49

ｽｶﾞｲ ﾘｮｳﾀ 茨　城 ﾊﾅﾔﾏ ﾊﾙｶ 茨　城

16 20 4197 菅井　涼太 岩間 10:33.36 16 10 6519 花山　遥郁 竹来 10:22.69

ﾎﾘｴ ﾘｮｳ 茨　城 ｾｷｻﾞﾜ ﾙｶ 茨　城

17 12 764 堀江　　諒 豊浦 10:39.45 17 19 2882 関澤　瑠華 中郷 10:24.46

ｴﾉｷﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 茨　城 ｲｼﾂｶ ｵﾄﾔ 茨　城

3 602 榎田　健吾 泉丘 DNS 18 15 7579 石塚　音哉 協和 10:58.90

ｻｶﾓﾄ ｲｱﾝ 茨　城 ﾀﾍﾞ ｺｳｽｹ 茨　城

4 7081 坂本　偉安 谷田部 DNS 2 3715 田部　光翼 明光 DNS
ﾌﾙﾊｼ ｷﾝﾉｽｹ 茨　城 ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 茨　城

15 8857 古橋欣之介 学園の森 DNS 5 508 稲葉　尚悟 下館南 DNS
ﾉｸﾞﾁ ﾋﾕｳ 茨　城 ｺﾓﾘｶｲ 茨　城

17 8144 野口　飛勇 総和南 DNS 9 766 小森　　凱 豊浦 DNS
ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲｼ 茨　城 ﾀｶﾉ ﾕｳ 茨　城

19 702 木下　大志 久慈 DNS 17 2913 髙野　　優 磯原 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 茨　城

1 2441 武藤　稜河 瑞竜 9:25.47
ｼﾊﾞｻｷ ﾘｭｳｼﾞ 茨　城

2 7745 柴崎　竜治 千代川 9:28.24
ｶﾄｳ ｺｳﾘｭｳ 茨　城

3 2341 加藤　滉隆 太田 9:30.23
ﾀｶﾊｼ ｸｳﾔ 茨　城

4 4151 髙橋　空也 友部 9:38.91
ﾌﾆｭｳ ﾐﾂｷ 茨　城

5 2732 舟生　充希 松岡 9:44.21
ｵｵﾔｷﾞ ﾕｳｷ 茨　城

6 6941 大八木祐貴 竹園東 9:46.84
ﾀｲﾗ ﾕｳﾏ 茨　城

7 3865 平　　勇馬 美野里 9:48.15
ｷﾑﾗｺｳﾀ 茨　城

8 2106 木村　虹太 下妻東部 9:51.72

凡例  DNS:欠場



中学共通男子4X100mR
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 10:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 2組
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 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 牛久一 6241 椎名　啓多 ｼｲﾅ ｹｲﾀ 45.89 1 7 笠原 433 永作　龍飛 ﾅｶﾞｻｸ ﾘｭｳﾄ 46.71
6243 吉田　　想 ﾖｼﾀﾞ ｿｳ 439 依田　啓利 ﾖﾀﾞ ｹｲﾄ
6246 松本　陵磨 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 440 和田　　橙 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲ
6263 久保田真陸 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｸ 437 松賀壮多朗 ﾏﾂｶﾞ ｿｳﾀﾛｳ

2 8 秀峰筑波 7232 須田　匠要 ｽﾀﾞ ｼｮｳﾖｳ 47.14 2 9 谷田部東 8487 前野　玲央 ﾏｴﾉ ﾚｵ 47.43
7243 池嶋　修平 ｲｹｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 8486 平沼　京樹 ﾋﾗﾇﾏ ｷｮｳｼﾞｭ
7244 小澤　　龍 8489 矢口　隆斗 ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ
7237 大関　健斗 8461 稲野辺　海 ｲﾅﾉﾍﾞ ｶｲ

3 2 金砂郷 4843 小室珈夏斗 ｺﾑﾛ ｶﾅﾄ 47.44 3 2 石下 7774 稲川　陽己 48.06
4835 塙　　太我　　 7772 小林　恵大
4845 井坂　翔悟 7773 國府田歩夢
4837 會澤　陸斗 7771 関　　修弥

4 7 十王 5222 田所　大夢 47.47 4 4 土浦三 24 平川　心音 ﾋﾗｶﾜ ｼｵﾝ 48.61
5221 鈴木　雄斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 32 唐澤　雅和 ｶﾗｻﾜ ﾏｻｶｽﾞ
5227 菅野　　裕 28 益子　恭佑 ﾏｼｺ ｷｮｳｽｹ
5226 笠原　大翔 25 森山　巧乙 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｸﾄ

5 6 水戸四 120 歌川　大輝 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 47.74 5 3 駒王 517 箱﨑　興成 50.40
119 大賀　直希 ｵｵｶﾞ ﾅｵｷ 512 梅園　隼平
97 黒澤　　将 ｸﾛｻﾜ ｼﾞｮｳ 516 大武　流正

119 川島　拓斗 ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾄ 511 小坂　鷹我
6 9 岩瀬西 4253 神郡　悠人 ｶﾝｺﾞｵﾘ ﾊﾙﾄ 49.24 6 6 峰山 2412 石原　晄雅 51.77

4246 鈴木　　翼 ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 2406 酒井凰太郎
4255 大山　　峻 ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝ 2405 中村　真央
4250 大関　優斗 ｵｵｾﾞｷ ﾕｳﾄ 2414 関山　陽希

7 3 茨大附属 332 津田　誠宗 49.68 7 5 鉾田南 5378 渡邊　拓海 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀｸﾐ 53.47
338 渡辺　裕太 5376 飯島　昂哉 ｲｲｼﾞﾏ  ｺｳｷ
343 加藤　滉士 5372 鈴木　和也 ｽｽﾞｷ  ｶｽﾞﾔ
334 小出　英一 5392 長峰　伊織 ﾅｶﾞﾐﾈ ｲｵﾘ

8 4 美野里 3848 久保　奏斗 ｸﾎﾞ ｿｳﾄ 49.96 8 1 総和 7921 石原　　櫂 ｲｼﾊﾗ ｶｲ 57.61
3843 齊藤　一輝 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 7930 柳沼　海璃 ﾔｷﾞﾇﾏ ｶｲﾘ
3847 磯邊　　航 ｲｿﾍﾞ ﾜﾀﾙ 7925 田畑　慶介 ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ
3859 鈴木　寛太 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 7929 宮戸　煌馬 ﾐﾔﾄ ｺｳﾏ

1 千代川 DNS 8 岩井 DNS

3組 4組
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 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 6 土浦二 19 小森　優慧 ｺﾓﾘ ﾕｳﾄ 46.42 1 8 豊浦 756 大田　歩武 47.31
18 佐藤　楓斗 ｻﾄｳ ﾌｳﾄ 759 森谷　　心
1 川俣　大和 ｶﾜﾏﾀ ﾔﾏﾄ 774 小林　光太

991 瀧本夢姫斗 ﾀｷﾓﾄ ﾕﾒﾄ 758 小室　航太
2 2 滑川 842 山中　遥人 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ 48.14 2 7 三和 8013 斉藤　　快 ｻｲﾄｳ ｶｲ 47.50

845 吉成　帝司 8011 荻野　桂輔 ｵｷﾞﾉ ｹｲｽｹ
846 菊池　陽斗 8014 風見　晄聖 ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ
844 菊池　七生 8012 竹村　陸空 ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ

3 8 明光 3710 細谷宗一郎 49.15 3 6 結城 654 臼井　陸人 ｳｽｲ ﾘｸﾄ 48.28
3703 長洲勘太郎 ﾅｶﾞｽ ｶﾝﾀﾛｳ 652 飯田　陽向 ｲｲﾀﾞ ﾋﾅﾀ
3706 米川　颯哉 ﾖﾈｶﾜ ｿｳﾔ 657 田邉　裕也 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ
3692 加藤　　翔 658 德守　央駕 ﾄｸﾓﾘ ｵｳｶﾞ

4 3 境一 8080 印出綾稀丸 ｲﾝﾃﾞ ﾘｷﾏﾙ 49.38 4 3 土浦五 96 皆川　拓巳 ﾐﾅｶﾜ ﾀｸﾐ 50.08
8083 髙﨑　祐翔 92 銀川　空悟 ｷﾞﾝｶﾜ ｸｳｺﾞ
8078 吉野　哲平 ﾖｼﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 94 中山　瑛斗 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾄ
8072 染谷　奏樹 ｿﾒﾔ ｿｳｷ 95 松本　竜春 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾊﾙ

5 7 勝田三 2603 川上　晃汰 49.40 5 5 阿見 6193 根本　光琉 51.26
2591 大内　遙人 ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾄ 6191 室井　映飛
2593 瀬川　亮太 ｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 6182 池田　仙理 ｲｹﾀﾞ ｾﾝﾘ
2607 藤田　　力 ﾌｼﾞﾀ ﾘｷ 6190 安達明希斗

6 9 水戸五 122 飛田　陸斗 49.99 6 9 常澄 4053 黒澤龍之介 ｸﾛｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 51.83
123 深谷　蒼眞 4073 久野　陸人 ﾋｻﾉ ﾘｸﾄ
141 渡辺　晴勝 4055 大曽根　奏 ｵｵｿﾞﾈ ｶﾅﾃﾞ
131 丸山　煌平 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 4059 稲見　祐希 ｲﾅﾐ ﾕｳｷ

7 4 茨城 363 大部　正翔 54.37 7 4 高崎 6629 市村　　優 53.29
361 小川　海人 6616 相澤　柊哉
362 大平　圭剛 6618 吉田　拓真
366 黒田　莉澄 6615 下　　浩太

1 並木 DNS 2 稲田 DNS

5 関城 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通男子4X100mR
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 10:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

5組 6組
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 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 6 勝田二 2562 木村　悠瑚 ｷﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 47.84 1 4 佐野 2635 関　　将徳 ｾｷ ﾏｻﾉﾘ 47.49
2573 小田部零央 ｺﾀﾍﾞ  ﾚｵ 2634 住谷　　航 ｽﾐﾔﾜﾀﾙ
2561 吉村　至恩 ﾖｼﾑﾗ ｼｵﾝ 2627 中山　敬太 ﾅｶﾔﾏｹｲﾀ
2563 中村　太希 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 2640 南百瀬　葵 ﾅﾓｾｱｵｲ

2 5 助川 464 鈴木　そら ｽｽﾞｷ ｿﾗ 48.00 2 9 下妻 2071 飯田　隼輔 ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 47.82
453 熊﨑　瑛太 ｸﾏｻﾞｷ ｴｲﾀ 2077 照内武咲志 ﾃﾙｳﾁ ﾑｻｼ
458 関　　朋矢 ｾｷ ﾄﾓﾔ 2079 横田健一郎 ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ
454 二瓶　翔太 ﾆﾍｲ ｼｮｳﾀ 2072 稲生　悠人 ｲﾉｳ ﾕｳﾄ

3 4 下館 472 小田部　輝 ｵﾀﾍﾞ ﾃﾙ 49.04 3 3 城ノ内 8650 坪内　零羅 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾚｲﾗ 48.45
473 東　　優渉 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｼｬ 8651 古山　大暉 ﾌﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
476 臼井　一路 ｳｽｲ ｲﾁﾛ 8657 小西　　快 ｺﾆｼ ｶｲ
474 関口　康誠 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 8644 青木　龍斗 ｱｵｷ ﾘｭｳﾄ

4 2 猿島 8041 角谷　一成 49.42 4 6 見川 288 沼尻　　翔 ﾇﾏｼﾞﾘ ｼｮｳ 49.92
8043 木村　敬太 279 佐藤　　漣 ｻﾄｳ ﾚﾝ
8052 飯田　遥斗 287 堀江　陸斗 ﾎﾘｴ ﾘｸﾄ
8051 青木　孔志 292 綿引　伽州 ﾜﾀﾋｷ ｶｼｭｳ

5 8 友部二 4301 富田　尚弥 50.16 5 7 下館西 582 小林　　晃 50.64
4292 金澤　直幸 565 飯野　瑠斗
4302 横倉　英翔 572 高野　陽多
4291 赤津　颯都 ｱｶﾂ ﾊﾔﾄ 562 直井　優稀

6 7 手代木 7338 村口　真輝 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾃﾙ 50.31 6 2 中郷 2885 伊藤　蒼侍 51.08
7341 中澤　隆希 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｭｳｷ 2881 鈴木峻一朗
7324 柴田　将吾 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 2886 安田　捺葵
7321 大村　博伸 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 2884 今橋　拓睦

7 3 赤塚 252 星　　裕斗 ﾎｼ ﾋﾛﾄ 56.40 5 八千代一 DNS
257 大森　　岳 ｵｵﾓﾘ ﾀｹﾙ
253 圷　　炉謡 ｱｸﾂ ﾛｰﾘ
248 鈴木　瑠以 ｽｽﾞｷ ﾙｲ

9 高萩 2704 鈴木　光登 DQ,T3 8 大穂 DNS
2702 手塚　大智
2703 三代　顕冴
2705 田野井愁冴

7組 8組
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 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 春日学園 8772 星　　泰冴 ﾎｼ ﾀｲｶﾞ 47.24 1 3 谷田部 7091 飯島　　晏 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾝ 47.45
8777 堀川　怜音 7090 青木　遥音 ｱｵｷ ﾊﾙﾄ
8779 土原　颯真 7085 冨田　晃成 ﾄﾐﾀ ｺｳｾｲ
8773 橋野　　遼 ﾊｼﾉ ﾊﾙｶ 7087 伊賀　煌太 ｲｶﾞ ｺｳﾀ

2 6 竹来 6514 福地　拓人 ﾌｸﾁ ﾀｸﾄ 47.70 2 7 下館南 510 松﨑　陽向 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 48.15
6517 岡田　雛汰 ｵｶﾀﾞ ﾋﾅﾀ 502 渡邉　慶太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ
6511 遠藤　周耶 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾔ 503 酒寄　佑弥 ｻｶﾖﾘ ﾕｳﾔ
6526 佐藤　颯二 ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 501 磯　　怜恩 ｲｿ ﾚｵﾝ

3 3 土浦一 961 秋元　遥輝 ｱｷﾓﾄ ﾊﾙｷ 49.59 3 8 笠間 3139 長谷川鷹司 ﾊｾｶﾞﾜ ｵｳｼﾞ 48.17
966 平田　竜雅 ﾋﾗﾀ ﾘｮｳｶﾞ 3122 大里　悠真 ｵｵｻﾄ ﾕｳﾏ
963 岡野　倭丸 ｵｶﾉ ﾀｹﾙ 3121 西塚　将人 ﾆｼﾂｶ ﾏｻﾄ
965 中山　結貴 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 3121 大関　康生 ｵｵｾﾞｷ ｺｳｾｲ

4 9 緑岡 176 飯野　航至 ｲｲﾉ ｺｳｼ 50.33 4 9 台原 814 瀬谷　歩人 49.85
170 永田　良佑 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 813 黒澤　悠斗
151 池田　　颯 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 812 藤田　佳恵
180 山口　波空 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊｸ 811 照沼　暖大 ﾃﾙﾇﾏ ﾊﾙﾄ

5 5 東海南 4423 阿部　泰知 ｱﾍﾞ ﾀｲﾁ 50.62 5 2 土浦四 76 嶺岸　恒輝 ﾐﾈｷﾞｼ ｺｳｷ 50.49
4425 鈴木　一真 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 64 沖津　知徳 ｵｷﾂ ﾄﾓﾉﾘ
4414 甲斐　栄志 62 桜井　恭平 ｻｸﾗｲ ｷｮｳﾍｲ
4427 本田　夏輝 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂｷ 61 野村　　瞬 ﾉﾑﾗ ｼｭﾝ

6 2 古河中等 8791 粕田　智也 ｶｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 51.49 6 5 千波 21 髙林　優人 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 51.15
8807 平田　　禅 ﾋﾗﾀ ｾﾞﾝ 24 石川　喜一 ｲｼｶﾜ ｷｲﾁ
8811 桃井　陽正 ﾓﾓｲ ﾖｳｾｲ 13 髙橋虎侑也 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾔ
8809 根本倫之進 ﾈﾓﾄ ﾄﾓﾉｼﾝ 15 伊藤　悠大 ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

8 勝田一 2548 藤原　望晃 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ DQ,R2 7 4 平磯 952 椿　　一心 52.32
2521 飛田　樂空 ﾄﾋﾞﾀ ｶﾞｸ 957 大内　琉聖
2524 海野琥太郎 ｳﾐﾉ ｺﾀﾛｳ 958 勝村　隼人
2522 安　　東丸 ﾔｽ ﾄｳﾏ 956 野澤　航大

7 泉丘 DNS 6 古河一 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通男子4X100mR
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 10:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

9組 10組
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 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 2 大島 2642 岸　　哲史 ｷｼ ｻﾄｼ 47.66 1 4 友部 4157 綿引　　廉 ﾜﾀﾋｷ ﾚﾝ 47.75
2641 大内　凰生 ｵｵｳﾁ ｺｳｾｲ 4160 鈴木　廉也
2641 小林　光希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ 4155 大和田　陸 ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｸ
2659 渡邊　晴稀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 4141 皆川　琉葵

2 3 水戸三 77 小池　歩夢 ｺｲｹ ｱﾕﾑ 48.59 2 8 総和南 8146 大関　柊士 ｵｵｾﾞｷ ｼｭｳﾄ 48.07
75 前島悠之介 ﾏｴｼﾏ ﾕｳﾉｽｹ 8145 鈴木　美来 ｽｽﾞｷ ﾐﾗｲ
89 河又　眞士 ｶﾜﾏﾀ ﾏﾅﾄ 8151 新間　翔太 ｼﾝﾏ ｼｮｳﾀ
78 軍地　瑛斗 ｸﾞﾝﾁ ｱｷﾄ 8141 志賀　　響 ｼｶﾞ ﾋﾋﾞｷ

3 9 東海 4388 佐々木健二 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ 49.25 3 5 水海道西 2224 程田　幸大 48.51
4383 反田　遼我 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 2223 繁田　　倭
4384 川﨑　悠真 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ 2233 宮本　琉磨
4381 中島　駿太 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝﾀ 2234 大滝　英慈

4 4 古河二 252 門間　涼平 ﾓﾝﾏ ﾘｮｳﾍｲ 49.73 4 9 霞ヶ浦 6641 篠原　悠斗 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾄ 48.78
256 齋藤　結太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 6640 朝日　晃基 ｱｻﾋ ｺｳｷ
255 海老名瑛生 ｴﾋﾞﾅ ﾖｳｾｲ 6648 鈴木　航太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ
257 高塚　　聖 ﾀｶﾂｶ ｺｳｷ 6660 小室歩久斗 ｺﾑﾛ ﾌｸﾄ

5 7 岩間 4171 山野邉一巨 ﾔﾏﾉﾍﾞ ｶｽﾞｷ 50.04 5 2 北・常北 3001 髙橋　琉碧 ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 50.47
4197 菅井　涼太 ｽｶﾞｲ ﾘｮｳﾀ 3008 小野　隆靖 ｵﾉ ﾘｭｳｾｲ
4195 相川　陽向 ｱｲｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 3006 石井　栄翔 ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾄ
4196 生駒　　豪 ｲｺﾏ ｺﾞｳ 3005 細川　徠惺 ﾎｿｶﾜ ﾗｲｾｲ

6 8 日高 631 馬目　凌汰 ﾏﾉﾒ ﾘｮｳﾀ 50.22 6 7 吾妻 8565 大島　　澪 51.29
632 松浦　航大 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ 8552 西森　優貴
636 手塚　直人 8555 城戸　魁斗
637 矢内　楓真 8574 高野　颯大

7 5 竹園東 6935 津田　　渉 ﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 52.25 7 6 内原 3883 倉本　結太 ｸﾗﾓﾄ ﾕｳﾀ 51.46
6931 仲谷　学人 ﾅｶﾀﾆ ﾏﾅﾄ 3885 藤咲真成翔 ﾌｼﾞｻｸ ﾏﾅﾄ
6940 大河　雅弥 ｵｵｶﾜ ﾏｻﾔ 3884 柴山　　隼 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾊﾔﾄ
6939 藤澤　拓真 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｸﾏ 3871 青木龍之介 ｱｵｷ ﾘｭｳﾉｽｹ

8 6 江戸崎 6145 萩原　琉翔 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾄ 54.17 3 守・愛宕 DNS
6137 松田　風太 ﾏﾂﾀﾞ ﾌｳﾀ
6125 川崎　光介 ｶﾜｻｷ ｺｳｽｹ
6130 瀬口　駿人 ｾｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 牛久一 2005 椎名　啓多 ｼｲﾅ ｹｲﾀ 45.89
吉田　　想 ﾖｼﾀﾞ ｿｳ
松本　陵磨 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾏ
久保田真陸 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｸ

2 土浦二 2024 小森　優慧 ｺﾓﾘ ﾕｳﾄ 46.42
佐藤　楓斗 ｻﾄｳ ﾌｳﾄ
川俣　大和 ｶﾜﾏﾀ ﾔﾏﾄ
瀧本夢姫斗 ﾀｷﾓﾄ ﾕﾒﾄ

3 笠原 2016 永作　龍飛 ﾅｶﾞｻｸ ﾘｭｳﾄ 46.71
依田　啓利 ﾖﾀﾞ ｹｲﾄ
和田　　橙 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲ
松賀壮多朗 ﾏﾂｶﾞ ｿｳﾀﾛｳ

4 秀峰筑波 2008 須田　匠要 ｽﾀﾞ ｼｮｳﾖｳ 47.14
池嶋　修平 ｲｹｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ
小澤　　龍
大関　健斗

5 春日学園 2054 星　　泰冴 ﾎｼ ﾀｲｶﾞ 47.24
堀川　怜音
土原　颯真
橋野　　遼 ﾊｼﾉ ﾊﾙｶ

6 豊浦 2034 大田　歩武 47.31
森谷　　心
小林　光太
小室　航太

7 谷田部東 2018 前野　玲央 ﾏｴﾉ ﾚｵ 47.43
平沼　京樹 ﾋﾗﾇﾏ ｷｮｳｼﾞｭ
矢口　隆斗 ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ
稲野辺　海 ｲﾅﾉﾍﾞ ｶｲ

8 金砂郷 2002 小室珈夏斗 ｺﾑﾛ ｶﾅﾄ 47.44
塙　　太我　　
井坂　翔悟
會澤　陸斗

凡例  DNS:欠場



中学共通男子走高跳
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 14:00 決　勝    

決　勝　

ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茨　城 － － － ○ ○ ○ × ○ ○

1 7 438 吉田光太郎 笠原 × × × 1m74
ｺｲｹ ｱﾕﾑ 茨　城 － － × ○ × ○ × × ○ × ○ × × ○ × × ×

2 14 77 小池　歩夢 水戸三 1m71
ｶﾗｻﾜ ﾏｻｶｽﾞ 茨　城 － － ○ ○ × × ○ × × ×

3 12 32 唐澤　雅和 土浦三 1m65
ｱｲｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 茨　城 ○ ○ × × ○ ○ × × ×

4 8 4195 相川　陽向 岩間 1m60
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾗｳ 茨　城 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

5 15 6712 山口　羅羽 玉里 1m60
ｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 茨　城 ○ ○ ○ × × ×

6 5 841 岡　　滉大 滑川 1m55
ﾊｷﾞﾔ ﾕｳﾄ 茨　城 ○ × ○ × × ○ × × ×

7 2 657 萩谷　勇斗 結城 1m55
ｺｸﾞﾚ ｶﾝﾀ 茨　城 × ○ ○ × × ○ × × ×

7 4 144 木暮　栞汰 水戸五 1m55
ﾉﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 茨　城 ○ ○ × × ×

9 6 7927 能登竜之介 総和 1m50
ｷﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 茨　城 ○ ○ × × ×

9 10 2562 木村　悠瑚 勝田二 1m50
ｵﾆｻﾞﾜ ｱｿﾌﾞ 茨　城 ○ × ○ × × ×

11 11 109 鬼澤　　遊 水戸四 1m50
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭﾝ 茨　城 ○ × × ○ × × ×

12 3 712 小野寺　駿 久慈 1m50
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 茨　城 ○ × × ×

13 1 2942 緑川　龍成 華川 1m45
ｿﾒﾔ ﾊﾙｷ 茨　城 × ○ × × ×

14 13 511 染谷　陽樹 下館南 1m45
ｵｵﾑﾗ ﾘﾝ 茨　城 － － × × ×

9 6248 大村　　凛 牛久一 NM

1m74
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m50 1m55 1m60 1m65 1m68 1m71
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m45

1m77

凡例  DNS:欠場



中学共通男子棒高跳
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 11:00 決　勝    

決　勝　

ｵｵｾﾞｷ ｼｭｳﾄ 茨　城 － － － － － － － －

1 8 8146 大関　柊士 総和南 － － － ○ － × ○ ○ ○ 3m60
× × ×

ｲﾜｻﾜ ﾀｸﾏ 茨　城 － － － － － － － －

2 2 7219 岩沢　拓真 豊里 － － － × ○ － ○ ○ × × × 3m50

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾋﾛ 茨　城 － － － － － － － －

3 12 8150 島田　真裕 総和南 － ○ － ○ × ○ ○ × × × 3m40

ｼｶﾞ ﾋﾋﾞｷ 茨　城 － － － － － － ○ ○

4 6 8141 志賀　　響 総和南 ○ × × ○ × × × 3m00

ｼﾝﾏ ｼｮｳﾀ 茨　城 － － － － － － ○ －

5 4 8151 新間　翔太 総和南 × × ○ × × ○ × × × 3m00

ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ 茨　城 － － － － × ○ ○ ○ × × ×

6 10 8131 皆川　旺佑 総和南 2m70

ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 茨　城 － ○ － ○ × ○ × ○ × × ×

7 14 8806 吉田　達也 古河中等 2m60

ﾋﾗﾇﾏ ﾅｵﾔ 茨　城 － ○ ○ ○ × ○ × × ×

8 7 1 平沼　直也 土浦二 2m50

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｷ 茨　城 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

9 9 7924 清水　龍樹 総和 2m50

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾜ 茨　城 － － － × ○ × × ○ × × ×

10 5 71 下平　優和 土浦四 2m50

ｶｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 茨　城 ○ ○ × ○ ○ × × ×

11 11 8791 粕田　智也 古河中等 2m40

ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ 茨　城 × × ○ ○ ○ × ○ × × ×

12 13 90 福田　悠人 水戸三 2m40

ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 茨　城 × ○ × × ×

13 15 87 福田　隆人 水戸三 2m10

ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 茨　城

1 4385 鈴木　春登 東海 DNS

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 茨　城

3 67 山口　海晴 水戸三 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m10

2m90

3m80

2m20

3m00

2m30

3m10

2m40

3m20

2m80

3m60 記録 ｺﾒﾝﾄ

2m50

3m30

2m60

3m40

2m70

3m50

凡例  DNS:欠場



中学共通男子走幅跳
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 11:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｷﾓﾄ ﾕﾒﾄ 茨　城 5m74 5m68 5m81 5m81 8 5m63 5m96 × 5m96
1 7 991 瀧本夢姫斗 土浦二 +0.2 +1.6 +1.0 +1.0 +2.0 +0.2 +0.2

ｲｹｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 茨　城 5m69 5m34 5m46 5m69 6 5m83 × × 5m83
2 11 7243 池嶋　修平 秀峰筑波 +0.7 +1.5 +0.4 +0.7 +2.0 +2.0

ﾖﾀﾞ ｹｲﾄ 茨　城 × 5m77 × 5m77 7 × 5m54 5m51 5m77
3 33 439 依田　啓利 笠原 +1.3 +1.3 +1.5 +1.4 +1.3

ﾊﾅﾜ ﾀｲｶﾞ 茨　城 5m34 5m60 3m16 5m60 2 4m93 5m69 3m99 5m69
4 4 4835 塙　　太我 金砂郷 +2.2 +0.1 +2.1 +0.1 +1.6 +1.3 +0.8 +1.3

ｷﾑﾗ ｹｲﾀ 茨　城 5m35 5m48 5m67 5m67 5 5m33 5m56 5m53 5m67
5 32 8043 木村　敬太 猿島 +1.4 +1.5 +0.8 +0.8 +1.5 +0.7 +1.0 +0.8

茨　城 5m37 5m63 5m53 5m63 4 5m56 5m36 × 5m63
6 23 6334 塚本　陸斗 茎崎 +0.6 +1.9 +2.2 +1.9 +0.9 +0.4 +1.9

ｵﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨　城 5m39 5m40 5m62 5m62 3 5m31 5m20 5m35 5m62
7 34 2733 小野勝太朗 松岡 +1.1 +1.2 +0.9 +0.9 +1.7 +0.5 +0.7 +0.9

ｲﾅｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 茨　城 5m36 5m47 5m56 5m56 1 5m40 × 5m20 5m56
8 13 7774 稲川　陽己 石下 -0.4 +1.6 +0.3 +0.3 +1.5 +0.9 +0.3

ｼﾗｲﾜ ﾕｳﾔ 茨　城 5m23 5m28 5m54 5m54 5m54
9 6 601 白岩　悠弥 泉丘 0.0 +1.6 +1.5 +1.5 +1.5

ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 茨　城 5m10 5m39 5m53 5m53 5m53
10 44 15 伊藤　悠大 千波 +0.6 +1.6 +1.8 +1.8 +1.8

ﾎｼ ﾀｲｶﾞ 茨　城 5m31 × 5m51 5m51 5m51
11 42 8772 星　　泰冴 春日学園 +0.1 +1.7 +1.7 +1.7

ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳﾉｽｹ 茨　城 5m51 4m78 4m63 5m51 5m51
12 28 75 前島悠之介 水戸三 +1.8 +1.6 +0.5 +1.8 +1.8

ﾄﾋﾞﾀ ﾄﾓﾔ 茨　城 5m22 5m49 × 5m49 5m49
13 12 4058 飛田　智哉 常澄 0.0 +0.7 +0.7 +0.7

ﾖｼﾊﾗ ｺｳｾｲ 茨　城 5m06 5m39 5m45 5m45 5m45
14 10 512 吉原　光成 下館南 +0.9 +0.6 +0.5 +0.5 +0.5

ﾀｶｸ ﾕｳｷ 茨　城 5m29 5m39 5m08 5m39 5m39
15 38 4258 髙久　祐樹 岩瀬西 -0.2 +1.6 +0.2 +1.6 +1.6

ｸﾏｻﾞｷ ｴｲﾀ 茨　城 5m38 5m14 5m25 5m38 5m38
16 18 453 熊﨑　瑛太 助川 +0.6 +1.1 +2.0 +0.6 +0.6

ﾄﾐﾀ ｺｳｾｲ 茨　城 4m91 5m34 5m15 5m34 5m34
17 14 7085 冨田　晃成 谷田部 +0.4 +1.6 +0.5 +1.6 +1.6

ｺﾑﾛ ｶﾅﾄ 茨　城 5m22 5m29 5m27 5m29 5m29
18 19 4843 小室珈夏斗 金砂郷 +0.1 +1.1 +1.2 +1.1 +1.1

ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 茨　城 5m07 4m85 5m28 5m28 5m28
19 39 8890 笹本　悠太 みどりの学園 +0.2 +2.4 0.0 0.0 0.0

ｼﾓｺｳﾍﾞ ﾃﾝｾｲ 茨　城 3m73 5m28 4m88 5m28 5m28
20 26 6555 下河邉天誠 下根 +2.0 -0.1 +1.6 -0.1 -0.1

ｲﾉｳ ﾕｳﾄ 茨　城 × 5m28 × 5m28 5m28
21 45 2072 稲生　悠人 下妻 +0.8 +0.8 +0.8

ｺﾔ ﾕｳｷ 茨　城 5m27 5m09 4m86 5m27 5m27
22 22 8563 小屋　悠希 吾妻 +0.5 +0.7 +1.7 +0.5 +0.5

ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 茨　城 5m02 4m96 5m27 5m27 5m27
23 21 2911 鈴木　魁翔 磯原 +0.7 +1.4 +1.7 +1.7 +1.7

ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 茨　城 5m02 5m19 5m23 5m23 5m23
24 31 4012 加藤　　匠 大洗一 +0.5 +1.6 +1.5 +1.5 +1.5

ｸﾛﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 茨　城 × 5m19 5m15 5m19 5m19
25 8 8116 黒田　響樹 境二 +1.4 +1.4 +1.4 +1.4

ﾎﾝﾄﾞ ﾀｹﾙ 茨　城 × 5m13 × 5m13 5m13
26 40 7105 本渡　武尊 谷田部 +1.7 +1.7 +1.7

ｺｸﾌﾀﾞ ｱﾕﾑ 茨　城 4m84 4m89 5m12 5m12 5m12
27 27 7773 國府田歩夢 石下 0.0 +0.2 +1.4 +1.4 +1.4

ﾌｶﾔ ｿｳﾏ 茨　城 4m87 4m87 5m09 5m09 5m09
28 41 123 深谷　蒼眞 水戸五 +0.2 +1.0 +1.1 +1.1 +1.1

ｵｶﾉ ﾀｹﾙ 茨　城 4m91 5m07 4m97 5m07 5m07
29 9 963 岡野　倭丸 土浦一 +0.6 +1.6 +1.7 +1.6 +1.6

ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨　城 × 4m73 5m02 5m02 5m02
30 3 2079 横田健一郎 下妻 +0.4 +1.3 +1.3 +1.3

ｸﾗﾓﾁ ｼｭﾝｽｹ 茨　城 5m01 × × 5m01 5m01
31 36 105 倉持　竣介 土浦五 +0.3 +0.3 +0.3

ｺﾀﾍﾞ  ﾚｵ 茨　城 5m00 4m95 4m70 5m00 5m00
32 15 2573 小田部零央 勝田二 -0.2 +1.7 -0.3 -0.2 -0.2

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 茨　城 4m87 4m96 4m95 4m96 4m96
33 37 6528 小林　輝大 竹来 -0.2 +1.4 +0.3 +1.4 +1.4

凡例  DNS:欠場



中学共通男子走幅跳
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 11:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳﾏ 茨　城 × 4m88 4m95 4m95 4m95
34 2 2233 宮本　琉磨 水海道西 +0.4 +0.5 +0.5 +0.5

ﾐﾔﾀ ﾊﾙﾄ 茨　城 4m93 4m89 4m87 4m93 4m93
35 30 7928 宮田　陽斗 総和 +0.2 +1.7 +0.8 +0.2 +0.2

ｾｷ ﾄﾓﾔ 茨　城 4m89 4m80 4m90 4m90 4m90
36 35 458 関　　朋矢 助川 +0.7 +1.7 +0.3 +0.3 +0.3

ﾑﾅｶﾀ ｶｲﾄ 茨　城 4m73 4m76 4m73 4m76 4m76
37 24 79 宗像　海翔 水戸三 +0.7 +0.3 +1.4 +0.3 +0.3

ｲﾄｳ ｿｳﾏ 茨　城 4m52 × × 4m52 4m52
38 1 2602 伊藤　蒼真 勝田三 +0.4 +0.4 +0.4

ｻﾅﾀﾞ ﾕｳｲ 茨　城 4m37 4m04 4m30 4m37 4m37
39 5 8227 真田　結惟 守谷 +1.0 +2.4 +1.0 +1.0 +1.0

ｲﾁｹﾞ ﾕｳﾄ 茨　城 × 3m14 2m13 3m14 3m14
40 16 153 市毛　悠歳 緑岡 +0.7 +0.4 +0.7 +0.7

ｳﾇﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 茨　城

17 2107 鵜沼　哲平 下妻東部 DNS
ﾏｴﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 茨　城

20 992 前田虎太郎 土浦二 DNS
ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 茨　城

25 2207 村上　柊斗 水海道 DNS
ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾄ 茨　城

29 6190 安達明希斗 阿見 DNS
ｵﾐ ｶｹﾙ 茨　城

43 7551 尾見　翔輝 大和 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛｶﾜ ﾀｸﾐ 茨　城

1 17 244 廣川　拓弥 古河二 10m26 × 10m21 10m26 10m40 10m26 10m89 10m89

ｱｷﾀ ﾕｳｷ 茨　城

2 9 993 秋田　悠樹 土浦二 10m01 9m29 9m76 10m01 9m67 9m37 × 10m01

ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 茨　城

3 10 6647 鈴木　煌大 霞ヶ浦 × 9m62 9m48 9m62 9m74 9m87 9m78 9m87

ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾏ 茨　城

4 8 7776 黒川　拓真 石下 9m18 8m98 9m31 9m31 9m68 9m44 9m71 9m71

ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝ 茨　城

5 2 4255 大山　　峻 岩瀬西 9m50 9m57 9m52 9m57 × × 9m65 9m65

ｿﾉﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 茨　城

6 13 443 薗部　宏大 笠原 × 9m25 9m18 9m25 8m66 8m75 9m12 9m25

ｲﾅｶﾞｷ ﾖｳ 茨　城

7 5 593 稲垣　　葉 大久保 8m59 9m04 9m01 9m04 8m58 × 8m73 9m04

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 茨　城

8 18 7932 渡部　翔太 総和 8m99 8m85 8m24 8m99 8m16 8m47 8m98 8m99

ｵｵｶﾜ ﾊｸ 茨　城

9 14 8663 大川　蓮薫 城ノ内 8m99 8m59 7m97 8m99 8m99

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾔ 茨　城

10 3 202 吉田　賢哉 古河一 8m66 8m30 8m08 8m66 8m66

ｶｹﾌﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 茨　城

11 11 2108 掛札　大智 下妻東部 8m03 8m46 8m61 8m61 8m61

ｺﾝﾊﾞ ﾄﾓﾔ 茨　城

12 15 8573 今場　智哉 吾妻 8m37 8m36 8m35 8m37 8m37

ｶｼﾞﾔﾏ ｿｳ 茨　城

13 16 2453 梶山　　湊 瑞竜 × 7m87 8m02 8m02 8m02

ｵｲｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 茨　城

14 6 713 及川幸太郎 結城南 7m32 7m73 6m98 7m73 7m73

ｲｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 茨　城

15 12 2792 飯泉　翔大 秋山 7m44 × × 7m44 7m44

ｸﾗﾓﾁ ﾊﾙﾄ 茨　城

4 93 倉持　悠人 土浦五 DNS
ﾌﾙｻﾜ ﾏｻﾄ 茨　城

1 513 古澤　正翔 下館南 DNS
ﾊﾁﾔ ﾕｳﾄ 茨　城

7 69 蜂谷　優友 土浦四 DNS
ｽｽﾞｷ ﾕｳｼ 茨　城

19 2941 鈴木　勇士 華川 DNS

凡例  DNS:欠場



男子四種競技(男子) 110mH(0.914m)
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 09:55 決　勝

1組 (風:+2.6) 2組 (風:+3.6)

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

ﾀｹﾑﾗ ｺｳｾｲ 茨　城 ﾄｸﾓﾘ ｵｳｶﾞ 茨　城

1 7 72 竹村　光晴 土浦四 16.47 681 1 3 658 德守　央駕 結城 16.79 646
ｲｲﾀﾞ ﾋﾅﾀ 茨　城 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾝ 茨　城

2 6 652 飯田　陽向 結城 18.27 499 2 4 7091 飯島　　晏 谷田部 16.81 644
ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨　城 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 茨　城

3 4 4067 前田翔太郎 常澄 19.18 417 3 5 146 金澤　　匠 水戸五 18.04 520
ﾃﾗｼﾏ ﾘｸ 茨　城 ﾐﾅｶﾜ ﾀｸﾐ 茨　城

4 3 332 寺島　凛空 石岡 19.48 391 4 6 96 皆川　拓巳 土浦五 18.51 476
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾊﾙ 茨　城

5 5 95 松本　竜春 土浦五 20.06 344

凡例  DNS:欠場



男子四種競技(男子) 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 09:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗｼﾏ ﾘｸ 茨　城

1 6 332 寺島　凛空 石岡
ﾄｸﾓﾘ ｵｳｶﾞ 茨　城

2 3 658 德守　央駕 結城
ﾀｹﾑﾗ ｺｳｾｲ 茨　城

3 4 72 竹村　光晴 土浦四
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾊﾙ 茨　城

4 9 95 松本　竜春 土浦五
ﾐﾅｶﾜ ﾀｸﾐ 茨　城

5 2 96 皆川　拓巳 土浦五
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾝ 茨　城

6 8 7091 飯島　　晏 谷田部
ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨　城

7 1 4067 前田翔太郎 常澄
ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 茨　城

8 5 146 金澤　　匠 水戸五
ｲｲﾀﾞ ﾋﾅﾀ 茨　城

9 7 652 飯田　陽向 結城

1回目 2回目 3回目 記録 得点

10m82 10m78 9m37 10m82 535

× × 9m82 9m82 475

8m32 9m56 9m23 9m56 459

8m76 8m47 9m08 9m08 431

7m23 8m46 8m05 8m46 394

7m01 7m81 8m33 8m33 386

6m75 7m30 8m17 8m17 376

8m04 7m08 8m09 8m09

333

372

7m38 7m43 7m38 7m43

凡例  DNS:欠場



男子四種競技(男子) 走高跳
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 12:00  1組

ﾀｹﾑﾗ ｺｳｾｲ 茨　城 － － － － － － － ○

1 6 72 竹村　光晴 土浦四 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × 1m74 577

ﾄｸﾓﾘ ｵｳｶﾞ 茨　城 － － － － × ○ ○ ○ × ○

2 5 658 德守　央駕 結城 ○ × × × 1m59 457

ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨　城 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

3 4 4067 前田翔太郎 常澄 × × × 1m56 434

ｲｲｼﾞﾏ ｱﾝ 茨　城 － － － － ○ × ○ × × ○ × × ×

4 3 7091 飯島　　晏 谷田部 1m53 411

ﾐﾅｶﾜ ﾀｸﾐ 茨　城 － － － ○ ○ × × ○ × × ×

5 9 96 皆川　拓巳 土浦五 1m50 389

ｲｲﾀﾞ ﾋﾅﾀ 茨　城 ○ ○ × ○ ○ × × ×

6 2 652 飯田　陽向 結城 1m40 317

ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 茨　城 ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

7 7 146 金澤　　匠 水戸五 1m40 317

ﾃﾗｼﾏ ﾘｸ 茨　城 ○ ○ ○ × × ×

8 8 332 寺島　凛空 石岡 1m35 283

ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾊﾙ 茨　城 － － － × × ×

1 95 松本　竜春 土浦五 0 NM

1m56
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m45

1m71

1m50

1m74

1m53

1m77

1m30

1m62

1m35

1m65

1m40

1m68
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

1m59

凡例  DNS:欠場



男子四種競技(男子) 400m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 16:05 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗｼﾏ ﾘｸ 茨　城

1 3 332 寺島　凛空 石岡 55.93 562
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾊﾙ 茨　城

2 2 95 松本　竜春 土浦五 58.21 476
ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨　城

3 8 4067 前田翔太郎 常澄 58.60 462
ﾄｸﾓﾘ ｵｳｶﾞ 茨　城

4 4 658 德守　央駕 結城 58.84 454
ﾐﾅｶﾜ ﾀｸﾐ 茨　城

5 6 96 皆川　拓巳 土浦五 58.86 453
ｲｲﾀﾞ ﾋﾅﾀ 茨　城

6 1 652 飯田　陽向 結城 59.06 446
ﾀｹﾑﾗ ｺｳｾｲ 茨　城

7 5 72 竹村　光晴 土浦四 59.97 414
ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 茨　城

8 9 146 金澤　　匠 水戸五 1:00.07 411
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾝ 茨　城

9 7 7091 飯島　　晏 谷田部 1:01.12 376

凡例  DNS:欠場



中学1年女子100m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 11:30 予　選

10月26日 12:55 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:+6.0) 2組 (風:+4.1)

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

ﾐﾔﾁ ｱﾔﾉ 茨　城 ﾆｼｵ ﾐﾗｲ 茨　城

1 5 432 宮地　綾乃 笠原 12.85 q 1 7 3853 西尾　美来 美野里 13.38 q
ｶﾐﾔ ﾁｻﾄ 茨　城 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 茨　城

2 8 8855 神谷　知里 学園の森 13.48 2 6 501 鈴木　ハナ 下館南 13.42 q
ﾀｶﾎｼｱｼﾞｭﾅ 茨　城 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱﾔﾉ 茨　城

3 3 875 高星亜珠奈 茨城キリスト 13.55 3 9 653 和泉田彩乃 結城 13.44
ｲｲﾀｹ ｱﾔ 茨　城 ﾄﾑﾛ  ｱｵｲ 茨　城

4 4 972 飯竹　　彩 土浦一 13.60 4 8 4411 戸室　　葵 東海南 13.60
ｲﾏﾊｼ ｱｵｲ 茨　城 ﾆｼﾔﾏ ﾘｵﾝ 茨　城

5 2 470 今橋あおい 助川 13.84 5 5 5851 西山　莉央 日立一附属 13.70
ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾐ 茨　城 ﾊﾀﾔﾏ ﾐｸ 茨　城

6 7 7441 大久保美瞳 明野 13.84 6 4 110 畑山　美空 水戸四 13.79
ｵｵﾔﾏ ﾊﾅ 茨　城 ｸﾗﾓﾁ ｱｵｲ 茨　城

7 1 6949 大山　　華 竹園東 13.90 7 3 2082 倉持　　葵 下妻 13.97
ﾉｸﾞﾁ ｼﾎ 茨　城 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾐｸ 茨　城

8 9 5552 野口　紫穂 神栖一 14.14 8 2 6520 兵藤　実紅 竹来 14.05
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ 茨　城

9 6 6578 渡辺リリカ 牛久南 14.22

3組 (風:+5.3) 4組 (風:+3.7)

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

ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｶ 茨　城 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾉﾝ 茨　城

1 5 4409 五十嵐優香 東海 13.34 q 1 3 7411 山口　遥音 関城 13.47
ﾂﾁﾊｼ ﾜｶﾅ 茨　城 ﾇﾏｻﾞｷ ｻﾗ 茨　城

2 8 6964 土橋　和奏 並木 13.44 q 2 6 6420 沼崎　彩良 かわち学園 13.63
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ 茨　城 ｸﾗﾓﾁ ｱﾝﾘ 茨　城

3 2 302 原田　真希 双葉台 13.48 3 2 8041 倉持　杏浬 猿島 13.79
ﾅﾏｲｻﾞﾜ ｻｴ 茨　城 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ 茨　城

4 3 5881 生井澤彩瑛 牛堀 13.58 4 5 3710 松本　唯菜 明光 13.82
ﾒｻﾞｷ ｻﾅ 茨　城 ｲﾑﾛ ｱｵｲ 茨　城

5 9 577 目崎　桜菜 大久保 13.71 5 9 8646 伊室　　碧 城ノ内 13.85
ｶﾐﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ 茨　城 ｻｶﾓﾄ ｱｲﾘ 茨　城

6 7 654 神永　日向 結城 13.79 6 7 6151 坂本　愛莉 美浦 13.91
ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 茨　城 ｻｶﾓﾄ ﾕﾒ 茨　城

7 6 8641 中村　　渚 城ノ内 13.80 7 8 6515 坂本　有萌 竹来 14.27
ｺﾞﾄｳ ﾙﾅ 茨　城 ｳﾝﾉ ﾉｿﾞﾐ 茨　城

8 4 3546 後藤　琉奈 岩井 13.86 4 4501 叶野　望美 那珂三 DNS

5組 (風:+5.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾏﾂｻﾞｷ ヒｲﾛ 茨　城

1 9 5371 小松崎妃紅 鉾田南 13.19 q
ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 茨　城

2 6 8645 野口　陽向 城ノ内 13.22 q
ﾆﾋﾗ ﾘｵﾝ 茨　城

3 4 4502 仁衡　理音 那珂三 13.43 q
ｱﾗｲ ﾙｶ 茨　城

4 7 8134 新井　るか 総和南 13.54
ｸﾛﾀﾞ ｺｺﾊ 茨　城

5 5 8 黒田　心羽 土浦二 13.65
ｶﾄｳ ﾙﾅ 茨　城

6 8 2438 加藤　瑠菜 瑞竜 13.82
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 茨　城

7 3 386 塩澤　優杏 茨城 14.17
ｽﾀﾞ ｶﾚﾝ 茨　城

2 748 須田　花怜 結城東 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年女子100m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 11:30 予　選

10月26日 12:55 決　勝

決　勝　

(風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾁ ｱﾔﾉ 茨　城

1 5 432 宮地　綾乃 笠原 13.28
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｶ 茨　城

2 6 4409 五十嵐優香 東海 13.63
ｺﾏﾂｻﾞｷ ヒｲﾛ 茨　城

3 4 5371 小松崎妃紅 鉾田南 13.64
ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 茨　城

4 8 501 鈴木　ハナ 下館南 13.79
ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 茨　城

5 7 8645 野口　陽向 城ノ内 13.84
ﾆｼｵ ﾐﾗｲ 茨　城

6 9 3853 西尾　美来 美野里 13.87
ﾂﾁﾊｼ ﾜｶﾅ 茨　城

7 3 6964 土橋　和奏 並木 13.90
ﾆﾋﾗ ﾘｵﾝ 茨　城

8 2 4502 仁衡　理音 那珂三 14.04

凡例  DNS:欠場



中学2年女子100m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 11:05 予　選

10月26日 13:05 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+5.3) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵﾀﾆ ﾉﾘｶ 茨　城 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾘ 茨　城

1 6 76 大谷　紀花 水戸三 13.48 q 1 6 360 藤田　樹里 茨大附属 13.12 q
ｶﾈｺ ﾏﾎ 茨　城 ｻｶﾓﾄ ﾘｵ 茨　城

2 8 8042 金子　眞歩 猿島 13.51 q 2 3 6484 坂本　梨緒 東 13.20 q
ｵｷﾞﾂ ﾐｻｷ 茨　城 ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ 茨　城

3 4 4840 荻津　未咲 金砂郷 13.56 3 9 961 宮本あかり 土浦一 13.36 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｱ 茨　城 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ 茨　城

4 1 7443 小林　姫葵 明野 13.89 4 7 6544 小松﨑理子 下根 13.50 q
ｺｲﾌﾞﾁ ｾﾅ 茨　城 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 茨　城

5 3 271 鯉渕　千愛 見川 13.98 5 2 3212 田村　優奈 稲田 13.77
ｻｶｲﾋﾅﾀ 茨　城 ｲﾄｳ ﾊﾅﾋﾞ 茨　城

6 9 6938 坂井ひなた 竹園東 13.98 6 5 2881 伊藤　花姫 中郷 13.86
ﾃﾗｳﾁ ﾐｳ 茨　城 ｼﾞﾝﾉ ｱｶﾘ 茨　城

7 7 6961 寺内　美羽 並木 14.03 7 4 502 仁野あかり 下館南 14.05
ｱｲｻﾞﾜ ｿﾅ 茨　城 ﾆｼﾑﾛ ﾕﾘｱ 茨　城

8 5 2536 相澤　天音 勝田一 14.12 8 8 2549 西室友里愛 勝田一 14.58
ｵｵｿﾞﾉ ｱﾅﾐ 茨　城

2 7337 大園　亜波 手代木 DQ,FS

3組 (風:+4.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳｻﾐ ﾉｱ 茨　城

1 9 423 宇佐美乃彩 笠原 12.70 q
ﾖﾈﾏｽ ｻｸﾗ 茨　城

2 5 6542 米桝さくら 下根 13.32 q
ｺｳﾔ ﾘﾝ 茨　城

3 7 4406 髙野　　綾 東海 13.81
ｲｼﾂｶ ﾕｳﾅ 茨　城

4 4 6980 石塚　友菜 並木 13.86
ｸﾛｻﾜ ｱﾔﾅ 茨　城

5 3 2541 黒澤　文菜 勝田一 14.01
ﾔﾏｳﾁ ﾕｳ 茨　城

6 2 453 山内　　優 助川 14.05
ｻｸﾏ ﾘﾘ 茨　城

7 8 6200 佐久間莉里 阿見 14.22
ｱｻﾉ ｾﾅ 茨　城

8 6 4238 浅野　世奈 岩瀬西 14.24

決　勝　

(風:-3.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｻﾐ ﾉｱ 茨　城

1 6 423 宇佐美乃彩 笠原 13.33
ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾘ 茨　城

2 4 360 藤田　樹里 茨大附属 13.71
ﾖﾈﾏｽ ｻｸﾗ 茨　城

3 7 6542 米桝さくら 下根 13.73
ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ 茨　城

4 9 961 宮本あかり 土浦一 13.76
ｻｶﾓﾄ ﾘｵ 茨　城

5 5 6484 坂本　梨緒 東 13.98
ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ 茨　城

6 2 6544 小松﨑理子 下根 14.03
ｶﾈｺ ﾏﾎ 茨　城

7 3 8042 金子　眞歩 猿島 14.13
ｵｵﾀﾆ ﾉﾘｶ 茨　城

8 8 76 大谷　紀花 水戸三 14.20

凡例  DNS:欠場



中学共通女子200m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 10:35 予　選

10月26日 13:20 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 (風:+6.0) 2組 (風:+4.6)

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

ﾖｺｾ ｱﾘｻ 茨　城 ｱｲﾀﾞ ﾙﾅ 茨　城

1 7 8223 横瀬　光咲 守谷 28.35 q 1 5 72 會田　瑠夏 水戸三 27.49 q
ﾊﾅﾜ ﾏﾅ 茨　城 ｶﾝﾊﾞﾗ ｱｻﾋ 茨　城

2 6 294 塙　　麻菜 見川 28.70 q 2 8 4422 神原あさひ 東海南 28.66 q
ﾏｷﾉ ｼｭﾘ 茨　城 ﾅﾐｷ ｱｽﾞｻ 茨　城

3 5 964 牧野　朱莉 土浦一 28.76 q 3 6 8039 並木あずさ 三和 28.86
ｻﾄｳ ｱﾔｻ 茨　城 ｶﾜﾏﾀ ｱｲ 茨　城

4 9 844 佐藤　礼紗 滑川 29.93 4 3 2546 川俣　阿惟 勝田一 29.31
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 茨　城 ﾀｸﾐ ﾘｶ 茨　城

5 8 162 佐藤　　遥 緑岡 30.14 5 9 8479 宅美　璃香 谷田部東 29.75
ｵｵﾓﾘ ﾏﾅ 茨　城 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｱ 茨　城

6 3 17 大森　真菜 千波 30.44 6 4 6516 半田　結愛 竹来 29.79
ﾑﾗﾔﾏ ﾘﾅ 茨　城 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｽｽﾞｶ 茨　城

7 2 8659 村山　莉奈 城ノ内 30.44 7 7 8656 松原　鈴華 城ノ内 30.05
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ 茨　城 ﾀﾃｲｼﾕﾂﾞｷ 茨　城

4 7922 池田　優花 総和 DNS 8 2 873 立石　結月 茨城キリスト 30.22

3組 (風:+6.0) 4組 (風:+3.3)

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

ｲﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾞ 茨　城 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾕｳｷ 茨　城

1 7 8476 岩淵　　涼 谷田部東 27.98 q 1 5 541 兜森　友希 多賀 28.07 q
ｼｲﾅ ﾘﾝｶ 茨　城 ｽﾄﾞｳ ﾊﾔｶ 茨　城

2 5 4846 椎名　凛花 金砂郷 28.97 2 7 6 須藤　颯香 土浦二 28.43 q
ｲｼﾂｶ ﾕｳｷ 茨　城 ｼﾓｻｶ ﾐｵ 茨　城

3 8 8035 石塚　優姫 三和 29.15 3 2 8621 下坂　美桜 中根台 29.46
ﾐﾀﾃﾞﾗ ｱﾐ 茨　城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾗ 茨　城

4 6 4444 三田寺愛実 那珂一 29.27 4 3 8095 渡邊　澪羅 境一 29.93
ｻｶﾓﾄ ﾙｲ 茨　城 ﾌｶｻﾜ ﾕﾘ 茨　城

5 3 334 坂本　流唯 茨大附属 29.36 5 4 4158 深澤　結里 友部 30.45
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 茨　城 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾎ 茨　城

6 9 6642 山口　有希 霞ヶ浦 29.40 6 6 160 原田　里帆 緑岡 30.59
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂﾐ 茨　城 ｳﾂﾐ ﾓｴ 茨　城

7 4 6555 渡邊　夏心 下根 29.68 7 8 245 内海　　萌 赤塚 30.91
ｸﾎﾞﾀ ﾒｲ 茨　城 ｻｶﾀ ﾐﾁﾙ 茨　城

8 2 8851 久保田萌生 学園の森 29.77 9 8651 坂田みちる 城ノ内 DNS

決　勝　

(風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｲﾀﾞ ﾙﾅ 茨　城

1 4 72 會田　瑠夏 水戸三 27.17
ｲﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾞ 茨　城

2 6 8476 岩淵　　涼 谷田部東 27.99
ﾖｺｾ ｱﾘｻ 茨　城

3 5 8223 横瀬　光咲 守谷 28.01
ｽﾄﾞｳ ﾊﾔｶ 茨　城

4 9 6 須藤　颯香 土浦二 28.22
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾕｳｷ 茨　城

5 7 541 兜森　友希 多賀 28.30
ﾏｷﾉ ｼｭﾘ 茨　城

6 3 964 牧野　朱莉 土浦一 28.72
ﾊﾅﾜ ﾏﾅ 茨　城

7 2 294 塙　　麻菜 見川 28.76
ｶﾝﾊﾞﾗ ｱｻﾋ 茨　城

8 8 4422 神原あさひ 東海南 29.10

凡例  DNS:欠場



中学共通女子800m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 11:20 予　選

10月26日 13:45 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾏﾀﾞ ﾅﾅ 茨　城 ｶﾘｳﾗ ﾅﾅﾐ 茨　城

1 4 2884 嶋田　菜那 中郷 2:26.09 q 1 8 5581 狩浦菜々実 神栖二 2:24.33 q
ﾋﾛｾ ﾕﾂﾞｷ 茨　城 ｻｲﾄｳ ﾋﾊﾞﾘ 茨　城

2 3 7550 廣瀨　優月 大和 2:27.22 q 2 2 4191 齋藤ひばり 岩間 2:28.26 q
ｲｼﾊﾞｼ ｱｵｲ 茨　城 茨　城

3 5 957 石橋　　碧 平磯 2:31.16 3 3 2701 二反田瑞希 高萩 2:30.14
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾒｲ 茨　城 ｼｲﾅ 茨　城

4 7 7712 萩原　芽生 八千代東 2:34.65 4 7 517 椎名　優衣 駒王 2:34.75
ｲｻﾞﾜ ｻﾗｻ 茨　城 ﾈﾓﾄ ﾋﾖﾘ 茨　城

5 8 4151 井澤　更紗 友部 2:35.16 5 5 22 根本　陽由 土浦三 2:37.32
ｱｲﾀ ｺｺﾛ 茨　城 ﾆｼｶﾞﾐ ｷｮｳｶ 茨　城

6 1 2941 會田こころ 華川 2:35.24 6 1 6546 西上　京花 下根 2:37.36
ﾊﾆｭｳ ﾕｽﾞ 茨　城 ｼﾝﾎﾞ ｱﾕﾐ 茨　城

7 2 5582 羽生　ゆず 神栖二 2:35.52 7 6 7571 新保　歩未 協和 2:39.97
ﾃﾗﾀ ﾐﾗｸ 茨　城 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｺ 茨　城

8 9 6949 寺田　美楽 竹園東 2:38.09 8 9 3867 前田優希子 美野里 2:44.41
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 茨　城 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ 茨　城

9 6 6543 大林　瑞季 下根 2:50.46 4 8100 秋元奈々美 境一 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾜｻｷ ｾｲﾅ 茨　城 ﾀｶﾑﾗ 茨　城

1 2 7692 川﨑　聖奈 八千代一 2:28.35 q 1 7 4659 高村　稜花 山方 2:28.78 q
ｺｲｹ ｱﾝﾘ 茨　城 ｽｽﾞｷ ｻｻ 茨　城

2 3 602 小池　杏莉 泉丘 2:30.83 2 9 2883 鈴木　咲々 中郷 2:32.42
ｶｽﾔ ﾐｻｷ 茨　城 ｲｼﾓﾘ ﾐｳ 茨　城

3 4 5761 粕谷　美咲 神栖四 2:31.13 3 5 2912 石森　美夢 磯原 2:33.92
ﾃﾗﾀ ﾐﾗｲ 茨　城 ﾐﾅｶﾜ ﾏｵ 茨　城

4 8 6957 寺田　美来 竹園東 2:33.64 4 2 5642 皆川　真緒 波崎一 2:34.03
ｽﾐﾉ ｺﾊﾙ 茨　城 ﾀﾞｲｷｭｳ ﾊﾙｶ 茨　城

5 6 425 住野　心春 笠原 2:37.25 5 4 2604 大給　春花 勝田三 2:35.03
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 茨　城 ｱﾗﾓﾘ ﾋﾅ 茨　城

6 7 4848 小林　　和 金砂郷 2:38.01 6 8 113 荒森　陽菜 土浦六 2:36.77
ﾔﾀﾍﾞ ｱｲﾘ 茨　城 ﾏｴﾀﾞ ｾﾘ 茨　城

7 1 2699 矢田部愛里 田彦 2:38.06 7 3 789 前田　世莉 河原子 2:41.72
ﾅｶﾉ ﾙｼｱ 茨　城 ｲｲｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 茨　城

8 9 4924 中野琉詞杏 里美 2:38.07 8 6 7771 飯島　和奏 石下 2:43.06
ﾄﾖｼﾏ ﾕｽﾞﾅ 茨　城

9 5 8617 豊島　優沙 中根台 2:43.01

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾄｳ ｱｲ 茨　城 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 茨　城

1 7 3868 伊藤　　愛 美野里 2:29.50 q 1 7 2882 鈴木　凜皇 中郷 2:27.66 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 茨　城 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｶﾈ 茨　城

2 3 7447 中澤　弥月 明野 2:31.06 2 9 2597 冨永明歌音 勝田三 2:29.93
ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 茨　城 ｼﾐｽﾞ ﾐﾕｷ 茨　城

3 9 576 吉澤菜奈美 大久保 2:32.61 3 6 4268 清水　美雪 岩瀬東 2:34.50
ﾜﾀﾞ ﾏｵ 茨　城 ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ 茨　城

4 5 6266 和田　真旺 牛久一 2:33.41 4 4 6580 橋本　翔琳 牛久南 2:35.34
ｺｽｹﾞ ﾏｼﾛ 茨　城 ﾅﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ 茨　城

5 6 2227 小菅　真白 水海道西 2:35.13 5 5 5222 成田　　紬 十王 2:36.72
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾙﾐ 茨　城 ｱｻﾋ ﾐﾂｷ 茨　城

6 8 8286 安藤　成美 並木中等 2:35.76 6 3 3794 旭　　実月 小川南 2:37.23
ﾊｷﾞﾔ ﾕｳﾅ 茨　城 ｺｲｹ ﾋﾅﾀ 茨　城

7 4 4402 萩谷　優菜 東海 2:37.55 7 2 503 古池　陽葵 下館南 2:37.46
ｶﾄｳ ﾘｵﾝ 茨　城 ﾎｼﾉ ﾏﾅﾐ 茨　城

2 5221 加藤　凛音 十王 DNS 8 6656 星野　愛美 霞ヶ浦 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子800m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 11:20 予　選

10月26日 13:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾏﾀﾞ ﾅﾅ 茨　城

1 6 2884 嶋田　菜那 中郷 2:25.19
ｽｽﾞｷ ﾘｵ 茨　城

2 4 2882 鈴木　凜皇 中郷 2:25.23
ｶﾜｻｷ ｾｲﾅ 茨　城

3 8 7692 川﨑　聖奈 八千代一 2:26.04
ﾀｶﾑﾗ 茨　城

4 2 4659 高村　稜花 山方 2:27.05
ｲﾄｳ ｱｲ 茨　城

5 3 3868 伊藤　　愛 美野里 2:28.33
ｻｲﾄｳ ﾋﾊﾞﾘ 茨　城

6 9 4191 齋藤ひばり 岩間 2:29.23
ｶﾘｳﾗ ﾅﾅﾐ 茨　城

7 5 5581 狩浦菜々実 神栖二 2:30.42
ﾋﾛｾ ﾕﾂﾞｷ 茨　城

8 7 7550 廣瀨　優月 大和 2:30.55

凡例  DNS:欠場



中学共通女子1500m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞﾊ 茨　城 ﾎｼﾉ ﾘｱﾗ 茨　城

1 10 2913 山形　一華 磯原 4:52.07 1 11 504 星野　麗桜 下館南 4:59.96
ｵｵｺｼ ﾕｲ 茨　城 ﾊﾅﾜ 茨　城

2 7 3859 大越　優衣 美野里 5:06.03 2 2 823 塙　　紅碧 台原 5:04.16
ﾄｯﾄﾘ ｻﾖ 茨　城 ｼﾏﾀﾞ ｱﾝ 茨　城

3 11 8761 鳥取　咲世 春日学園 5:09.83 3 13 3861 島田　　杏 美野里 5:04.58
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾘ 茨　城 ﾎｼｶﾜ ﾙﾅ 茨　城

4 14 4408 小林　美里 東海 5:10.49 4 7 2885 星川　月菜 中郷 5:05.65
ﾓﾘ ﾅﾅﾐ 茨　城 ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 茨　城

5 5 2651 森　　七海 大島 5:15.30 5 9 4006 佐藤　七海 大洗一 5:07.77
ｻｸﾗｲ ﾅﾅｵ 茨　城 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝ 茨　城

6 3 3331 櫻井　七緒 取手二 5:15.65 6 5 5583 長谷川鈴音 神栖二 5:15.16
ﾏｴｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ 茨　城 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ 茨　城

7 13 431 前澤　千晴 笠原 5:16.52 7 10 843 鈴木　綾乃 滑川 5:20.73
ｽﾐﾔ ｼﾞｭﾝ 茨　城 ｻｻｼﾞﾏ 茨　城

8 2 2542 住谷じゅん 勝田一 5:18.16 8 1 41 笹島　優花 水戸二 5:21.46
ｾﾄ 茨　城 ﾌｼﾞｼﾛ ｿﾗ 茨　城

9 1 2702 瀬戸　櫻子 高萩 5:23.30 9 8 7987 藤城　　空 五霞 5:25.77
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ 茨　城 ﾌｸｼﾏ ｱﾔｶ 茨　城

10 4 7741 小林　彩乃 千代川 5:23.43 10 6 18 福島　彩加 千波 5:28.53
ｺﾞﾄｳ ﾘｺ 茨　城 ﾓﾉｲ ﾋﾒｱ 茨　城

11 12 8140 後藤　璃胡 総和南 5:26.87 11 12 4405 物井　姫愛 東海 5:29.83
ﾔﾀﾍﾞ ｲｵﾅ 茨　城 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 茨　城

12 9 96 矢田部依央菜 水戸四 5:31.40 12 4 8655 中村　翔彩 城ノ内 5:38.79
ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 茨　城 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾉｶ 茨　城

13 8 2102 鈴木　心結 下妻東部 5:32.78 13 3 7693 中山　暖香 八千代一 5:43.42
ｻｶｲ ﾏｵ 茨　城

14 6 3033 酒井　麻緒 関本 5:35.47

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｽｲ ﾊﾙﾅ 茨　城 ﾔﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞﾊ 茨　城

1 11 4424 舛井　遥南 東海南 4:58.11 1 2913 山形　一華 磯原 4:52.07
ｶﾅｶﾞﾜ ｺｺﾅ 茨　城 ﾏｽｲ ﾊﾙﾅ 茨　城

2 12 505 神奈川心菜 下館南 5:05.96 2 4424 舛井　遥南 東海南 4:58.11
ｺﾏﾂ ﾐﾅ 茨　城 ﾎｼﾉ ﾘｱﾗ 茨　城

3 1 2942 小松　未奈 華川 5:06.77 3 504 星野　麗桜 下館南 4:59.96
ｵｶ ｻﾕｷ 茨　城 ﾊﾅﾜ 茨　城

4 7 4291 岡　　彩倖 友部二 5:08.05 4 823 塙　　紅碧 台原 5:04.16
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ 茨　城 ｼﾏﾀﾞ ｱﾝ 茨　城

5 10 2732 山口　愛菜 松岡 5:08.59 5 3861 島田　　杏 美野里 5:04.58
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 茨　城 ﾎｼｶﾜ ﾙﾅ 茨　城

6 9 3862 金子　春那 美野里 5:19.94 6 2885 星川　月菜 中郷 5:05.65
ｴﾊﾞﾀ ﾕｲ 茨　城 ｶﾅｶﾞﾜ ｺｺﾅ 茨　城

7 4 4148 江幡　結衣 友部 5:20.33 7 505 神奈川心菜 下館南 5:05.96
ﾀｶｽｷﾞ ﾕﾅ 茨　城 ｵｵｺｼ ﾕｲ 茨　城

8 13 109 高杉　悠菜 水戸四 5:20.45 8 3859 大越　優衣 美野里 5:06.03
ﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 茨　城

9 2 8405 矢崎　遥菜 御所ヶ丘 5:21.74
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 茨　城

10 8 8211 高橋　優愛 三和東 5:26.80
ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾕﾒｶ 茨　城

11 6 2914 櫻澤　夢花 磯原 5:27.51
ｲｲﾑﾗ ﾐｸ 茨　城

12 5 7570 飯村　未来 協和 5:36.39
ｱｸﾂ ﾊﾙｶ 茨　城

13 3 4847 圷　　花夏 金砂郷 5:41.96

凡例  DNS:欠場



中学共通女子100mH(0.762m)
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 12:35 予　選

10月26日 14:00 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-2.7) 2組 (風:-2.4)

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

ﾖｺﾔﾏ ﾕｲﾅ 茨　城 ｵﾁｱｲ ﾊﾅ 茨　城

1 5 6545 横山　結奈 下根 16.74 q 1 2 8098 落合　晴凪 境一 16.84 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｲ 茨　城 ｱｷﾀ ﾐｵｳ 茨　城

2 7 8619 宮川　明依 中根台 17.39 2 6 8653 秋田　美桜 城ノ内 16.85
ｻｶｲ ﾅﾅ 茨　城 ｷｮｳﾉ ｱｲﾘ 茨　城

3 3 4 酒井　那菜 土浦二 17.45 3 5 4923 興野　愛理 里美 17.49
ｺﾑﾗ ﾘﾝ 茨　城 ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ 茨　城

4 4 7989 小村　　凛 五霞 17.90 4 4 7691 中村　心音 八千代一 18.10
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ 茨　城 ﾋﾗｲ ﾐｸ 茨　城

5 6 8034 松本　優花 三和 18.03 5 1 6560 平井　未来 下根 18.65
ｸﾗﾀ ﾅﾂｶ 茨　城 ﾏﾂﾇﾏ ﾅﾅｾ 茨　城

6 8 289 倉田　捺可 見川 18.25 6 8 8809 松沼菜々瀬 古河中等 18.82
ﾔﾊﾞﾀ ﾙﾅ 茨　城 ｾｷｶﾜ ｳﾀﾉ 茨　城

7 9 114 谷畑　瑠南 土浦六 18.50 7 7 140 関川　詩乃 水戸五 19.72
ﾀｷｶﾞﾜ ﾕﾅ 茨　城 ｵｶﾓﾄ ｻﾔ 茨　城

8 1 8776 滝川　優奈 春日学園 18.60 8 9 6579 岡本　紗弥 牛久南 22.15
ｵｵﾉ ｻﾅ 茨　城 ﾂｸｲ ﾊﾙｶ 茨　城

9 2 842 大野　紗奈 滑川 19.55 3 963 津久井遥香 土浦一 DNS

3組 (風:-1.9) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾅﾊﾞ ﾙｶ 茨　城 ｸﾛｶﾜ ﾘﾅ 茨　城

1 6 651 稲葉　るか 結城 16.45 q 1 8 8036 黒川　莉那 三和 15.99 q
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅｶ 茨　城 ｵｲｶﾜ ｺｺﾛ 茨　城

2 7 6184 福島　花楓 阿見 16.74 q 2 2 2632 及川　心暖 佐野 16.41 q
ｶﾜｻｷ ｺﾅﾂ 茨　城 ｴﾋﾞﾂﾎﾞ ｱﾝﾅ 茨　城

3 4 4401 川﨑　小夏 東海 17.58 3 9 8473 海老坪杏那 谷田部東 17.01
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｵ 茨　城 ﾈﾓﾄ ｱｵｲ 茨　城

4 5 6624 蛯原　舞桜 高崎 18.17 4 3 6652 根本　葵衣 霞ヶ浦 17.07
ｳﾒﾀﾞ ﾅﾅﾐ 茨　城 ｵｵﾓﾘ ﾅﾎ 茨　城

5 2 7081 梅田ななみ 谷田部 18.32 5 5 2915 大森　菜穂 磯原 18.14
ﾅｶﾞｻﾜ ﾌｳｶ 茨　城 ｿﾒﾔ ﾅﾅﾐ 茨　城

6 1 241 長澤ふうか 古河二 18.54 6 7 962 染谷菜々美 土浦一 18.29
ｲﾁﾑﾗ ﾕｳｶ 茨　城 ｷｸﾁ ﾉｱ 茨　城

7 9 8650 市村　夕佳 城ノ内 18.86 7 4 8094 菊池　愛彩 境一 18.63
ﾀｹﾀﾞ ﾙﾅ 茨　城 ｵｲｶﾜ ｲｽﾞﾐ 茨　城

8 8 4155 武田　琉那 友部 19.15 8 6 7924 及川　依純 総和 18.63
ﾏﾂﾔﾏ ﾚｲﾅ 茨　城 ﾜﾀﾞ ﾋﾄﾐ 茨　城

9 3 542 松山　令奈 多賀 19.54 9 1 333 和田　瞳実 石岡 19.01

5組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾏﾀﾞ ﾕｲｶ 茨　城

1 4 5223 島田　結花 十王 16.48 q
ﾀｶﾉｸﾗ ｱﾐ 茨　城

2 8 93 高野倉愛弓 水戸四 16.80 q
ｲﾄｳ ﾀﾏｷ 茨　城

3 3 243 伊藤　環希 古河二 17.33
ﾆｼｵ ﾕｳｶ 茨　城

4 7 323 西尾　侑花 石岡 18.05
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｱ 茨　城

5 6 8037 中村友里杏 三和 18.55
ﾊﾔｼ ﾐｸ 茨　城

6 5 9 林　　美久 土浦二 18.62
ﾀﾝﾀﾞ ｱﾕｶ 茨　城

7 2 8768 反田　歩花 春日学園 19.24
ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ 茨　城

8 9 6557 千葉　彩華 下根 19.51

凡例  DNS:欠場



中学共通女子100mH(0.762m)
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 12:35 予　選

10月26日 14:00 決　勝

決　勝　

(風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾛｶﾜ ﾘﾅ 茨　城

1 6 8036 黒川　莉那 三和 16.03
ｲﾅﾊﾞ ﾙｶ 茨　城

2 7 651 稲葉　るか 結城 16.20
ﾖｺﾔﾏ ﾕｲﾅ 茨　城

3 9 6545 横山　結奈 下根 16.22
ｵﾁｱｲ ﾊﾅ 茨　城

4 2 8098 落合　晴凪 境一 16.58
ｼﾏﾀﾞ ﾕｲｶ 茨　城

5 4 5223 島田　結花 十王 16.60
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅｶ 茨　城

6 8 6184 福島　花楓 阿見 16.62
ﾀｶﾉｸﾗ ｱﾐ 茨　城

7 3 93 高野倉愛弓 水戸四 16.66
ｵｲｶﾜ ｺｺﾛ 茨　城

5 2632 及川　心暖 佐野 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子4X100mR
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 2組
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 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 東海 4405 物井　姫愛 ﾓﾉｲ ﾋﾒｱ 53.51 1 5 水戸三 75 田中　唯愛 ﾀﾅｶ ﾕｱ 54.13
4409 五十嵐優香 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｶ 63 鈴木　千日 ｽｽﾞｷ ﾁｶ
4406 髙野　　綾 ｺｳﾔ ﾘﾝ 77 宮田　侑來 ﾐﾔﾀ ﾕﾗ
4401 川﨑　小夏 ｶﾜｻｷ ｺﾅﾂ 85 河又　美涼 ｶﾜﾏﾀ ﾐｽｽﾞ

2 8 並木 6983 大山　乃愛 ｵｵﾔﾏ ﾉｱ 53.99 2 2 古河中等 8792 大里明日華 ｵｵｻﾄ ｱｽｶ 54.34
6980 石塚　友菜 ｲｼﾂｶ ﾕｳﾅ 8817 廣瀬　寧々 ﾋﾛｾ ﾈﾈ
6988 増井　智咲 8819 児矢野夏海 ｺﾔﾉ ﾅﾂﾐ
6964 土橋　和奏 8814 岡部　青空 ｵｶﾍﾞ ｿﾗ

3 7 北・常北 3004 山崎　七海 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 55.86 3 4 手代木 7324 櫻井　万里 ｻｸﾗｲ ﾏﾘ 55.01
3006 庄司さくら ｼｮｳｼﾞ ｻｸﾗ 7323 近藤　彩羽 ｺﾝﾄﾞｳ ｲﾛﾊ
3001 岩渕　衣里 ｲﾜﾌﾞﾁ ｴﾘ 7335 稲見　真有 ｲﾅﾐ ﾏﾕ
3002 渡邊　莉央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 7337 大園　亜波 ｵｵｿﾞﾉ ｱﾅﾐ

4 6 大島 2642 藤﨑　絢巳 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾔﾐ 56.40 4 3 平磯 951 富岡沙友里 55.91
2644 塙　美衣奈 ﾊﾅﾜ ﾐｲﾅ 952 渡邉　良菜
2641 市毛　悠愛 ｲﾁｹﾞ ﾕｱ 953 瀧田ひより
2646 横須賀美桜 ﾖｺｽｶ ﾐｵ 955 石橋　侑奈

5 5 並木中等 8281 神山　結衣 56.62 5 6 東 6501 桃　　優心 ﾓﾓ ｺｺﾛ 56.63
8310 長沼　佳依 6483 方波見朱姫 ｶﾀﾊﾞﾐ ｱﾔﾒ
8307 野口　莉奈 6502 細田ひなた ﾎｿﾀﾞ ﾋﾅﾀ
8303 杉山　奈子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅｺ 6484 坂本　梨緒 ｻｶﾓﾄ ﾘｵ

6 3 大久保 584 西　　珠希 ﾆｼ ﾀﾏｷ 1:00.78 6 8 三和北 8164 小林　綾華 58.05
577 目崎　桜菜 ﾒｻﾞｷ ｻﾅ 8166 栗山　夏凜
588 黒澤　道乃 ｸﾛｻﾜ ﾐﾁﾉ 8167 岡﨑　　楓
592 佐藤　玲菜 ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 8163 片野　彩夏

2 内原 DNS 7 7 勝田二 2566 天海　咲南 ｱﾏｶﾞｲ ｻﾅ 58.33
2570 神長歩乃果 ｶﾐﾅｶﾞ ﾎﾉｶ
2571 益子　桜華 ﾏｼｺ ｵｳｶ
2572 今関　美央 ｲﾏｾﾞｷ ﾐｵ

9 水戸二 DNS 8 9 日高 633 横須賀有澄 58.43
632 福地　舞桜 ﾌｸﾁ ﾏｵ
636 小林　美月
634 沼田紗也加

3組 4組
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 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 土浦一 962 染谷菜々美 ｿﾒﾔ ﾅﾅﾐ 53.56 1 8 下根 6560 平井　未来 ﾋﾗｲ ﾐｸ 53.38
972 飯竹　　彩 ｲｲﾀｹ ｱﾔ 6544 小松﨑理子 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ
961 宮本あかり ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ 6542 米桝さくら ﾖﾈﾏｽ ｻｸﾗ
964 牧野　朱莉 ﾏｷﾉ ｼｭﾘ 6545 横山　結奈 ﾖｺﾔﾏ ﾕｲﾅ

2 9 友部 4157 大高あずさ 55.04 2 9 美野里 3866 小出　陽菜 ｺｲﾃﾞ ﾋﾅ 54.65
4147 深谷　友萌 3841 諏佐和香菜 ｽｻ ﾜｶﾅ
4158 深澤　結里 3865 大和田果歩 ｵｵﾜﾀﾞ ｶﾎ
4151 井澤　更紗 ｲｻﾞﾜ ｻﾗｻ 3853 西尾　美来 ﾆｼｵ ﾐﾗｲ

3 3 茨大附属 339 和田　蒼生 ﾜﾀﾞ ｱｵｲ 55.20 3 5 助川 470 今橋あおい ｲﾏﾊｼ ｱｵｲ 55.68
360 藤田　樹梨 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾘ 451 山本　明花 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾝｶ
342 加藤　彩花 453 山内　　優 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳ
334 坂本　流唯 454 和田珠絵莉 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭｴﾘ

4 5 竹園東 6934 影山　倫香 ｶｹﾞﾔﾏﾘﾝｶ 55.40 4 3 滑川 847 坂井　杏朱 55.73
6938 坂井ひなた ｻｶｲﾋﾅﾀ 841 石貝あおい ｲｼｶﾞｲ ｱｵｲ
6933 小林　　栞 ｺﾊﾞﾔｼｼｵﾘ 845 蛭田　　奏 ﾋﾙﾀ ｶﾅﾃﾞ
6949 大山　　華 ｵｵﾔﾏﾊﾅ 844 佐藤　礼紗

5 4 下館南 509 稲見　星愛 ｲﾅﾐ ﾙｱ 56.37 5 2 霞ヶ浦 6641 椎名　莉渚 ｼｲﾅ ﾘﾅ 56.47
501 鈴木　ハナ ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 6642 山口　有希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ
502 仁野あかり ｼﾞﾝﾉ ｱｶﾘ 6650 池澤百々果 ｲｹｻﾞﾜ ﾓﾓｶ
510 大島　心海 ｵｵｼﾏ ｺｺﾐ 6651 白井　陽乃 ｼﾗｲ ｱｷﾉ

6 8 駒王 511 鈴木さくら 58.02 6 6 総和南 8138 生井　咲葵 ﾅﾏｲ ｻｷ 56.60
514 平野　彩女 8131 阿久津心夏 ｱｸﾂ ｺｺﾅ
512 天下井夢瑠 8134 新井　るか ｱﾗｲ ﾙｶ
517 椎名　優衣 8139 野尻　美光 ﾉｼﾞﾘ ﾐﾋﾛ

7 6 桜・桜川 7511 中島　海音 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｵﾝ 59.31 7 7 赤塚 242 林　　実央 ﾊﾔｼ ﾐｵ 58.97
7506 石川　栞帆 ｲｼｶﾜ ｼﾎ 245 内海　　萌 ｳﾂﾐ ﾓｴ
7504 加田　彩倖 ｶﾀﾞ ｻﾕｷ 244 新井　結佳 ｱﾗｲ ﾕｶ
7501 大関　花奈 ｵｵｾﾞｷ ﾊﾅ 243 岡本　琉那 ｵｶﾓﾄ ﾙﾅ

8 2 阿見 6184 福島　花楓 ﾌｸｼﾏ ﾊﾅｶ 59.75 4 八千代一 DNS
6183 中村　凜郁 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝｶ
6182 高津くるみ ﾀｶﾂ ｸﾙﾐ
6200 佐久間莉里

凡例  DNS:欠場



中学共通女子4X100mR
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

5組 6組
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 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 8 笠原 431 飛田　　翠 ﾄﾋﾞﾀ ﾐﾄﾞﾘ 53.34 1 6 総和 7924 及川　依純 ｵｲｶﾜ ｲｽﾞﾐ 54.06
429 中澤　早紀 ﾅｶｻﾞﾜ ｻｷ 7921 秋山　舞花 ｱｷﾔﾏ ﾏｲｶ
432 宮地　綾乃 ﾐﾔﾁ ｱﾔﾉ 7930 高橋　夏生 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ
423 宇佐美乃彩 ｳｻﾐ ﾉｱ 7922 池田　優花 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ

2 2 中郷 2887 鈴木ひかり 54.55 2 4 明光 3707 上田　彩花 54.82
2881 伊藤　花姫 3710 松本　唯菜 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ
2888 畠山　美希 3715 國井　佑真 ｸﾆｲ ﾕﾏ
2884 嶋田　菜那 3709 渡辺　華帆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ

3 5 猿島 8043 中山　奈保 55.26 3 8 明野 7444 杉山　千夏 54.93
8042 金子　眞歩 7442 小林　姫葵 ｺﾊﾞﾔｼﾋﾒｱ
8041 倉持　杏浬 7449 斎藤　優花 ｻｲﾄｳﾕｳｶ
8044 木内　星那 7447 中澤　弥月 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾂｷ

4 3 境一 8096 木村　璃音 ｷﾑﾗ ﾘｵﾝ 55.86 4 5 中根台 8618 根本　未彩 ﾈﾓﾄ ﾏﾘｱ 56.14
8095 渡邊　澪羅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾗ 8621 下坂　美桜 ｼﾓｻｶ ﾐｵ
8100 秋元奈々美 8612 青山　柚葉 ｱｵﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ
8098 落合　晴凪 8614 小野田穂佳 ｵﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ

5 4 土浦五 91 師岡　菜侑 ﾓﾛｵｶ ﾅｳ 57.42 5 3 学園の森 8855 神谷　知里 56.83
99 羽鳥　優菜 ﾊﾄﾘ ﾕﾅ 8858 和田　春香
89 新道穂乃香 ｼﾝﾐﾁ ﾎﾉｶ 8857 渡邊　瀬菜
86 飯島　美南 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 8856 吉田　葉乃

6 7 古河一 201 中村　悠叶 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 57.92 6 7 佐野 2631 加藤　美希 ｶﾄｳﾐｷ 57.82
203 鶴見　莉緒 ﾂﾙﾐ ﾘｵ 2624 前川　結海 ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾐ
206 久保田花菜 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾅ 2633 増子　想菜 ﾏｼｺ ｿﾅ
204 長谷川愛夏 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲｶ 2621 五十嵐真那 ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾅ

7 9 江戸崎 6146 廣田　　葵 ﾋﾛﾀ ｱｵｲ 58.11 7 9 高萩 2704 蛭田　百花 1:01.75

6134 稲箸　柑南 ｲﾅﾊｼ ｶﾝﾅ 2705 小野ゆずは ｵﾉ ﾕｽﾞﾊ
6122 廣田　留唯 ﾋﾛﾀ ﾙｲ 2706 星　奈都紀
6131 吉野　胡春 ﾖｼﾉ ｺﾊﾙ 2701 二反田瑞希

6 谷田部 DNS 2 千代川 DNS

7組 8組
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 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 古河二 241 長澤ふうか ﾅｶﾞｻﾜ ﾌｳｶ 54.33 1 4 鉾田南 5383 田口　月華 ﾀｸﾞﾁ  ﾙｶ 55.52
246 秋庭　綺音 ｱｷﾊﾞ ｱﾔﾈ 5371 小松崎妃紅 ｺﾏﾂｻﾞｷ  ﾋｲﾛ
243 伊藤　環希 ｲﾄｳ ﾀﾏｷ 5391 大川　咲和 ｵｵｶﾜ  ｻﾜ
242 髙橋　芽生 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 5392 渡辺　帆南 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾎﾅﾐ

2 2 見川 290 佐久間奈菜 ｻｸﾏ ﾅﾅ 54.72 2 5 東海南 4422 神原あさひ ｶﾝﾊﾞﾗ ｱｻﾋ 55.75
271 鯉渕　千愛 ｺｲﾌﾞﾁ ｾﾅ 4412 山口　紗瑛
289 倉田　捺可 ｸﾗﾀ ﾅﾂｶ 4423 竹中瑠衣菜 ﾀｹﾅｶ ﾙｲﾅ
294 塙　　麻菜 ﾊﾅﾜ ﾏﾅ 4411 戸室　　葵 ﾄﾑﾛ  ｱｵｲ

3 7 十王 5227 鎌上　真緒 ｶﾏｶﾞﾐ ﾏｵ 54.82 3 6 豊浦 753 野口珠友梨 55.77
5225 深谷　　欄 754 塙　　華乃
5226 西田　真梨 751 高野　彩花
5223 島田　結花 756 渡辺圭延子

4 6 竹来 6519 坪田　美森 ﾂﾎﾞﾀ ﾐﾓﾘ 55.14 4 7 土浦二 5 渡辺　　栞 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 56.51
6515 坂本　有萌 ｻｶﾓﾄ ﾕﾒ 6 須藤　颯香 ｽﾄﾞｳ ﾊﾔｶ
6520 兵藤　実紅 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾐｸ 8 黒田　心羽 ｸﾛﾀﾞ ｺｺﾊ
6516 半田　結愛 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｱ 7 石井　栞菜 ｲｼｲ ｶﾝﾅ

5 4 田彦 2696 三島　和花 ﾐｼﾏ ﾉﾄﾞｶ 57.06 5 9 岩瀬西 4252 浦田　侑夏 ｳﾗﾀ ﾕｶ 56.51
2698 宮川　薫乃 ﾐﾔｶﾜ ﾕｷﾉ 4237 中澤　　望 ﾅｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
2697 松田　凜音 ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾉﾝ 4233 小杉　琉花 ｺｽﾞｷﾞ ﾙｶ
2699 矢田部愛里 ﾔﾀﾍﾞ ｱｲﾘ 4238 浅野　世奈 ｱｻﾉ ｾﾅ

6 8 岩井 3548 田口　那菜 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾅ 57.07 6 8 千波 30 小野寺　梓 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 58.00
3546 後藤　琉奈 ｺﾞﾄｳ ﾙﾅ 16 井川　美釉 ｲｶﾜ ﾐﾕ
3556 野本　紗来 ﾉﾓﾄ ｻｷ 15 德丸　　麻 ﾄｸﾏﾙ ｱｻ
3565 川戸千紫留 ｶﾜﾄ ｾｼﾙ 17 大森　真菜 ｵｵﾓﾘ ﾏﾅ

7 9 常澄 4065 櫻井　遥菜 ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾅ 57.33 7 3 緑岡 167 田口　真央 ﾀｸﾞﾁ ﾏｵ 58.36
4053 酒井　綾美 ｻｶｲ ｱﾔﾐ 160 原田　里帆 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾎ
4063 中村　綾音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 161 大貫　萌花 ｵｵﾇｷ ﾓｶ
4054 田山　紗彩 ﾀﾔﾏ ｻｱﾔ 162 佐藤　　遥 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ

3 美浦 DNS 8 2 土浦四 52 根本　恭華 ﾈﾓﾄ ｷｮｳｶ 59.24
62 小澤　希海 ｵｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
57 小山　侑花 ｺﾔﾏ ﾕﾅ
64 坂野　由空 ｻｶﾉ ﾕﾗ

凡例  DNS:欠場



中学共通女子4X100mR
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

9組 10組
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 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 6 金砂郷 4844 小野　藍莉 54.37 1 7 谷田部東 8473 海老坪杏那 ｴﾋﾞﾂﾎﾞ ｱﾝﾅ 53.02
4840 荻津　未咲 8474 渡邉日花里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ
4841 下重　明希 8481 稲場　　菫 ｲﾅﾊﾞ ｽﾐﾚ
4846 椎名　凛花 8476 岩淵　　涼 ｲﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾞ

2 7 土浦三 23 両角菜美華 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅﾐｶ 54.70 2 3 城ノ内 8641 中村　　渚 ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 53.57
27 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 8645 野口　陽向 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ
21 梶川　　絢 ｶｼﾞｶﾜ ｱﾔ 8665 佐藤なつほ ｻﾄｳ ﾅﾂﾎ
26 矢口　　夢 ﾔｸﾞﾁ ﾕﾒ 8659 村山　莉奈 ﾑﾗﾔﾏ ﾘﾅ

3 5 水戸四 113 近藤　優羽 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾊ 55.53 3 8 泉丘 605 大内　悠生 ｵｵｳﾁ ﾕｲ 55.19
100 野口　彩華 ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 603 清水　梨央 ｼﾐｽﾞ ﾘｵ
93 高野倉愛弓 ﾀｶﾉｸﾗ ｱﾐ 604 佐藤　叶実 ｻﾄｳ ｶﾅﾐ

110 畑山　美空 ﾊﾀﾔﾏ ﾐｸ 606 関根　愛弥 ｾｷﾈ ｱﾐ
4 2 高崎 6604 次六　咲輝 56.20 4 4 勝田三 2601 神永みなみ ｶﾐﾅｶﾞ ﾐﾅﾐ 57.05

6624 蛯原　舞桜 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｵ 2602 笹本　芽唯 ｻｻﾓﾄ ﾒｲ
6606 角野　遥香 2603 岡田　奈南 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ
6625 岡野　有紗 ｵｶﾉ ｱﾘｻ 2599 笹嶋紗梨菜 ｻｻﾞｼﾞﾏ ｻﾘﾅ

5 9 牛久一 6264 大﨑　真帆 ｵｵｻｷ ﾏﾎ 57.57 5 9 岩間 4188 金澤　綾音 ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 57.39
6268 岩本　怜奈 ｲﾜﾓﾄ ﾚﾅ 4195 西本日菜香 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾅｶ
6265 飯田　夏希 ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ 4189 常井　彩希 ﾄｺｲ ｻｷ
6242 熊澤　美晴 ｸﾏｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 4186 友部百々花 ﾄﾓﾍﾞ ﾓﾓｶ

3 稲田 DNS 6 2 茨城 386 塩澤　　杏 58.39
385 木元　紫帆
375 萩野谷万葉
384 川島　有琉

4 大穂 DNS 7 6 水戸五 134 須永　理紗 ｽﾅｶﾞ ﾘｻ 59.80
137 仮屋　真希
142 戸崎　優花
121 佐治　海悠

8 関城 DNS 5 峰山 DNS

11組
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 9 結城 658 宮本　茉奈 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅ 54.05
653 和泉田彩乃 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱﾔﾉ
651 稲葉　るか ｲﾅﾊﾞ ﾙｶ
654 神永　日向 ｶﾐﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ

2 4 三和 8034 松本　優花 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ 54.71
8036 黒川　莉那
8035 石塚　優姫 ｲｼﾂｶ ﾕｳｷ
8039 並木あずさ

3 7 下妻 2091 黒須　優羽 ｸﾛｽ ﾕｳ 55.21
2097 中島　　杏 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝｽﾞ
2074 飯塚　光希 ｲｲﾂｶ ﾐﾂｷ
2082 倉持　　葵 ｸﾗﾓﾁ ｱｵｲ

4 2 勝田一 2536 相澤　天音 ｱｲｻﾞﾜ ｿﾅ 55.30
2541 黒澤　文菜 ｸﾛｻﾜ ｱﾔﾅ
2546 川俣　阿惟 ｶﾜﾏﾀ ｱｲ
2549 西室友里愛 ﾆｼﾑﾛ ﾕﾘｱ

5 3 里美 4925 金澤　舞香 58.06
4923 興野　愛理 ｷｮｳﾉ ｱｲﾘ
4926 河野　美月
4924 中野琉詞杏

6 8 笠間 3124 加藤　花菜 ｶﾄｳ ﾊﾅ 58.38
3125 杉山　桃子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾓｺ
3123 佐々木瑠美 ｻｻｷ ﾙﾐ
3127 仲田　彩乃 ﾅｶﾀ ｱﾔﾉ

7 5 台原 814 吉田　結萌 58.62
811 塙　　紅碧
813 佐藤ひかり
812 中山　萌楓 ﾅｶﾔﾏ ﾓｶ

6 春日学園 8762 長田　　明 ｵｻﾀﾞ ｱｶﾘ DQ,R2

8784 山口　希和
8776 滝川　優奈 ﾀｷｶﾞﾜ ﾕﾅ
8783 中村　姫菜

凡例  DNS:欠場



中学共通女子4X100mR
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 谷田部東 2161 海老坪杏那 ｴﾋﾞﾂﾎﾞ ｱﾝﾅ 53.02
渡邉日花里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ
稲場　　菫 ｲﾅﾊﾞ ｽﾐﾚ
岩淵　　涼 ｲﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾞ

2 笠原 2122 飛田　　翠 ﾄﾋﾞﾀ ﾐﾄﾞﾘ 53.34
中澤　早紀 ﾅｶｻﾞﾜ ｻｷ
宮地　綾乃 ﾐﾔﾁ ｱﾔﾉ 
宇佐美乃彩 ｳｻﾐ ﾉｱ

3 下根 2114 平井　未来 ﾋﾗｲ ﾐｸ 53.38
小松﨑理子 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ
米桝さくら ﾖﾈﾏｽ ｻｸﾗ
横山　結奈 ﾖｺﾔﾏ ﾕｲﾅ

4 東海 2086 物井　姫愛 ﾓﾉｲ ﾋﾒｱ 53.51
五十嵐優香 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｶ
髙野　　綾 ｺｳﾔ ﾘﾝ
川﨑　小夏 ｶﾜｻｷ ｺﾅﾂ

5 土浦一 2105 染谷菜々美 ｿﾒﾔ ﾅﾅﾐ 53.56
飯竹　　彩 ｲｲﾀｹ ｱﾔ
宮本あかり ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ
牧野　朱莉 ﾏｷﾉ ｼｭﾘ

6 城ノ内 2157 中村　　渚 ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 53.57
野口　陽向 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ
佐藤なつほ ｻﾄｳ ﾅﾂﾎ
村山　莉奈 ﾑﾗﾔﾏ ﾘﾅ

7 並木 2090 大山　乃愛 ｵｵﾔﾏ ﾉｱ 53.99
石塚　友菜 ｲｼﾂｶ ﾕｳﾅ
増井　智咲
土橋　和奏

8 結城 2171 宮本　茉奈 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅ 54.05
和泉田彩乃 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱﾔﾉ
稲葉　るか ｲﾅﾊﾞ ﾙｶ
神永　日向 ｶﾐﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ

凡例  DNS:欠場



中学共通女子走高跳
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月25日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔｺ 茨　城 － － ○ ○ × × ○ × ○ － × ○

1 18 8888 谷口愛弥子 みどりの学園 ○ × × × 1m57
ｶﾀﾊﾞﾐ ｱﾔﾒ 茨　城 － ○ ○ ○ × × ×

2 23 6483 方波見朱姫 東 1m40
ﾏｼｺ ｿﾅ 茨　城 ○ ○ ○ ○ × × ×

2 26 2633 増子　想菜 佐野 1m40
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 茨　城 － ○ × ○ × ○ × × ×

4 20 7743 中山　瑠雫 千代川 1m40
ﾀｶﾏﾂ 茨　城 ○ ○ ○ × × ×

5 1 2703 高松　亜美 高萩 1m35
ｲﾅﾊｼ ｶﾝﾅ 茨　城 － ○ ○ × × ×

5 9 6134 稲箸　柑南 江戸崎 1m35
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 茨　城 × × ○ ○ ○ × × ×

7 28 5224 石川　智美 十王 1m35
ﾈﾓﾄ ﾘｵ 茨　城 ○ ○ × ○ × × ×

8 16 4850 根本　莉央 金砂郷 1m35
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾝｶ 茨　城 ○ ○ × × ×

9 3 451 山本　明花 助川 1m30
ｵｷﾞﾔ ｱｵｲ 茨　城 － ○ × × ×

9 22 4052 荻谷　碧衣 常澄 1m30
ｽｽﾞｷ ﾓｴ 茨　城 ○ ○ × × ×

9 25 8795 鈴木　萌笑 古河中等 1m30
ｽｹｶﾞﾜ ｿﾗ 茨　城 ○ × ○ × × ×

12 7 571 助川　　空 大久保 1m30
ﾊｽﾇﾏ ﾘｲﾅ 茨　城 ○ × ○ × × ×

12 19 601 蓮沼莉衣菜 泉丘 1m30
ｵｵｼﾏ ﾐｻｷ 茨　城 × ○ × ○ × × ×

14 27 6627 大島　美咲 高崎 1m30
ｾｲﾉ ﾌﾐｶ 茨　城 ○ × × ○ × × ×

15 24 594 清野　文花 大久保 1m30
ﾊﾗﾀﾞ 茨　城 × ○ × × ○ × × ×

16 5 518 原田　華花 駒王 1m30
ﾋﾙﾀ ﾕｲ 茨　城 × × ○ × × ○ × × ×

17 11 107 蛭田　　唯 水戸四 1m30
ﾌｸﾀﾞ ﾚﾝ 茨　城 ○ × × ×

18 12 8097 福田　　蓮 境一 1m25
ｱｲﾊﾞ ﾐｻｷ 茨　城 ○ × × ×

18 13 631 相馬　幸咲 日高 1m25
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｶ 茨　城 ○ × × ×

18 29 4185 大久保有華 岩間 1m25
ﾖｺﾀ ｻﾁｴ 茨　城 ○ × × ×

18 30 2100 横田　祐愛 下妻 1m25
ﾋﾞﾔﾏ ﾊﾅｶ 茨　城 ○ × × ×

18 31 193 美山羽菜花 飯富 1m25
ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾓｺ 茨　城 × ○ × × ×

23 2 3125 杉山　桃子 笠間 1m25
ﾅｶﾉｱｲｺ 茨　城 × ○ × × ×

23 14 6946 中野　愛子 竹園東 1m25
ﾏﾂｲ ﾐｷ 茨　城 × ○ × × ×

23 21 5762 松井　未来 神栖四 1m25
ﾅｶﾀ ｱﾔﾉ 茨　城 × × ×

4 3127 仲田　彩乃 笠間 NM
ｵﾁｱｲ ﾅﾂｷ 茨　城 × × ×

6 8793 落合　菜月 古河中等 NM
ﾐﾉﾜ ｱｵｲ 茨　城 × × ×

8 136 美野輪蒼衣 水戸五 NM
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｲｶ 茨　城 × × ×

15 506 松﨑　結香 下館南 NM
ｵｵｼﾏ ﾕﾒﾊ 茨　城

10 7586 大島由愛葉 協和 DNS
ｱｶﾂ ｶｽﾞﾊ 茨　城

17 4311 赤津　万葉 友部二 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m25

1m57

1m51 1m54
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m30

1m60

1m35 1m40 1m45 1m48

凡例  DNS:欠場



中学共通女子棒高跳
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾂｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 茨　城 ○ ○ － × × ×

1 1 3873 塚本　菜月 内原 2m10

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m90 2m10 2m20 2m30

記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場



中学共通女子走幅跳
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾍﾞ ｿﾗ 茨　城 × × 4m71 4m71 3 4m64 × 5m13 5m13
1 13 8814 岡部　青空 古河中等 +1.7 +1.7 +1.1 +1.3 +1.3

ﾋﾛﾀ ﾙｲ 茨　城 4m53 4m66 4m75 4m75 4 × 5m00 × 5m00
2 5 6122 廣田　留唯 江戸崎 +2.1 +0.5 +2.3 +2.3 +0.5 +0.5

ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 茨　城 × × 4m81 4m81 6 4m67 4m99 3m80 4m99
3 26 592 佐藤　玲菜 大久保 +1.4 +1.4 +1.1 +0.6 +1.4 +0.6

ｲｼｶﾞｲ ｱｵｲ 茨　城 4m84 4m76 4m89 4m89 8 4m67 × 4m60 4m89
4 19 841 石貝あおい 滑川 +1.0 +1.7 +3.0 +3.0 +0.6 +0.8 +3.0

ｶﾄｳ ﾕﾅ 茨　城 4m53 4m80 4m76 4m80 5 4m59 4m86 4m55 4m86
5 10 712 加藤　結奈 久慈 +0.3 +0.3 +1.6 +0.3 +1.3 +1.1 +1.9 +1.1

ｲｲﾂｶ ﾐﾂｷ 茨　城 4m81 4m64 4m74 4m81 7 2m57 4m46 4m47 4m81
6 4 2074 飯塚　光希 下妻 +0.9 +2.0 +1.9 +0.9 +0.9 +1.3 +0.9 +0.9

ﾅｶｻﾞﾜ ｻｷ 茨　城 4m70 4m46 3m92 4m70 2 4m43 4m32 × 4m70
7 15 429 中澤　早紀 笠原 +1.4 +2.0 +1.1 +1.4 +1.5 +0.3 +1.4

ｲｼﾊﾞｼ ｼｭﾅ 茨　城 × × 4m62 4m62 1 × × 4m64 4m64
8 7 955 石橋　侑奈 平磯 +1.5 +1.5 +2.1 +2.1

ｸﾛﾀﾞ ﾓｶ 茨　城 4m58 × 4m61 4m61 4m61
9 24 6466 黒田　望華 稲・桜川 +0.8 +2.7 +2.7 +2.7

ﾋﾗｵｶ ﾉｿﾞﾐ 茨　城 4m61 4m54 4m42 4m61 4m61
10 3 8654 平岡　希美 城ノ内 +2.7 +1.6 +1.7 +2.7 +2.7

ｵｵﾂｷ ﾏﾕ 茨　城 4m50 4m50 4m58 4m58 4m58
11 6 424 大槻　真優 笠原 +1.6 +1.1 +1.7 +1.7 +1.7

ｶﾄｳ ﾐｳ 茨　城 4m19 4m31 4m56 4m56 4m56
12 20 6529 加藤　美羽 竹来 +1.5 +2.1 +1.6 +1.6 +1.6

ｻｻｷ ｱﾝﾅ 茨　城 4m42 4m54 4m53 4m54 4m54
13 22 27 佐々木杏奈 土浦三 +1.0 +0.9 +0.5 +0.9 +0.9

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ 茨　城 4m36 4m39 4m22 4m39 4m39
14 17 3709 渡辺　華帆 明光 +1.8 +2.4 +2.1 +2.4 +2.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉｶ 茨　城 4m02 4m15 4m39 4m39 4m39
15 25 7812 渡辺ののか 石下西 +0.7 +0.2 +1.3 +1.3 +1.3

ｶﾜｼﾏ ﾎﾉﾐ 茨　城 4m34 4m33 4m32 4m34 4m34
16 9 8603 川島　穂実 小絹 +0.9 +0.7 +1.7 +0.9 +0.9

ｲﾅﾊﾞ ｽﾐﾚ 茨　城 4m11 4m30 3m55 4m30 4m30
17 16 8481 稲場　　菫 谷田部東 +1.8 +1.4 +1.1 +1.4 +1.4

ｱﾘﾏ ｺﾄﾐ 茨　城 4m25 4m24 4m19 4m25 4m25
18 1 2911 有馬　琴未 磯原 +2.1 +2.0 +1.3 +2.1 +2.1

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｲ 茨　城 4m24 3m95 × 4m24 4m24
19 12 14 菅原　結衣 土浦二 +0.5 +2.0 +0.5 +0.5

ｷﾑﾗ 茨　城 4m06 4m16 4m06 4m16 4m16
20 8 4664 木村　奈央 山方 +0.9 +1.1 +2.5 +1.1 +1.1

ｸﾎﾞﾀ ｱﾔｶ 茨　城 3m96 4m14 3m52 4m14 4m14
21 23 10 久保田彩花 水戸一 +0.6 +0.9 +2.4 +0.9 +0.9

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 茨　城 × × 4m04 4m04 4m04
22 2 303 栗林　由奈 双葉台 +1.6 +1.6 +1.6

ｵｵﾇｷ ﾓｶ 茨　城 3m79 3m87 3m77 3m87 3m87
23 11 161 大貫　萌花 緑岡 +0.7 +1.8 +2.0 +1.8 +1.8

ﾂﾜｷ ﾘｶ 茨　城

14 6576 津脇　梨花 牛久南 DNS
ｵｵｽｶﾞ ｱｵｲ 茨　城

18 4149 大須賀　碧 友部 DNS
ｱｸﾂ ｺｺﾅ 茨　城

21 8131 阿久津心夏 総和南 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月25日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾋﾞｻﾜ ﾋﾛｶ 茨　城

1 10 324 海老澤博香 石岡 11m37 11m02 11m71 11m71 8 × × 10m36 11m71

ﾌﾟﾗﾃｽ ﾕﾐ 茨　城

2 15 244 プラテスユミ 古河二 10m64 11m00 10m53 11m00 7 10m32 10m13 10m45 11m00

ｵｵｵｶ ﾀｴｺ 茨　城

3 18 132 大岡　紗子 水戸五 9m81 9m73 9m58 9m81 6 10m67 10m52 10m19 10m67

ﾅｶﾔﾏ ｾﾗ 茨　城

4 20 6522 中山　星来 竹来 9m79 9m69 9m70 9m79 5 10m17 9m36 9m89 10m17

ｵｵｾﾞｷ ｱﾔｶ 茨　城

5 6 7507 大関　彩香 桜・桜川 8m68 8m63 9m71 9m71 4 9m26 9m03 9m41 9m71

ﾂｶﾊﾗ ﾌｳﾅ 茨　城

6 5 245 塚原　楓奈 古河二 9m19 8m60 9m43 9m43 2 9m21 9m65 9m61 9m65

ｻｸﾗｲ ﾁﾋﾛ 茨　城

7 3 7510 櫻井　千啓 桜・桜川 9m49 8m16 8m31 9m49 3 9m51 9m63 7m15 9m63

ｻﾄｳ ｼﾞｭﾘ 茨　城

8 19 2886 佐藤　珠莉 中郷 9m01 8m97 8m69 9m01 1 8m41 9m01 9m18 9m18

ｵｶﾞﾜ ｱﾂﾐ 茨　城

9 9 3695 小川　京弥 明光 7m38 8m09 9m00 9m00 9m00

ｶｼﾞﾛ ﾘﾝｶ 茨　城

10 13 2731 神代　凛華 松岡 8m15 8m60 8m71 8m71 8m71

ｳﾀﾞ ﾁﾅﾐ 茨　城

11 12 7509 宇田千那美 桜・桜川 8m45 8m64 7m61 8m64 8m64

ｲｼ ﾈﾈ 茨　城

12 17 4153 伊師　寧々 友部 7m08 8m14 8m40 8m40 8m40

ｵｵﾜﾀﾞ ﾏﾅｶ 茨　城

13 11 87 大和田愛華 土浦五 8m37 × 8m29 8m37 8m37

ﾔﾅｶ ﾅﾅﾐ 茨　城

14 8 7711 矢中　七海 八千代東 8m01 8m00 8m18 8m18 8m18

ｲｲﾇﾏ ﾐｵ 茨　城

15 7 2205 飯沼　美織 水海道 7m34 6m86 7m78 7m78 7m78

ｺﾑﾛ ﾐﾙｸ 茨　城

16 1 7304 小室みるく 大穂 7m74 7m67 6m99 7m74 7m74

ｼｮｳｼﾞ ﾚｵﾅ 茨　城

17 4 64 庄司怜央菜 水戸三 7m07 7m60 7m28 7m60 7m60

ｲｲﾀﾞ ｼｲﾗ 茨　城

18 2 7742 飯田　椎楽 千代川 6m94 7m41 7m41 7m41 7m41

ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾄﾞｶ 茨　城

19 16 5643 遠藤　　和 波崎一 7m16 5m33 5m90 7m16 7m16

ﾓﾘﾀ ｶﾉﾝ 茨　城

20 14 7458 森田　花音 明野 7m15 × × 7m15 7m15

凡例  DNS:欠場



女子四種競技(女子) 100mH(0.762m)
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月25日 09:45 決　勝

1組 (風:+6.6) 2組 (風:+6.3)

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

ｱﾗｲ ﾋﾒﾉ 茨　城 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｱﾕ 茨　城

1 2 58 荒井ひめ乃 土浦四 16.45 660 1 6 653 永藤　愛結 結城 15.72 749
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 茨　城

2 5 242 髙橋　芽生 古河二 17.79 510 2 2 53 小林　美憂 土浦四 16.10 702
ｱﾘﾔﾏ ﾐﾕｳ 茨　城 ｱｷﾊﾞ ｱﾔﾈ 茨　城

3 4 3863 有山　美憂 美野里 17.80 509 3 4 246 秋庭　綺音 古河二 16.52 652
ﾋﾛｾ ﾈﾈ 茨　城 ｶｼﾞｶﾜ ｱﾔ 茨　城

4 9 8817 廣瀬　寧々 古河中等 17.88 501 4 7 21 梶川　　絢 土浦三 17.16 579
ﾐｶﾅﾜ 茨　城 ﾆｼ ﾀﾏｷ 茨　城

5 6 2940 皆川　世笑 磯原 17.92 497 5 3 584 西　　珠希 大久保 17.34 559
ｱﾍﾞ ﾏﾕｺ 茨　城 ｱﾗｷ ｱﾔﾅ 茨　城

6 8 8475 阿部真友子 谷田部東 18.19 469 6 5 6567 荒木あやな 下根 17.69 521
ｵｸﾞﾏ ﾐﾖ 茨　城 ｺﾔﾉ ﾅﾂﾐ 茨　城

7 7 6541 小熊　美陽 下根 18.60 428 7 8 8819 児矢野夏海 古河中等 18.19 469
ｵｵﾋﾗ 茨　城 ｱｵｷ ﾉｱ 茨　城

8 3 578 大平　心優 大久保 18.90 400 9 6511 青木　乃愛 竹来 DNS

凡例  DNS:欠場



女子四種競技(女子) 走高跳
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 10:30  1組

ﾋﾛｾ ﾈﾈ 茨　城 － － － － ○ ○ ○ × ○

1 9 8817 廣瀬　寧々 古河中等 × ○ × × ○ × × × 1m50 621

ｵｸﾞﾏ ﾐﾖ 茨　城 － － － ○ ○ × × ○ ○ × × ×

2 5 6541 小熊　美陽 下根 1m41 523

ｱﾗｲ ﾋﾒﾉ 茨　城 － － ○ ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

3 1 58 荒井ひめ乃 土浦四 1m41 523

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 茨　城 － － ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 10 53 小林　美憂 土浦四 1m41 523

ﾆｼ ﾀﾏｷ 茨　城 － － － ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

5 2 584 西　　珠希 大久保 1m41 523

ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｱﾕ 茨　城 － ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

6 6 653 永藤　愛結 結城 1m38 491

ｱﾍﾞ ﾏﾕｺ 茨　城 － － ○ ○ × × ×

7 14 8475 阿部真友子 谷田部東 1m30 409

ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 茨　城 － ○ × ○ ○ × × ×

8 3 242 髙橋　芽生 古河二 1m30 409

ｱﾘﾔﾏ ﾐﾕｳ 茨　城 － － ○ × ○ × × ×

9 13 3863 有山　美憂 美野里 1m30 409

ｺﾔﾉ ﾅﾂﾐ 茨　城 ○ ○ ○ × × ×

10 4 8819 児矢野夏海 古河中等 1m25 359

ｶｼﾞｶﾜ ｱﾔ 茨　城 ○ ○ × × ×

11 15 21 梶川　　絢 土浦三 1m20 312

ｱﾗｷ ｱﾔﾅ 茨　城 ○ ○ × × ×

11 16 6567 荒木あやな 下根 1m20 312

ﾐｶﾅﾜ 茨　城 × ○ × ○ × × ×

13 11 2940 皆川　世笑 磯原 1m20 312

ｱｷﾊﾞ ｱﾔﾈ 茨　城 × ○ × × ○ × × ×

14 12 246 秋庭　綺音 古河二 1m20 312

ｵｵﾋﾗ 茨　城 － × × ×

7 578 大平　心優 大久保 0 NM
ｱｵｷ ﾉｱ 茨　城

8 6511 青木　乃愛 竹来 DNS

1m38 1m41 1m44
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m20

1m50

1m25

1m53

1m30 1m35
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m15

1m47

凡例  DNS:欠場



女子四種競技(女子) 砲丸投(2.721kg)
審 判 長：大野　憲久

記録主任：及川　将太

10月26日 12:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｲ ﾋﾒﾉ 茨　城

1 8 58 荒井ひめ乃 土浦四
ﾋﾛｾ ﾈﾈ 茨　城

2 13 8817 廣瀬　寧々 古河中等
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 茨　城

3 5 53 小林　美憂 土浦四
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾔ 茨　城

4 1 21 梶川　　絢 土浦三
ﾐｶﾅﾜ 茨　城

5 6 2940 皆川　世笑 磯原
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 茨　城

6 15 242 髙橋　芽生 古河二
ｵｵﾋﾗ 茨　城

7 12 578 大平　心優 大久保
ｱｷﾊﾞ ｱﾔﾈ 茨　城

8 7 246 秋庭　綺音 古河二
ｺﾔﾉ ﾅﾂﾐ 茨　城

9 11 8819 児矢野夏海 古河中等
ｱﾍﾞ ﾏﾕｺ 茨　城

10 4 8475 阿部真友子 谷田部東
ｵｸﾞﾏ ﾐﾖ 茨　城

11 9 6541 小熊　美陽 下根
ﾆｼ ﾀﾏｷ 茨　城

12 16 584 西　　珠希 大久保
ｱﾗｷ ｱﾔﾅ 茨　城

13 3 6567 荒木あやな 下根
ｱﾘﾔﾏ ﾐﾕｳ 茨　城

14 2 3863 有山　美憂 美野里
ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｱﾕ 茨　城

15 14 653 永藤　愛結 結城
ｱｵｷ ﾉｱ 茨　城

10 6511 青木　乃愛 竹来 DNS

1回目 2回目 3回目 記録 得点

9m63 10m74 10m82 10m82 583

9m09 8m91 9m21 9m21 478

8m29 8m20 9m03 9m03 466

7m85 7m88 8m53 8m53 434

8m09 8m10 8m42 8m42 427

6m79 6m99 7m79 7m79 386

7m53 6m93 7m45 7m53 369

6m90 7m24 7m42 7m42 362

6m81 7m05 7m21 7m21 348

× × 7m01 7m01 336

6m19 6m96 6m72 6m96 332

× 6m37 6m54 6m54 306

6m46 6m21 × 6m46 301

5m94 5m87 6m40 6m40 297

5m27 5m44 5m16 5m44 236

凡例  DNS:欠場



女子四種競技(女子) 200m
審 判 長：冨澤　秀章

記録主任：及川　将太

10月26日 15:50 決　勝

1組 (風:-0.3) 2組 (風:-0.7)

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

ｱﾘﾔﾏ ﾐﾕｳ 茨　城 ｱｷﾊﾞ ｱﾔﾈ 茨　城

1 5 3863 有山　美憂 美野里 28.00 631 1 8 246 秋庭　綺音 古河二 28.38 601
ｵｸﾞﾏ ﾐﾖ 茨　城 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｱﾕ 茨　城

2 6 6541 小熊　美陽 下根 29.03 552 2 5 653 永藤　愛結 結城 28.95 558
ｱﾍﾞ ﾏﾕｺ 茨　城 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 茨　城

3 7 8475 阿部真友子 谷田部東 29.99 483 3 3 242 髙橋　芽生 古河二 29.01 553
ｺﾔﾉ ﾅﾂﾐ 茨　城 ｶｼﾞｶﾜ ｱﾔ 茨　城

4 8 8819 児矢野夏海 古河中等 30.48 449 4 2 21 梶川　　絢 土浦三 29.38 526
ﾐｶﾅﾜ 茨　城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 茨　城

5 4 2940 皆川　世笑 磯原 30.49 448 4 7 53 小林　美憂 土浦四 29.38 526
ｱﾗｷ ｱﾔﾅ 茨　城 ﾋﾛｾ ﾈﾈ 茨　城

6 9 6567 荒木あやな 下根 30.63 439 6 6 8817 廣瀬　寧々 古河中等 29.50 518
ｵｵﾋﾗ 茨　城 ﾆｼ ﾀﾏｷ 茨　城

7 3 578 大平　心優 大久保 31.97 353 7 9 584 西　　珠希 大久保 29.80 496
ｱﾗｲ ﾋﾒﾉ 茨　城

8 4 58 荒井ひめ乃 土浦四 30.35 458

凡例  DNS:欠場


