
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
小学女子  9/ 3  1 尾崎  七菜(6)    4.05  2 萩原知衣子(6)    3.61  3 杉原  美海(6)    3.59  4 斎藤真衣子(4)    3.58

豊洲A  +3.2 数矢A  +4.3 数矢  +1.7 毛利  +3.4
 5 福永  愛眞(6)    3.37  6 武田  彩(6)    2.95  7 松永  理瑚(6)    2.90  8 田村奈津子(6)    2.90

平久A  +2.5 豊洲  +2.2 平久A  +1.7 数矢A  +2.3
 9 呑口  智穂(5)    2.88 10 永谷まなみ(6)    2.86 11 佐野  由果(5)    2.79 12 中垣  恵(5)    2.75

江東JACA  +3.7 第一亀戸A  +4.2 第二辰巳  +3.2 江東JAC  +2.4
13 関本  沙耶(4)    2.70 14 渡部満利菜(4)    2.55 15 井上  麗(4)    2.45 16 成松  花(2)    2.21

江東JAC  +3.7 豊洲北  +2.6 第四砂町  +2.8 有明  +2.5
小野寺悠花(5) 欠場 伊藤  美海(6) 欠場

豊洲 南陽
中学女子  9/ 3  1 兵郷  星名(3)    1.60  2 西  千乃(3)    1.30  2 和田  優羽(2)    1.30  4 杉村  柊(2)    1.30

亀戸 区民陸上新 深川第二 深川第五 深川第三
 5 林  萌衣(2)    1.25  6 柿崎  美涼(2)    1.25  7 馬内  理恵(2)    1.25 荒木  ひより(2) 記録なし

深川第二 深川第四 深川第二 深川第五
高橋  枝鈴(2) 記録なし 津之下万都華(3) 欠場

大島西 深川第二
中学女子  9/ 3  1 柴崎  千夏(3)    4.85  2 浅野くるみ(3)    4.71  3 富田陽向子(2)    4.53  4 渡部  珠生(2)    4.49

深川第五  +3.2 第三亀戸A  +1.9 深川第五B  +4.4 第三亀戸B  +1.7
 5 遠田  結子(2)    4.39  6 佐久間理緒(1)    4.34  7 牧瀬  穂里(3)    4.26  8 松﨑  楓(2)    4.07

亀戸B  +1.6 深川第三  +0.7 亀戸  +3.7 大島A  +3.1
 9 吉川  麻央(1)    4.01 10 外山  涼乃(2)    3.83 11 武田  彩葉(1)    3.78 12 日野菜々子(3)    3.77

第二砂町  +3.9 亀戸B  +2.7 かえつ有明A  +1.4 第二砂町  +2.6
13 中嶋  真帆(2)    3.73 14 山﨑  萌衣(2)    3.73 15 中村  蓮香(2)    3.71 16 山野  琴衣(1)    3.69

深川第一  +2.3 深川第三  +3.3 大島西  +0.3 亀戸  +2.3
17 黒部  紗羽(2)    3.62 18 野本  和花(1)    3.55 19 野上明日香(1)    3.54 20 水島  莉菜(1)    3.49

大島西A  +2.1 深川第五  +4.3 第二砂町B  +3.3 第二砂町C  +2.7
21 中里  奈央(1)    3.41 22 岩本  彩那(1)    3.28 23 石山  亜胡(1)    3.22 24 河野  雪姫(1)    3.21

深川第五  +3.4 深川第一  +2.7 深川第五  +2.8 深川第五  +1.2
25 二村  結菜(3)    3.10 26 大橋  奏心(1)    3.05 27 國枝  愛(1)    2.95 加藤  愛梨(3) 欠場

大島西A  +5.8 深川第四  +3.4 深川第一  +2.2 大島西
山﨑  里奈(2) 欠場 中野ひかり(2) 欠場

大島西 深川第三
中学女子  9/ 3  1 和知  楓(2)    9.80  2 福田麻里彩(2)    8.51  3 山口  陽子(2)    8.20  4 古川  蒼深(2)    7.57

亀戸 亀戸 大島西 深川第五
 5 中垣  笑(1)    7.55  6 黒沢  麻緒(2)    7.38  7 中村  香凜(2)    7.31  8 西井  日菜(2)    7.09

第二砂町 深川第三 深川第三 深川第五
 9 熊谷  詩織(2)    6.91 10 猿田  莉子(2)    6.28 木内  香歩(2) 欠場 稲葉  未央(3) 欠場

第三亀戸 深川第五 深川第一 深川第八
藤  希実(2) 欠場

深川第八
一般女子  9/ 3

一般女子  9/ 3  1 松澤  弘子    2.23
芝山千代田  +0.7

一般女子  9/ 3  1 小竹  百合子    6.83 高橋  優奈 欠場
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