
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
中学女子  9/ 3  1組     1深川第二A 井上ひなた(3) 野澤  沙帆(3) 小杉  茉由(3) 野村柚里香(3)       53.93

    2第二砂町A 日野菜々子(3) 近藤  可南(3) 千田  芽依(2) 成田  芽夢(3)       54.17
    3第三亀戸B 渡部  珠生(2) 熊谷  詩織(2) ﾏｯｷｰ  ﾋｶﾘ(2) 古屋  佳音(2)       54.38
    4 ﾁｰﾑSSA 中島  優里(3) 岸田菜津穂(2) 安戸  乃彩(3) 大森  智加(1)       54.46
    5亀戸B 外山  涼乃(2) 遠田  結子(2) 橋元  日和(2) 鈴木  柚葉(2)       56.07
    6深川第五C 野本  和花(1) 中里  奈央(1) 三尾  響(1) 島本  真実(1)     1:00.55

 2組     1深川第五A 西垣  琴音(3) 武田  若菜(3) 本田  梨紗(3) 柴崎  千夏(3)       54.68
    2亀戸A 山田  梨央(3) 牧瀬  穂里(3) 兵郷  星名(3) 大塚  みあ(3)       55.82
    3大島A 多和田萌夏(2) 鈴木  諒子(2) 松﨑  楓(2) 森岡  千晴(2)       57.46
    4深川第二C 熊谷  衣織(1) 宮地  和花(1) 上原  彩香(1) 鈴木  和奏(1)       57.75
    5第三亀戸A 須藤  彩(1) 舟引  姫花(1) 浅野くるみ(3) 外島  結衣(3)       57.76

深川第五B 西井  日菜(2) 富田陽向子(2) 和田  優羽(2) 古川  蒼深(2) 失格      
大島西A 欠場      

 3組     1かえつ有明A 鈴木  美悠(3) 石井  琉々(3) 武田  彩葉(1) 吉田  光花(2)       53.58
    2第二砂町B 阿部  来海(1) 赤荻  遥日(1) 板垣  唯来(1) 野上明日香(1)       54.95
    3深川第二B 馬内  理恵(2) 林  萌衣(2) 稲﨑  日南(2) 熊井帆乃佳(2)       55.42
    4第二砂町C 前島  美心(1) 中垣  笑(1) 波多腰世莉(1) 波多腰沙莉(1)       57.01
    5大島西B 小倉  万尋(1) 中村  蓮香(2) 山口  陽子(2) 宮澤  舞花(1)       59.44
    6亀戸C 定野  心咲(1) 塚田  萌佳(1) 松浦  実菜(1) 大谷  実悠(1)       59.84

チーム名 競技者名１
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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
小学女子  9/ 3  1組     1毛利A 的場  心美(6) 宮尾  百咲(6) 後藤  優菜(6) 須田  彩香(6)     1:02.67

    2数矢A 中村  柚稀(6) 原田  結菜(6) 田村奈津子(6) 萩原知衣子(6)     1:02.90
    3第一亀戸A 中谷  陽莉(5) 久野  花凛(6) 永谷まなみ(6) 佐藤  椿未(4)     1:06.21
    4豊洲C 小堺  文乃(4) 川島  七海(4) 宮地  一花(4) 増渕  彩月(4)     1:06.49
    5豊洲北A 大島  成(5) 茂木  美桜(5) 勝又  璃子(5) 斗ヶ澤亜美(5)     1:06.63
    6八名川A 中村  桃萌(5) 櫻井  亜美(5) 斉藤かれん(4) 髙橋  杏月(6)     1:08.11
    7越中島B 長谷川萌香(4) 須沼  柚衣(4) 中村幸笑子(4) 榮  眞理子(4)     1:08.99

 2組     1越中島A 大橋  唯桜(6) 近藤  眞(6) 渡邊  千倖(6) 大西  菜月(6)     1:01.61
    2豊洲A 武田  彩(6) 千原愛紗美(6) 相場  恵(6) 尾崎  七菜(6)     1:02.79
    3砂町A 藤井  侑奈(6) 森嶋  悠乃(4) 濱野  玲奈(6) 森田和南佳(6)     1:03.30
    4有明A 田谷野優里愛(6) 森  朱那(6) 古賀  潤子(6) 宮本  美優(6)     1:03.32
    5臨海A 小野真奈美(6) 中川  希愛(6) 柏岡  夕璃(6) 保井  春奈(6)     1:05.17
    6平久B 武田  侑子(4) 三宅  優芽(5) 梅崎  美音(6) 松永  理央(5)     1:08.52
    7深川A 今村  理代(5) 夏目ほのか(5) 冨田  瑞葵(5) 小林  千夏(5)     1:08.73

 3組     1平久A 丹野  礼菜(5) 松永  理瑚(6) 福永  愛眞(6) 田巻  早菜(6)     1:02.13
    2有明B 野﨑  美遥(5) 瀬戸口あん(5) 加藤みこと(5) 橋本  優来(5)     1:04.20
    3扇橋A 髙田  侑希(6) 柿崎菜々美(6) 勅使川原きなり(6) 前田  遙(6)     1:05.14
    4第二辰巳A 佐野  由果(5) 水本きらら(5) 佐野  央果(5) 中村  綾夏(5)     1:08.98
    5江東JACA 佐藤  陽菜(5) 呑口  智穂(5) 中垣  恵(5) 関本  沙耶(4)     1:12.08

豊洲北B 池田  花菜(4) 西垣  姫夏(4) 小川  紗空(4) 齊田  七華(4) 失格      
毛利B 欠場      
豊洲B 欠場      

中学女子  9/ 3     1深川第二A 井上ひなた(3) 野澤  沙帆(3) 小杉  茉由(3) 野村柚里香(3)       53.92
    2かえつ有明A 鈴木  美悠(3) 石井  琉々(3) 武田  彩葉(1) 吉田  光花(2)       54.08
    3第三亀戸B 渡部  珠生(2) 熊谷  詩織(2) ﾏｯｷｰ  ﾋｶﾘ(2) 古屋  佳音(2)       54.27
    4第二砂町A 日野菜々子(3) 近藤  可南(3) 千田  芽依(2) 成田  芽夢(3)       54.57
    5 ﾁｰﾑSSA 中島  優里(3) 岸田菜津穂(2) 安戸  乃彩(3) 大森  智加(1)       54.66
    6深川第五A 西垣  琴音(3) 武田  若菜(3) 本田  梨紗(3) 柴崎  千夏(3)       54.70
    7第二砂町B 阿部  来海(1) 赤荻  遥日(1) 板垣  唯来(1) 野上明日香(1)       55.53
    8深川第二B 馬内  理恵(2) 林  萌衣(2) 稲﨑  日南(2) 熊井帆乃佳(2)       56.94

チーム名 競技者名１
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