
ﾄﾗｯｸ審判長 熊原　誠一
跳躍審判長 小竹勝太郎
投擲審判長 小竹勝太郎

【開催日】 2017/9/3 記録主任： 児玉　張直
【主催団体】 江東区スポーツ公社 決勝記録一覧表

男  子 【競技場】江東区夢の島競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 9/ 3 小学男子 大野  友暉(6) 13.84 堀口  太輝(6) 14.10 山野井佑介(6) 14.18 河内  駿平(5) 14.21 鄭  喩菘(6) 14.47 並木  比呂(4) 14.48 西本  温人(5) 14.49 直江  孝人(6) 14.50

１００ｍ 数矢 豊洲北 毛利 第四砂町 第一亀戸 豊洲北 東雲 有明
 9/ 3 勝俣  優太(3) 8.17 横内  快成(3) 8.24 城野  龍生(3) 8.37 内藤  旺太(3) 8.40 田中  麗斗(3) 8.47 松島  基樹(3) 八名川 8.48 住家  真幸(2) 8.51

５０ｍ 豊洲北 豊洲北 数矢 平久 豊洲 伊藤  蒼昊(3) 元加賀 豊洲
 9/ 3 寺尾  吉翔(6) 4.12(+4.9) 坂倉宗一郎(6) 3.72(+2.3) 和田  旺太(4) 3.57(+2.9) 梅内  馨資(6) 3.28(+1.7) 小林  透哉(5) 3.24(+3.3) 村上  優世(6) 3.23(+1.5) 打木  翔大(6) 3.19(+3.9) 塚本  信誠(6) 3.11(+4.6)

走幅跳 豊洲 南陽A 八名川A 第一亀戸 数矢 数矢 南陽A 平久A
 9/ 3 豊洲北A       57.52 有明B       59.79 第一亀戸C     1:00.28 東雲A     1:00.66 越中島A 有明A     1:01.43 数矢A     1:01.47 豊洲北B     1:01.86

４×１００ｍ 箕田  煌平(6) 須賀  聖(6) 生島  響(6) 吉田  陸人(6) 芦辺  海斗(6) 喜瀬  太智(6) 大野  友暉(6) 坂本凛太郎(4)
石川  剛(6) 加藤  大登(6) 岳  達(6) 若狭  結大(6) 菅沼  航汰(6) 谷  翼(6) 尾上  龍輝(5) 奥野  晴希(4)
鎌倉  陸(6) 宮原  恒輝(6) 丸山  政哉(6) 寺村  将博(6) 山本  桂蔵(6) 秋山  将真(6) 並木  比呂(6) 宇田川幸太郎(4)
堀口  大輝(6) 直江  孝人(6) 鄭  喩菘(6) 牛久保龍之介(6) 谷口  陽都(6) 長井虎之介(6) 村上  優世(6) 並木  比呂(4)

 9/ 3 中学男子  +1.7 阿部  大吉(2) 11.60 笠野  大志(3) 11.67 岩井佑太郎(2) 11.70 井上  創太(3) 11.84 川田  悠矢(3) 12.02 松本  琉依(2) 12.23 長谷川優人(2) 12.30 八木  壮太(2) 12.33
１００ｍ 深川第四 第二砂町 亀戸 深川第二 亀戸 第三亀戸 第二砂町 深川第三

 9/ 3 冨田  柊(3) 23.73 西田  太斗(3) 24.42 石橋  依穏(3) 24.61 藤田  祐大(2) 25.05 飯倉  照太(3) 25.23 岡  拓未(3) 25.64 西口  直輝(2) 27.83
２００ｍ 深川第二 かえつ有明 深川第五 第二砂町 深川第六 深川第四 深川第五

 9/ 3 鈴木  大樹(3) 2:14.96 吉川  裕人(3) 2:16.06 本田  彼方(3) 2:19.17 河上士友羽(2) 2:22.93 吉岡  風人(2) 2:23.42 田渕  哲浩(2) 2:27.70 土田  汐海(3) 2:28.49 市川  明寛(3) 2:32.80
８００ｍ 深川第二 第三亀戸 深川第六 深川第二 第三亀戸 深川第八 第二砂町 深川第二

 9/ 3 梅木  勇歩(2) 4:34.88 伊藤  卓斗(1) 4:45.05 川角 浩斗(2) 4:45.54 山本  翔太(2) 4:48.37 渡部  詩音(3) 4:48.80 佐藤  新大(2) 4:49.25 田中  広海(1) 4:57.92 大木  雄太(2) 4:58.86
１５００ｍ 亀戸 深川第四 亀戸 深川第六 大島西 深川第五 大島西 大島西

 9/ 3 小泉  樹(3) 9:30.88 山田龍之介(3) 9:32.90 長谷川優人(3) 10:38.75 坂庭  遥人(3) 11:01.20 関  宙(3) 11:01.22 桑原  蒼大(2) 11:23.32
３０００ｍ 深川第四 第二砂町 深川第二 深川第三 深川第六 亀戸

 9/ 3  +2.4 水野  雄斗(3) 16.34 堀内  拓郎(3) 16.85 三城　暁(2) 16.90
１１０ｍＨ 深川第三 第三亀戸 深川第三

 9/ 3 秋山  悠太(3) 1.53 阿部  智宏(2) 1.53 酒德  風雅(2) 1.45 野﨑  壱太(2) 1.40
走高跳 第三亀戸 深川第一 第二砂町 亀戸

 9/ 3 長谷川  大(3) 5.94(+2.7) 中川  航(3) 5.50(+2.5) 半田  真大(3) 5.47(+3.3) 古屋  雄流(3) 5.38(+3.0) 松田  晴音(2) 5.11(+2.2) 上林  昴太(3) 4.97(+3.8) 大藤  俊介(2) 4.77(+2.2) 外島  大翔(1) 4.61(+1.3)
走幅跳 深川第六 深川第三 第三亀戸A 第三亀戸 亀戸 深川第一A 大島西 第三亀戸

 9/ 3 小川  育大(2) 9.79 曽根  駿太(3) 9.07 甲賀  可成(2) 8.56 向根  康太(3) 8.51 玉泉  烈(2) 7.74 加藤  和葉(2) 7.71 今田  海月(3) 7.48 須藤  隼斗(1) 6.65
砲丸投 深川第五 大島 深川第八 第三亀戸 大島西 亀戸 深川第一 深川第五

 9/ 3 深川第二A       47.04 第三亀戸A       47.97 亀戸A       48.14 深川第二B       49.12 深川第六A       49.18 第二砂町B       49.32 第二砂町A       50.17 深川第八A       51.34
４×１００ｍ 田村  陸(3) 生島  雄斗(3) 松田  晴音(2) 河上士友羽(2) 大栗  匠石(3) 藤田  祐大(2) 竹内  士恩(3) 甲賀  可成(2)

井上  創太(3) 小林  潤(3) 岩井佑太郎(2) 樋口  慧斗(2) 長谷川  大(3) 長谷川優人(2) 笠野  大志(3) ﾌﾚﾄﾞﾘｸｽ  ｺﾞｰﾄﾞﾝ(3)
落合  顕(3) 半田  真大(3) 川角  浩斗(2) 御前  柊音(2) 関  宙(3) 福永  大雅(2) 柿本  勇飛(3) 畠山  武(2)
冨田  柊(3) 堀内  拓郎(3) 廣濱  晃輔(2) 植竹  亮太(2) 飯倉  照太(3) 川窪  裕(2) 枝吉  泰希(3) 松嶋  海成(2)

 9/ 3 一般男子  +4.3 東  弘樹 11.32 松本雄二郎 11.38 髙山  仁志(3) 11.43 出見世舜士 11.52 吉見  光樹(4) 11.69 井上  累 12.00 大島  健太 12.01 阿部正太郎 12.02
１００ｍ 深川第三 深二OB MyRun 深二OB YMCA YMCA YMCA

 9/ 3 横木  忠行 1:01.56 河瀬  正和 1:02.30 柴山  暁人 1:02.68 安井  覚弘 1:08.31 板屋  俊平 1:10.94 矢野  達也 1:15.78
４００ｍ 安爆 深川第二 深川第二 東京陸協 ANS ANS

 9/ 3 渡邉友希紘 4:42.98 中村  純生 4:53.32 岡野　龍 5:07.00 太田  純平 5:18.26 渡邊  誠 5:23.01 日下  真一 5:37.85 安田  和生 6:19.67 伊瀬翔太郎 7:11.71
１５００ｍ ｶﾒｼﾞｭﾆｱ MyRun 東京税関 MyRun 安爆 ANS

 9/ 3 寒川  真伍 16:18.71 田島  圭悟(3) 16:35.28 小川  圭介 17:01.56 野口  春樹 17:08.83 東方  宏興 17:53.75 前田  健輔 17:58.98 須川嘉一郎 18:22.45 鶴田  健志 18:23.98
５０００ｍ ﾁｰﾑぽん太 中大横浜 ANS ﾁｰﾑぽん太 TRC 仙堀RC 鮨輝 TRC

 9/ 3 石見源太郎 6.69(+2.1) 小平  海都 6.33(+0.4) 伊藤  充希 5.59(+1.6) 萩原  慧枝 4.90(+2.0) 久保田秀幸 4.26(+2.5)
走幅跳 SMARTS MyRun YMCA MyRun 深川

 9/ 3 吉田  知弘 10.27 渡邉  将太 6.85
砲丸投 ANS

 9/ 3 YMCAA       47.89 My RunA       50.04 My RunB       50.78 ｶﾒｼﾞｭﾆｱA       52.85 二大OBA       56.59 東海浦安GGA       58.05
４×１００ｍ 井上  累 萩原  慧枝 上横手優樹 小林  竜也 井上  和彦 高橋  治道

田中  永一 望月  大誠 髙橋  宏太 中村  純生 田中  誠二 荻野  英明
小湊  陸 太田  純平 小平  海都 長島  大輔 三村  大 鈴木  健一
大島  健太 出見世舜士 日下  真一 千葉  悟 島村  洋 松本  智治

 9/ 3 壮年男子50歳 湯川  清克 18:46.36 平松  直人 18:50.35 福嶋  毅 19:38.56 杉本  清隆 19:46.77 中山  靖司 19:57.94 半谷  謙寿 21:10.50 斉藤  聡 21:26.07 西村  光司 21:26.08
５０００ｍ 深ﾗﾝ 東京陸協 TRC TRC TRC YMCA 深ﾗﾝ

 9/ 3 壮年男子60歳 松田  弘 20:11.45 東出  明 20:11.47 鈴木  豊 20:36.69
５０００ｍ 南砂一ﾆ町会 仙堀RC 千代田走友会

 9/ 3 壮年男子70歳 室井  一郎 21:28.09 田島  完沖 28:42.24 斉藤  明信 31:21.21
５０００ｍ ﾌｶﾗﾝ 深ﾗﾝ



ﾄﾗｯｸ審判長 熊原　誠一
跳躍審判長 小竹勝太郎
投擲審判長 小竹勝太郎

【開催日】 2017/9/3 記録主任： 児玉　張直
【主催団体】 江東区スポーツ公社 決勝記録一覧表
(NKR:区民陸上新) 女  子 【競技場】江東区夢の島競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 9/ 3 小学女子 田巻  早菜(6) 14.57 大西  菜月(6) 15.01 岸本  優衣(6) 15.05 辻  七海(6) 15.06 藤井  侑奈(6) 15.33 丹野  礼菜(5) 15.41 田谷野優里愛(6) 15.44 野﨑  美遥(5) 15.46

１００ｍ 平久 越中島 第二辰巳 南陽 砂町 平久 有明 有明
 9/ 3 笹井  麗央(3) 8.57 角野  那菜(3) 8.58 桑山  公花(3) 8.66 東  真凜(3) 8.72 山本  香奈(3) 8.74 枝  ひかる(2) 8.80 立蔵  南香(3) 8.84 加藤  悠生(3) 8.89

５０ｍ 第一亀戸 元加賀 第一亀戸 深川 臨海 豊洲西 京橋築地 豊洲北
 9/ 3 尾崎  七菜(6) 4.05(+3.2) 萩原知衣子(6) 3.61(+4.3) 杉原  美海(6) 3.59(+1.7) 斎藤真衣子(4) 3.58(+3.4) 福永  愛眞(6) 3.37(+2.5) 武田  彩(6) 2.95(+2.2) 松永  理瑚(6) 2.90(+1.7) 田村奈津子(6) 2.90(+2.3)

走幅跳 豊洲A 数矢A 数矢 毛利 平久A 豊洲 平久A 数矢A
 9/ 3 越中島A     1:01.61 平久A     1:02.13 毛利A     1:02.67 豊洲A     1:02.79 数矢A     1:02.90 砂町A     1:03.30 有明A     1:03.32 有明B     1:04.20

４×１００ｍ 大橋  唯桜(6) 丹野  礼菜(5) 的場  心美(6) 武田  彩(6) 中村  柚稀(6) 藤井  侑奈(6) 田谷野優里愛(6) 野﨑  美遥(5)
近藤  眞(6) 松永  理瑚(6) 宮尾  百咲(6) 千原愛紗美(6) 原田  結菜(6) 森嶋  悠乃(4) 森  朱那(6) 瀬戸口あん(5)
渡邊  千倖(6) 福永  愛眞(6) 後藤  優菜(6) 相場  恵(6) 田村奈津子(6) 濱野  玲奈(6) 古賀  潤子(6) 加藤みこと(5)
大西  菜月(6) 田巻  早菜(6) 須田  彩香(6) 尾崎  七菜(6) 萩原知衣子(6) 森田和南佳(6) 宮本  美優(6) 橋本  優来(5)

 9/ 3 中学女子  +2.6 石井  琉々(3) 13.14 野村柚里香(3) 13.36 大内  梨央(2) 13.47 稲﨑  日南(2) 13.52 成田  芽夢(3) 13.54 近藤  可南(3) 13.57 千田  芽依(2) 13.63 板垣  唯来(1) 13.73
１００ｍ かえつ有明 深川第二 深川第三 深川第二 第二砂町 第二砂町 第二砂町 第二砂町

 9/ 3  +2.5 府川  未来(3) 27.13 田中  寧々(3) 27.23 ﾏｯｷｰ  ﾋｶﾘ(2) 28.60 西垣  琴音(3) 28.72 山田  梨央(3) 28.88 本田  梨紗(3) 28.99 山下  希美(2) 30.05
２００ｍ 深川第三 大島 第三亀戸 深川第五 亀戸 深川第五 深川第三

 9/ 3 大塚  みあ(3) 2:39.58 山澤亜莉沙(2) 2:45.27 鈴木  和奏(1) 2:47.24 舟引  姫花(1) 2:52.25 大谷  実悠(1) 2:52.60 山原  由菜(2) 2:54.71 日下部梨央(2) 2:55.86 小原  真波(3) 2:57.66
８００ｍ 亀戸 大島西 深川第二 第三亀戸 亀戸 深川第五 深川第五 大島

 9/ 3 髙橋  里英(2) 5:07.41 鈴木  柚葉(2) 5:08.01 吉田  莉奈(3) 5:26.67 内藤  一花(1) 5:46.00 鈴木  悠(2) 5:59.52
１５００ｍ 深川第三 亀戸 第二砂町 深川第三 大島西

 9/ 3  +2.2 外島  結衣(3) 15.41 武田  怜子(3) 15.59 古屋  佳音(2) 15.78 鈴木  美悠(3) 16.26 橋元  日和(2) 16.48 飯田  美優(2) 17.06 武田  若菜(3) 18.24 鈴木  諒子(2) 20.35
１００ｍＨ 第三亀戸 深川第三 第三亀戸 かえつ有明 亀戸 深川第一 深川第五 大島

 9/ 3 兵郷  星名(3) 1.60 西  千乃(3) 深川第二 1.30 杉村  柊(2) 1.30 林  萌衣(2) 1.25 柿崎  美涼(2) 1.25 馬内  理恵(2) 1.25
走高跳 亀戸 NKR 和田  優羽(2) 深川第五 深川第三 深川第二 深川第四 深川第二

 9/ 3 柴崎  千夏(3) 4.85(+3.2) 浅野くるみ(3) 4.71(+1.9) 富田陽向子(2) 4.53(+4.4) 渡部  珠生(2) 4.49(+1.7) 遠田  結子(2) 4.39(+1.6) 佐久間理緒(1) 4.34(+0.7) 牧瀬  穂里(3) 4.26(+3.7) 松﨑  楓(2) 4.07(+3.1)
走幅跳 深川第五 第三亀戸A 深川第五B 第三亀戸B 亀戸B 深川第三 亀戸 大島A

 9/ 3 和知  楓(2) 9.80 福田麻里彩(2) 8.51 山口  陽子(2) 8.20 古川  蒼深(2) 7.57 中垣  笑(1) 7.55 黒沢  麻緒(2) 7.38 中村  香凜(2) 7.31 西井  日菜(2) 7.09
砲丸投 亀戸 亀戸 大島西 深川第五 第二砂町 深川第三 深川第三 深川第五

 9/ 3 深川第二A       53.92 かえつ有明A       54.08 第三亀戸B       54.27 第二砂町A       54.57 ﾁｰﾑSSA       54.66 深川第五A       54.70 第二砂町B       55.53 深川第二B       56.94
４×１００ｍ 井上ひなた(3) 鈴木  美悠(3) 渡部  珠生(2) 日野菜々子(3) 中島  優里(3) 西垣  琴音(3) 阿部  来海(1) 馬内  理恵(2)

野澤  沙帆(3) 石井  琉々(3) 熊谷  詩織(2) 近藤  可南(3) 岸田菜津穂(2) 武田  若菜(3) 赤荻  遥日(1) 林  萌衣(2)
小杉  茉由(3) 武田  彩葉(1) ﾏｯｷｰ  ﾋｶﾘ(2) 千田  芽依(2) 安戸  乃彩(3) 本田  梨紗(3) 板垣  唯来(1) 稲﨑  日南(2)
野村柚里香(3) 吉田  光花(2) 古屋  佳音(2) 成田  芽夢(3) 大森  智加(1) 柴崎  千夏(3) 野上明日香(1) 熊井帆乃佳(2)

 9/ 3 一般女子  +2.4 野口裕香里 12.19 西田  晴香 12.43 藤木  来実 14.97 吉野  舞香 15.47
１００ｍ ｶﾒｼﾞｭﾆｱ ｶﾒｼﾞｭﾆｱ YMCA YMCA

 9/ 3 岩下  悦子 24:17.85 大中  明季 24:41.54
５０００ｍ 安爆

 9/ 3 松澤  弘子 2.23(+0.7)
走幅跳 芝山千代田

 9/ 3 小竹  百合子 6.83
砲丸投


