
開催日 2017/9/3 フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 江東陸協 [0] 競技会名 江東区区民陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [] 跳躍審判長  小竹勝太郎
投擲審判長  小竹勝太郎

競技場名 江東区夢の島競技場 ｺｰﾄﾞ  [132070] 記録主任：  児玉　張直

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小学男子  9/ 3  1 寺尾  吉翔(6)    4.12  2 坂倉宗一郎(6)    3.72  3 和田  旺太(4)    3.57  4 梅内  馨資(6)    3.28

豊洲  +4.9 南陽A  +2.3 八名川A  +2.9 第一亀戸  +1.7
 5 小林  透哉(5)    3.24  6 村上  優世(6)    3.23  7 打木  翔大(6)    3.19  8 塚本  信誠(6)    3.11

数矢  +3.3 数矢  +1.5 南陽A  +3.9 平久A  +4.6
 9 高橋  健大(4)    3.08 10 及川  到真(3)    3.04 11 横路  幸男(5)    2.98 12 鎌田孝太郎(4)    2.92

臨海  +2.8 平久  +2.8 第一亀戸  +4.6 数矢  +4.2
13 桑原  凌大(4)    2.91 14 尾崎  亘(4)    2.59 15 佐瀬  雅飛(3)    2.53 16 星野  青(4)    2.53

ｶﾒｼﾞｭﾆｱ  +3.8 豊洲  +2.9 江東JAC  +3.2 数矢  +2.6
17 児玉  翔(5)    2.42 18 古川  達也(3)    2.25 19 奥山  瑞生(3)    2.15 19 中井  悠大(2)    2.15

ｶﾒｼﾞｭﾆｱ  +3.4 江東JAC  +1.6 豊洲  +3.4 豊洲  +4.7
若狭  結大(6) 欠場 有田  士郎(4) 欠場 大嶋  幹人(4) 欠場

東雲 扇橋 八名川A
中学男子  9/ 3  1 秋山  悠太(3)    1.53  2 阿部  智宏(2)    1.53  3 酒德  風雅(2)    1.45  4 野﨑  壱太(2)    1.40

第三亀戸 深川第一 第二砂町 亀戸
塩澤  竜也(3) 記録なし 小田  稔矢(2) 記録なし 内田  竣介(1) 欠場 竹本  錬斗(3) 欠場

東陽 第三亀戸 第二砂町 深川第一
中学男子  9/ 3  1 長谷川  大(3)    5.94  2 中川  航(3)    5.50  3 半田  真大(3)    5.47  4 古屋  雄流(3)    5.38

深川第六  +2.7 深川第三  +2.5 第三亀戸A  +3.3 第三亀戸  +3.0
 5 松田  晴音(2)    5.11  6 上林  昴太(3)    4.97  7 大藤  俊介(2)    4.77  8 外島  大翔(1)    4.61

亀戸  +2.2 深川第一A  +3.8 大島西  +2.2 第三亀戸  +1.3
 9 真田  柊介(3)    4.61 10 島原  拓大(1)    4.55 11 秋元  空道(3)    4.52 12 中山  秀音(1)    4.44

深川第三  +2.3 深川第五  +2.9 深川第三  +3.7 大島  +3.8
13 枝吉  泰希(3)    4.38 14 皆川  草太(2)    4.34 15 石川　蓮大(1)    4.34 16 白鳥  圭斗(1)    4.24

第二砂町A  +1.6 深川第六B  +1.7 深川第三  +0.5 深川第一  +2.5
17 海宝  康壮(1)    4.16 18 箕輪壮一郎(2)    4.01 19 宮本  樹(2)    3.97 20 星  倫太朗(2)    3.93

亀戸B  +3.7 第二砂町B  +3.2 大島西  +3.1 亀戸  +1.8
21 前倉  善方(3)    3.62 22 長井  瑛祐(1)    3.60 福永  大雅(2) 記録なし 佐山  直毅(1) 記録なし

深川第四  +3.4 かえつ有明A  +2.6 第二砂町 かえつ有明A
簗場  勝太(2) 欠場 越前屋  亮(1) 欠場 田中  陽都(1) 欠場 平間  想大(1) 欠場

大島 深川第四 第二砂町 第二砂町
松戸  琉哉(2) 欠場 市川  日那太(3) 欠場

深川第五 深川第四
中学男子  9/ 3  1 小川  育大(2)    9.79  2 曽根  駿太(3)    9.07  3 甲賀  可成(2)    8.56  4 向根  康太(3)    8.51

深川第五 大島 深川第八 第三亀戸
 5 玉泉  烈(2)    7.74  6 加藤  和葉(2)    7.71  7 今田  海月(3)    7.48  8 須藤  隼斗(1)    6.65

大島西 亀戸 深川第一 深川第五
 9 松本  隆造(1)    5.46 10 古川  史真(1)    3.85 枝吉  将吾(1) 棄権 柴田  尚哉(2) 棄権

深川第五 深川第五 第二砂町 大島西
一般男子  9/ 3 小西  裕二 記録なし

青ﾄﾗ
一般男子  9/ 3  1 石見源太郎    6.69  2 小平  海都    6.33  3 伊藤  充希    5.59  4 萩原  慧枝    4.90

SMARTS  +2.1 MyRun  +0.4 YMCA  +1.6 MyRun  +2.0
 5 久保田秀幸    4.26 鎌田  直也 欠場

深川  +2.5 YMCA
一般男子  9/ 3  1 吉田  知弘   10.27  2 渡邉  将太    6.85 木之下  瞬 欠場

ANS かえつ有明
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