
2018日本グランプリ―シリーズ水戸大会　水戸招待陸上兼水戸市陸上競技大会
期日：2018年5月5日（土） ト ラ ッ ク 審 判 長 森嶋　良平

会場：ケーズデンキスタジアム水戸 跳 躍 審 判 長 鈴木　喜雄

主催：(一財)茨城陸上競技協会・水戸市陸上競技協会・(公財)水戸市スポーツ振興協会 投 て き 審 判 長 稲田　正人

後援：日本陸上競技連盟・水戸市・水戸市教育委員会・水戸市体育協会 招 集 所 主 任 鈴木　秀夫

　　　・水戸市小学校体育連盟・水戸市中学校体育連盟・茨城新聞社 記 録 主 任 田代　　寛

日付 種目

染谷　佳大 10.66 竹田　一平 10.68 川上　拓也 10.80 大嶋　健太 10.88 馬場　友也 10.90 小林　一成 10.94 草野　誓也 11.00 宮城　辰郎 11.10

中央大 中央大 大阪ガス 日本大 北海道ハイテクＡＣ 埼玉医大AC Team　Accel 中央大

竹下　裕希 10.72 佐野　　陽 11.03 金森　和貴 11.12 川本　怜平 11.14 山本　　陣 11.23 田中　優作 11.28

住友電工 早稲田大 つくばツインピークス 東海大学北海道 日本体育大 流通経済大

村島　　匠 1:48.53 西久保　達也 1:49.45 飯島　陸斗 1:49.63 梅谷　健太 1:49.78 クレイアーロン竜波 1:50.02 登坂　健志 1:51.59 名田　篤史 1:51.61 新安　直人 1:52.38

福井県体育協会 早稲田大 早稲田大 順天堂大 相洋 筑波大 日本大 富士通

泉谷　駿介 14.05 石川　周平 14.35 井口　貴文 14.37 高橋　佑輔 14.52 藤井　亮汰 14.55 熊田　　凌 14.58 増田　耕平 14.97 古川　裕太郎 15.34

順天堂大 筑波大 立教大 筑波大 順天堂大 東京理科大学大学院 城西大 山形ＴＦＣ

小関　　隼 14.43 金井　　直 14.48 屋宜　孝志 14.54 崎本　和誠 14.54 勝田　　築 14.62 森田　俊一 14.66 加藤　拓馬 14.84 鈴木　祐成 15.06

仙台大学大学院 早稲田大 駿河台大 流通経済大 早稲田大 アスレティック・ジャパン 筑波大 東海大

Nauraj　Singh　Randhawa 2m21 佐藤　　凌 2m21 赤松　諒一 2m15 Joel　Baden 2m15 山内　郁哉 2m10 久我　洸士郎 2m05

MAS =GR 東日印刷陸上競技部 =GR 岐阜大 ＡＵＳ 順天堂大 東海大学北海道

大田　和宏 2m10 橋本　陸 2m05

日本体育施設 日本大

松本　修一 2m05

福岡大

長谷川　直人 2m05

新潟医療福祉大

植松　倫理 5m30 土井　翔太 5m20 石川　文貴 5m20 来間　弘樹 5m00 石橋　和也 5m00

筑波大 三観陸協 阿見アスリートクラブ ストライダーズＡＣ 清和大

川島　鶴槙 8m04(+2.7) 峯村　鴻汰 7m90(+2.4) 山川　夏輝 7m83(+3.8) 池内　翔太 7m77(+1.9) 松原　瑞貴 7m75(+2.6) 小田　大樹 7m73(+2.5) 城山　正太郎 7m69(+2.0) 深沢　宏之 7m57(+1.4)

順天堂大 *F3,GR 富士通 *F3 東京陸協 *F2 日本大 *F5,GR 新潟アルビレックスＲＣ *F2 ヤマダ電機 *F2 ゼンリン *F3 愛媛陸協 *F3

公認7m75(+0.6) 公認7m66(+1.2) 公認7m69(+0.8) 公認7m65(+1.9) 公認7m60(+0.2)

中村　太地 18m47 森下　大地 17m50 山元　　隼 17m31 大阪　将央 15m69 吉田　孝博 15m06 米森　心悟 14m65 田中　光 14m41 伊藤　大悟 13m74

チームミズノアスレティック GR 第一学院高教 フクビ化学 平塚市陸協 茨城茗友クラブ 流通経済大 順天堂大 順天堂大

湯上　剛輝 56m63 知念　　　豪 53m13 前田　　奎 52m44 米沢　茂友樹 50m41 長谷川　祥大 47m35 岡崎　一輝 46m55 日下　隆晃 44m72 田村　勇太 42m11

トヨタ自動車 ゼンリン Ｓ.Ｔ.Ｔ オリコ陸上部 筑波大 立命館大 福岡大 順天堂大

Toea　WISIL 12.06 世古　　和 12.24 福田　真衣 12.28 湯淺　佳那子 12.39 森　美悠 12.54 福嶋　美緒 12.78 喜多　綾音 13.42

ＰＮＧ 乗馬クラブクレイン 日本体育大 日本体育大 日本体育大 埼玉陸協 筑波大

新木　詩乃 13.07 壇上　明日香 13.11 恩田　希々花 13.20

筑波大 筑波大 古河中等

池崎　愛里 2:07.38 山田　はな 2:07.82 竹内　麻里子 2:08.05 平野　綾子 2:08.77 沖田　真理子 2:10.10 竹内　まり　　 2:10.26 高石　涼香 2:11.13 菅野　杏奈 2:11.18

順天堂大 わらべや日洋 愛媛銀行 茨城陸協 新潟アルビレックスＲＣ 早稲田大 東京大 福島大

吉田　唯莉 14.33 良知　なつ美 14.37 渡辺　友紀子 14.73 川上　風花 14.75

筑波大 駿河台大 筑波大 筑波大

良知　なつ美 14.11 吉田　唯莉 14.35 渡辺　友紀子 14.56 川上　風花 14.67 Mithila　Barua 14.78

駿河台大 筑波大 筑波大 筑波大 駿河台大

京谷　萌子 1m73 樋口　愛莉 1m65

北海道ハイテクＡＣ 中村学園女子

仲田　愛 4m10 諸田　実咲 3m80 若園　茜 3m60 速水　　舞 3m60

水戸信用金庫 中央大 筑波大 東京陸協

竜田　夏苗 3m80

ニッパツ

中野　　瞳 6m30(+3.5) Ｓachi Kayama 6m18(+3.0) 清水　珠夏 6m12(+3.9) 内之倉　由美 6m09(+2.8) 山田　　優 6m06(+1.6) 漁野　理子 6m01(+5.2) 辻本　愛莉香 5m92(+2.6) 田中　友紀乃 5m82(+3.9)

和食山口 公認6m29(+2.0) ＡＵＳ 公認5m92(+1.6) 城北信用金庫 公認記録なし 早稲田大 公認5m97(+1.4) ＧＯＬＤ’Ｓ　ＧＹＭ 早稲田大 公認記録なし 京都陸協 公認5m74(+1.2) 日本大 公認5m54(+0.6)

斎藤　真希 49m19 辻川　美乃利 47m05 藤森　夏美 46m68 日下　望美 46m01 吉留　明夏里 45m73 半田　水晶 43m40 野上　優愛 40m81 杉田　実咲 39m02

鶴岡工業高 筑波大 福井県スポーツ協会 小美玉スポーツクラブ 大阪教育大 筑波大 福岡大 順天堂大

招待女子
100mH(0.838m) 

風：-3.5

5月5日
招待（Ｂ）女子

100m 
風：-3.4

5月5日 招待女子800m

5月5日
招待（Ｂ）女子

100mH(0.838m) 
風：-1.8

8位1位 2位 3位 4位

5月5日
招待女子100m 

風：-5.0

5月5日
招待男子砲丸投

(7.260kg)

5月5日

5月5日 招待女子棒高跳

決勝一覧表（水戸招待陸上）

5位 6位 7位

招待男子円盤投
(2.000kg)

5月5日 招待男子棒高跳

5月5日

5月5日
招待男子

110mH(1.067m) 
風：-4.0

5月5日
招待（Ｂ）男子

110mH(1.067m) 
風：-2.8

5月5日
招待女子円盤投

(1.000kg)

5月5日 招待女子走幅跳

5月5日 招待女子走高跳

5月5日 招待男子走幅跳

5月5日 招待男子走高跳

5月5日
招待男子100m 

風：-3.1

5月5日
招待（Ｂ）男子

100m 
風：-3.4

5月5日 招待男子800m


