
開催日 2017/9/3 リレー種目・[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  [] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一

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 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
中学男子  9/ 3  1組     1亀戸A 松田  晴音(2) 岩井佑太郎(2) 川角  浩斗(2) 廣濱  晃輔(2)       48.32

    2深川第二B 河上士友羽(2) 樋口  慧斗(2) 御前  柊音(2) 植竹  亮太(2)       49.11
    3深川第八A 甲賀  可成(2) ﾌﾚﾄﾞﾘｸｽ  ｺﾞｰﾄﾞﾝ(3) 畠山  武(2) 松嶋  海成(2)       49.95
    4かえつ有明A 長井  瑛祐(1) 西田  太斗(3) 佐山  直毅(1) 桝渕  弘太(2)       51.19
    5大島西A 玉泉  烈(2) 山口  浩林(2) 大藤  俊介(2) 渡部  詩音(3)       51.97
    6深川第六B 皆川  草太(2) 山本  翔太(2) 岩瀬  奏太(2) 小林  龍翔(2)       54.38

深川第二C 和田  直幸(1) 六谷  龍也(2) 野村  祐星(1) 小杉  匠人(1) 欠場      
第二砂町C 欠場      

 2組     1深川第六A 大栗  匠石(3) 長谷川  大(3) 飯倉  照太(3) 関  宙(3)       49.69
    2第二砂町A 竹内  士恩(3) 枝吉  泰希(3) 柿本  勇飛(3) 笠野  大志(3)       50.12
    3第三亀戸B 向根  祐太(2) 西村冴太郎(2) 吉岡  風人(2) 松本  琉依(2)       52.43
    4亀戸C 野﨑  壱太(2) 星  倫太朗(2) 桑原  蒼大(2) 川田  悠矢(3)       53.61
    5深川第五B 須藤  隼斗(1) 島原  拓大(1) 高橋ﾘｮｳｼﾞ(1) 堀  嵩瑞(1)       56.27

大島西B 竹林龍之介(1) 宮下  元(1) 小野  秀大(1) 福川  理音(1) 失格      
 3組     1深川第二A 田村  陸(3) 井上  創太(3) 落合  顕(3) 冨田  柊(3)       47.18

    2第三亀戸A 生島  雄斗(3) 半田  真大(3) 秋山  悠太(3) 堀内  拓郎(3)       48.13
    3第二砂町B 藤田  祐大(2) 長谷川優人(2) 福永  大雅(2) 川窪  裕(2)       49.52
    4深川第五A 石橋  依穏(3) 小川  育大(2) 芦田虎太郎(2) 佐藤  新大(2)       50.79
    5亀戸B 佐々木恭太郎(1) 中本  太一(1) 海宝  康壮(1) 堂端  晴琉(1)       53.54

深川第一A 欠場      
一般男子  9/ 3  1組     1 My RunA 萩原  慧枝 望月  大誠 太田  純平 出見世舜士       49.23

    2 My RunB 上横手優樹 髙橋  宏太 小平  海都 日下  真一       49.51
    3東海浦安GGA 高橋  治道 荻野  英明 鈴木  健一 松本  智治       56.10
    4 APPSA 相田  高範 秋山  龍一 根本  貴弘 直江  宏一       56.44

かえつ有明A 欠場      
 2組     1 YMCAA 井上  累 田中  永一 小湊  陸 大島  健太       48.74

    2 ｶﾒｼﾞｭﾆｱA 小林  竜也 中村  純生 長島  大輔 千葉  悟       52.15
    3二大OBA 田中  誠二 三村  大 井上  和彦 島村  洋       54.88
    4 FCｶｰﾙ 鈴木  陽平 坂倉  宗孝 前川  拓英 打木  靖人       58.07
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開催日 2017/9/3 リレー種目・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  [] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一

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 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
小学男子  9/ 3  1組     1東雲A 吉田  陸人(6) 若狭  結大(6) 寺村  将博(6) 牛久保龍之介(6)     1:00.66

    2豊洲A 髙橋  央(5) 茂木  琥珀(5) 松下  亮介(5) 高木  瀬那(5)     1:02.66
    3深川A 秋本丈太朗(5) 牧田逢祐羽(5) 矢沢  皇臥(5) 篠田  倖平(5)     1:04.89
    4第一亀戸B 宮城  宏隆(4) 和田瑠嘉主(4) 小山  瑶平(4) 松本  朋也(4)     1:10.06

扇橋A 欠場      
毛利A 欠場      
毛利B 欠場      

 2組     1越中島A 芦辺  海斗(6) 菅沼  航汰(6) 山本  桂蔵(6) 谷口  陽都(6)     1:01.43
    2豊洲北B 坂本凛太郎(4) 奥野  晴希(4) 宇田川幸太郎(4) 並木  比呂(4)     1:01.86
    3有明C 相田  陸(6) 芳賀あとれ(6) 山下  隼汰(6) 根本  大輝(6)     1:03.29
    4南陽B 菅山  翔(6) 佐藤  海晴(6) 今川  燕蔵(6) 鈴木  翔馬(6)     1:05.13
    5越中島B 須沼  莉空(5) 柴田  力輝(5) 岡本  佳樹(5) 鶴谷  亮人(5)     1:06.67
    6東陽A 副島  駿太(4) 鈴木  芯(4) 青山  拓暉(4) 佐々木陽都(4)     1:07.87
    7平久A 石井亮乃介(6) 杉谷日菜太(5) 小林鯉一朗(6) 塚本  信誠(6)     1:08.25

八名川A 欠場      
 3組     1豊洲北A 箕田  煌平(6) 石川  剛(6) 鎌倉  陸(6) 堀口  大輝(6)       57.52

    2有明B 須賀  聖(6) 加藤  大登(6) 宮原  恒輝(6) 直江  孝人(6)       59.79
    3第一亀戸C 生島  響(6) 岳  達(6) 丸山  政哉(6) 鄭  喩菘(6)     1:00.28
    4有明A 喜瀬  太智(6) 谷  翼(6) 秋山  将真(6) 長井虎之介(6)     1:01.43
    5数矢A 大野  友暉(6) 尾上  龍輝(5) 並木  比呂(6) 村上  優世(6)     1:01.47
    6南陽A 山下  秀喜(6) 坂倉宗一郎(6) 打木  翔大(6) 山田  拓人(6)     1:04.09
    7越中島C 大嶋  響(4) 前田  蒼空(4) 上猶  英通(4) 山﨑  陽介(4)     1:09.07
    8毛利C 相馬  啓人(4) 辻野颯一郎(4) 須田  禮弥(4) 鷲巣  廉平(4)     1:12.75

中学男子  9/ 3     1深川第二A 田村  陸(3) 井上  創太(3) 落合  顕(3) 冨田  柊(3)       47.04
    2第三亀戸A 生島  雄斗(3) 小林  潤(3) 半田  真大(3) 堀内  拓郎(3)       47.97
    3亀戸A 松田  晴音(2) 岩井佑太郎(2) 川角  浩斗(2) 廣濱  晃輔(2)       48.14
    4深川第二B 河上士友羽(2) 樋口  慧斗(2) 御前  柊音(2) 植竹  亮太(2)       49.12
    5深川第六A 大栗  匠石(3) 長谷川  大(3) 関  宙(3) 飯倉  照太(3)       49.18
    6第二砂町B 藤田  祐大(2) 長谷川優人(2) 福永  大雅(2) 川窪  裕(2)       49.32
    7第二砂町A 竹内  士恩(3) 笠野  大志(3) 柿本  勇飛(3) 枝吉  泰希(3)       50.17
    8深川第八A 甲賀  可成(2) ﾌﾚﾄﾞﾘｸｽ  ｺﾞｰﾄﾞﾝ(3) 畠山  武(2) 松嶋  海成(2)       51.34

一般男子  9/ 3     1 YMCAA 井上  累 田中  永一 小湊  陸 大島  健太       47.89
    2 My RunA 萩原  慧枝 望月  大誠 太田  純平 出見世舜士       50.04
    3 My RunB 上横手優樹 髙橋  宏太 小平  海都 日下  真一       50.78
    4 ｶﾒｼﾞｭﾆｱA 小林  竜也 中村  純生 長島  大輔 千葉  悟       52.85
    5二大OBA 井上  和彦 田中  誠二 三村  大 島村  洋       56.59
    6東海浦安GGA 高橋  治道 荻野  英明 鈴木  健一 松本  智治       58.05

FCｶｰﾙ 鈴木  陽平 坂倉  宗孝 前川  拓英 打木  靖人 欠場      
APPSA 相田  高範 秋山  龍一 根本  貴弘 直江  宏一 欠場      
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