
ト ラ ッ ク 審 判 長 熊原　誠一

跳 躍 審 判 長 小竹　勝太郎

投 て き 審 判 長 小竹　勝太郎

記 録 主 任 児玉　聡

日付 種目

須田 隼人 10.91 薄井 拓也 11.00 千葉　健真 11.68 岸 京平 11.89 髙山 仁志 11.97 西山 耕太 12.06 東 弘樹 12.12 小平 海都 12.18
フォルテスポーツ 日本大学文理学部陸上競技部東京ＹＭＣＡ 株式会社ﾌｸｼ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ＳＫＤ フォルテスポーツ 江東スプリント ＭｙＲｕｎＢｏｙｓ
安井 覚弘 1:08.46 浜中 直紀 1:13.66 須山 聡 1:15.19
江東区陸協 安田爆走団 安田爆走団
福井 準 4:28.59 榎田 憲治 4:33.13 大森 教尋 4:33.17 松井 章 4:35.15 松森　久朋 4:37.94 坂牧 弘道 4:48.37 石原 浩司 5:05.70 太田 純平 5:17.90
crossroad アルブレーヴ 江東区役所RC しののめレッズ 友仁病院 ＭｙＲｕｎＢｏｙｓ
齊藤 禎一 16:46.92 宇田川 裕貴 17:00.33 中野　学 17:01.49 安室 政司 17:22.66 杉本　智哉 17:40.11 江口 友昭 17:45.19 渡邉 友希紘 18:08.71 川﨑 康司 18:16.46
モントブラン 江東区役所RC TRC TRC 江東区役所RC
フォルテスポーツ 44.05 江東スプリント 45.36 ＭｙＲｕｎＢｏｙｓA 50.01 二大中OBA 53.02 東京キングダム 58.71
長澤 宗太郎 GR 東 弘樹 高橋 宏太 井上　和彦 桂山 和久
須田 隼人 高瀬 満基 小平 海都 田中　誠二 細井 一希
齊藤 大地 秋元 尚耶 太田 純平 三村　大 八ッ橋 公彦
西山 耕太 薄井 拓也 出見世 舜士 藤岡　寿明 管野 正志
山内 孝省 5m18(0.0)

吉田 知弘 9m95 佐藤 良太 9m56 木村 昭弘 5m98
スマイル

﨑山　遥斗(3) 11.56 山本　翔太(3) 11.61 冬木 日陽(3) 11.82 清水　尽(3) 11.97 尾下　禾一(2) 12.05 佐々木　恭太郎(3) 12.14 山方　心翔(2) 12.19
亀戸中学校 第二砂町中学校 第三砂町中学校 第二砂町中学校 深川第一中学校 亀戸中学校 大島西中学校
町野　豪紀(2) 24.27(0.0) 川淵 康生(3) 24.78(0.0) 堀 嵩瑞(3) 25.12(0.0) 山本　裕武(2) 25.33(0.0) 國井 創太(3) 25.41(0.0) 高橋 リョウジ(3) 26.14(0.0) 五十嵐　丈(2) 26.28(0.0) 尾本　義匡(1) 26.58(0.0)
深川第一中学校 深川第三中学校 深川第五中学校 かえつ有明中学校 深川第三中学校 深川第五中学校 大島中学校 第三亀戸中学校
小俣 翔三朗(3) 2:08.73 鈴木 成(3) 2:11.09 市川　泰雅(3) 2:14.99 伊藤 駿平(3) 2:18.32 佐々木　航大(3) 2:18.58 下平　悠人(2) 2:22.49 池田 創(2) 2:28.83 亀田 拓海(2) 2:33.18
深川第三中学校 深川第三中学校 かえつ有明中学校 深川第三中学校 第二砂町中学校 第三亀戸中学校 深川第五中学校 深川第五中学校
長井　虎之介(2) 4:43.55 村上 優世(2) 4:47.00 大石　樹(2) 4:48.35 山崎　開地(2) 4:48.42 福田　冴吹(2) 4:51.84 宮下　元(3) 4:52.66 金野　瑠海(2) 4:53.07 鶴谷 亮人(1) 4:54.13
かえつ有明中学校 深川第三中学校 第二南砂中学校 第二砂町中学校 第三亀戸中学校 大島西中学校 大島西中学校 深川第三中学校
郡司 聖也(3) 10:19.17 松本 貢輝(2) 10:24.92 小林　優人(3) 10:52.25 渡邊　輝翔(2) 10:56.87 金子　颯馬(3) 11:03.45 小杉　匠人(3) 11:39.54
深川第三中学校 深川第三中学校 第二南砂中学校 辰巳中学校 亀戸中学校 深川二中学校
田中　陽都(3) 16.68(0.0) 髙橋　理央(2) 17.14(0.0) 前田 瑚太郎(3) 17.19(0.0) 千葉　玲旺(2) 17.35(0.0) 小暮　悠人(3) 17.84(0.0) 栗原 寛希(2) 18.79(0.0) 河合　於季(3) 19.22(0.0) 反町　悠誠(2) 20.08(0.0)
第二砂町中学校 亀戸中学校 深川第三中学校 深川第一中学校 亀戸中学校 深川第五中学校 第二砂町中学校 大島中学校
第二砂町A 45.86 亀戸中A 46.86 亀戸中B 47.17 かえつ有明中A 47.55 深川第五中A 47.79 大島西中A 48.13 深川第一中A 48.30
清水　尽(3) 﨑山　遥斗(3) 髙橋　理央(2) 山本　裕武(2) 須藤 隼斗(3) 吉山　旺佑(2) 千葉　玲旺(2)
山本　翔太(3) 小暮　悠人(3) 大河　楓(2) 佐山　直毅(3) 島原 拓大(3) 山方　心翔(2) 町野　豪紀(2)
水島　惇統(3) 佐々木　恭太郎(3) 中村　嶺(2) 長井　瑛祐(3) 安藤 守利(3) 鈴木　結多(2) 樋浦　彰吾(2)
白山　夏輝(3) 海宝　康壮(3) 小暮　友貴(2) 市川　泰雅(3) 松本 隆造(3) 白河　颯太朗(2) 尾下　禾一(2)
内田　竣介(3) 1m70 取口　光彦(3) 1m60 奥本　怜苑(2) 1m55 財賀　翔大(2) 1m55 中島　光(2) 1m45 海宝　康壮(3) 1m45 小椋　南(1) 1m40
第二砂町中学校 第二砂町中学校 東陽中学校 第二南砂中学校 辰巳中学校 亀戸中学校 亀戸中学校
佐山　直毅(3) 5m96(0.0) 稲﨑　拓己(2) 5m94(0.0) 島原 拓大(3) 5m93(0.0) 白山　夏輝(3) 5m35(0.0) 神津 弘輝(2) 5m31(0.0) 白河　颯太朗(2) 5m30() 松本 隆造(3) 5m24(0.0) 長井　瑛祐(3) 4m71(0.0)
かえつ有明中学校 深川二中学校 深川第五中学校 第二砂町中学校 フォルテスポーツ 大島西中学校 深川第五中学校 かえつ有明中学校
須藤 隼斗(3) 10m38 渡邉　真生(3) 9m64 枝吉　将吾(3) 9m35 朝倉　靖太郎(2) 9m30 江塚　煌駕(2) 8m46 加藤　颯(2) 7m84 児玉　翔太(3) 7m72 仲藤 優作(2) 7m69
深川第五中学校 第二南砂中学校 第二砂町中学校 深川第一中学校 大島中学校 第二南砂中学校 深川四中学校 深川第五中学校
沓澤　亮(6) 3m46(0.0) 荒木 拓磨(5) 3m44(0.0) 関　佑大(4) 3m39(0.0) 髙橋 健大(6) 3m28(0.0) 宮田　　瑠海(5) 3m27(0.0) 井上 真智(6) 3m25(0.0) 河内　颯介(4) 3m12(0.0) 小松 響五(5) 3m11(0.0)
扇橋小学校 東雲小学校 豊洲小学校 臨海小学校 豊洲小学校 臨海小学校 四砂小学校 数矢小学校
迎　希生(3) 8.13(0.0) 野俣 和宏(3) 8.19(0.0) 安達 一平(2) 8.21(0.0) 亀田 瑛真(3) 8.35(0.0) 寺井 碧(3) 8.35(0.0) 岸本 悠太(3) 8.45(0.0) 志賀　佑亮(3) 8.45(0.0) 丸山 夏依(3) 8.49(0.0)
豊北小学校 元加賀小学校 有明西学園 第二亀戸小学校 明治小学校 第二辰巳小学校 豊洲小学校 越中島小学校
ベルムンド ジョンポール(6) 13.80(0.0) 並木　比呂(6) 14.03(0.0) 前田 蒼空(6) 14.06(0.0) 林 子楊(6) 14.28(0.0) 菅沼 加武人(6) 14.34(0.0) 松崎　弘孝(6) 14.60(0.0) 川口 絋樹(6) 14.67(0.0) 小林 真幸(6) 14.82(0.0)
数矢小学校 豊北小学校 越中島小学校 第一亀戸小学校 深川小学校 扇橋小学校 元加賀小学校 第二辰巳小学校
豊北小A 58.13 数矢小A 58.37 扇橋小学校E 58.98 第一亀戸小A 1:00.12 深川小Ｂ 1:01.51 東雲小 1:01.97 豊洲小A 1:02.15 臨海小Ｂ 1:03.25
伊藤　智之(6) 石田 清晴(6) 萱沼　雅也(6) 藤原 悠起(5) 風間 涼介(5) 荒田 颯真(4) 住家　真幸(4) 小塙 武宗(4)
櫻井　蒼大(6) 鎌田 孝太郎(6) 松崎　弘孝(6) 島名 玲緒(5) 塩屋 清一朗(5) 荒木 拓磨(5) 佐々木　陽斗(4) ステューティー 健一(5)
古川　隼羽(6) 加藤 翔太郎(6) 沓澤　亮(6) 髙橋 魁人(5) 木村 弘毅(6) 奥田 悠生(4) 関　佑大(4) 小塙 真乃介(5)
並木　比呂(6) ベルムンド ジョンポール(6) 髙橋　遼(6) 林 子楊(6) 菅沼 加武人(6) 松田 源之介(4) 田中　魁一(4) 髙橋 健大(6)
平松 直人 18:42.06 重藤 研一 18:56.40 野房　和彦 19:14.42 福嶋　毅 19:20.69 原田　雅弘 19:43.59 浜田　隆司 20:03.45 端村　展彦 20:29.51 半谷　謙寿 21:32.24

 東京陸協 TRC TRC TRC TRC 東京ＹＭＣＡ
吉澤 康英 21:20.78 和田橋 明 23:57.21 折田 勝宏 24:57.74

たつみ走友会
室井 一郎 22:52.83

第73回江東区民陸上競技大会 
江戸川区陸上競技場 
2019/09/01 ～ 2019/09/01

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月1日
一般男子100m 

風：0.0

9月1日 一般男子400m

9月1日 一般男子1500m

9月1日 一般男子5000m

9月1日 一般男子4X100mR

9月1日 一般男子走幅跳

9月1日 一般男子砲丸投(7.260kg)

9月1日
中学男子100m 

風：0.0

9月1日 中学男子200m

9月1日 中学男子800m

9月1日 中学男子1500m

9月1日 中学男子3000m

9月1日 中学男子110mH(0.914m)

9月1日 中学男子4X100mR

9月1日 中学男子走高跳

9月1日 中学男子走幅跳

9月1日 中学男子砲丸投(5.000kg)

9月1日 小学男子走幅跳

9月1日 小学1～3年男子50m

9月1日 小学4～6年男子100m

9月1日 小学4～6年男子4X100mR

9月1日 壮年 50歳代男子5000m

9月1日 壮年 60歳代男子5000m

9月1日 壮年 70歳以上男子5000m



宮川　友佳 13.76 柴田　泉 14.85 小島　彩海 16.70
東京ＹＭＣＡ ｱｽﾘｰﾄ塾 東京ＹＭＣＡ
馬場 ちひろ 21:17.46 渡部 優子 21:48.52 大越　優菜 22:26.38 広田 佳子 23:23.63 岡庭　朱里 23:50.66 布山　伸江 26:15.73 岸野 章代 32:20.87
東京税関走友会 東京ＹＭＣＡ alafor 東京ＹＭＣＡ TRC
松澤 弘子 2m17()
ｼｪｰﾝ英会話TSTｺﾞﾄｳﾋﾁｰﾑ
山南　江里香(2) 13.43 日高　凜乃(1) 13.60 猪俣 美結(1) 13.75 加藤　望実(2) 13.76 小方　愛紗(1) 13.91 萩原 知衣子(2) 13.94 濱野　玲奈(2) 13.95 藤原　伊織(2) 14.03
深川四中学校 大島西中学校 深川第三中学校 亀戸中学校 第二砂町中学校 深川第三中学校 第二南砂中学校 かえつ有明中学校
瀨戸口 ひなた(3) 27.16 宮地　和花(3) 27.93 谷岡 英美奈(2) 29.48 石井　明希音(2) 30.42 舟引　姫花(3) 31.22
深川第三中学校 深川二中学校 深川第五中学校 第二南砂中学校 第三亀戸中学校
内藤 一花(3) 2:29.65 平岡 葵(1) 2:34.25 鈴木　和奏(3) 2:39.42 正慶　アンナ(2) 2:39.81 アブユアン　アレア(2) 2:43.86 若松　希音(2) 2:45.25 大﨑　姫愛(2) 2:45.90 増田　陽奈(1) 2:46.10
深川第三中学校 深川第三中学校 深川二中学校 深川第一中学校 亀戸中学校 大島中学校 大島西中学校 大島西中学校
石井　海翠(2) 5:00.69 中山　怜美(2) 5:34.47 稲垣　夏希(2) 5:45.09 吉野　優咲(2) 6:00.53 河合　柚(1) 6:59.61
第二砂町中学校 大島西中学校 亀戸中学校 第二砂町中学校 東陽中学校
庄野　美奈実(2) 16.87(0.0) 後藤 梢(3) 16.99(0.0) 岩本　彩郁(3) 18.10(0.0) 若林　菜名子(2) 18.70(0.0) 中村 柚稀(2) 19.02(0.0) 大棟　茉莉亜(2) 19.17(0.0) 島本 真実(3) 19.49(0.0) 須藤　彩(3) 19.76(0.0)
深川第一中学校 深川第三中学校 深川第一中学校 第二砂町中学校 深川第三中学校 第二砂町中学校 深川第五中学校 第三亀戸中学校
深川第三中Ｂ 51.70 深川第三中Ａ 52.17 第二砂町B 52.28 第二南砂A 54.64 亀戸中C 55.26 深川第三中Ｃ 55.90 深川四A 58.18 深川二中A 58.52
中村 柚稀(2) 吉田 結菜(3) 中垣　笑(3) 須藤　綾子(2) 坂上　己怜(1) 猪俣 美結(1) 箕輪　千暖(2) 石井　希望(3)
田巻 早菜(2) 佐久間 理緒(3) 野上　明日香(3) 濱野　玲奈(2) 和知　青葉(1) 瀨戸口 あん(1) 山南　江里香(2) 宮地　和花(3)
萩原 知衣子(2) 後藤 梢(3) 板垣　唯来(3) 石井　明希音(2) 下柳田　由衣(1) 大島 成(1) 柿崎　菜々美(2) 熊谷　衣織(3)
三上 アミナ(2) 瀨戸口 ひなた(3) 吉川　麻央(3) 藤井　侑奈(2) 和気　百花(1) 見波 はな(1) 渡辺　茉那(2) 鈴木　和奏(3)
塚田　萌佳(3) 1m40 松浦　実菜(3) 1m40 佐藤 里紗(3) 1m40 大谷　実悠(3) 1m35 大倉 陽花(2) 1m20 石山 亜胡(3) 1m20
亀戸中学校 亀戸中学校 深川第三中学校 亀戸中学校 深川第五中学校 深川第五中学校

渡辺　茉那(2) 1m20 若山　寧々(2) 1m20
深川四中学校 第二砂町中学校

佐久間 理緒(3) 5m13(0.0) 吉川　麻央(3) 4m90(0.0) 柿崎　菜々美(2) 4m71(0.0) 須藤　綾子(2) 4m60(0.0) 山本　亜瑠美(2) 4m34(0.0) 山野　琴衣(3) 4m24(0.0) 見波 はな(1) 4m21(0.0) 阿部　莉里香(1) 4m19(0.0)
深川第三中学校 第二砂町中学校 深川四中学校 第二南砂中学校 第二南砂中学校 亀戸中学校 深川第三中学校 深川四中学校
中垣　笑(3) 9m87 照沼 葉月(3) 9m04 熊谷　衣織(3) 8m55 荒田　千裕(3) 8m37 佐藤 結愛(2) 7m94 ﾗｼ･ﾗﾋﾞﾔ　ｼﾞｪﾊﾟﾝﾏｲ(3) 7m69 鍋田 華音(3) 7m39 木村 遥香(2) 7m18
第二砂町中学校 深川第六中学校 深川二中学校 深川八中学校 深川第五中学校 深川八中学校 深川第三中学校 深川第五中学校
梅澤 聖奈(6) 3m59(0.0) 中村 百花(6) 3m57(0.0) 榮 眞理子(6) 3m54(0.0) 田村 友埜(6) 3m36(0.0) 小川 桃(6) 3m29(0.0) 久保 未彩(6) 3m14(0.0) 鈴木 万菜(6) 3m03(0.0) 阪 朝晶(5) 3m01(0.0)
越中島小学校 浅間竪川小学校 越中島小学校 越中島小学校 越中島小学校 有明西学園 有明西学園 平久小学校
田部井　蘭(2) 8.92(0.0) 大島　文(3) 8.92(0.0) 園山 ありす(3) 8.95(0.0) 横田 理桜(3) 8.97(0.0) 杉村　澪(2) 9.03(0.0) 田中 杏樹(3) 9.03(0.0) 杉﨑 菜穂(3) 9.04(0.0) 孫 可心(3) 9.06(0.0)
豊北小学校 豊北小学校 毛利小学校女子 南陽小学校 豊北小学校 有明西学園 平久小学校 東雲小学校
齋藤 真衣子(6) 14.23(0.0) 佐藤 椿未(6) 15.05(0.0) 斎田　七華(6) 15.08(0.0) 中谷 麻那(5) 15.17(0.0) 小堺　文乃(6) 15.32(0.0) 中村 幸笑子(6) 15.44(0.0) 染谷　美咲(5) 15.68(0.0) 枝 ひかる(4) 15.71(0.0)
毛利小学校女子 第一亀戸小学校 豊北小学校 数矢小学校 豊洲小学校 越中島小学校 扇橋小学校 豊洲西小学校
毛利小女子 1:01.07 越中島小B 1:01.17 扇橋小学校A 1:01.79 第一亀戸小A 1:02.18 数矢小 1:03.63 第一亀戸小B 1:04.12 扇橋小学校B 1:04.42 有明西学園A 1:04.78
原 桃子(6) 榮 眞理子(6) 村山　樹理(5) 山口 利緒(6) 鈴木 アオイ(5) 渡部 和花(5) 石原　柚乃(5) 福田 千紘(6)
三木 杏夏(6) 中村 幸笑子(6) 志村　和佳奈(5) 佐藤 椿未(6) 小島 葵良(5) 笹井 麗央(5) 三富　菜々(5) 勝又 凜衣(6)
山木 里桜(6) 梅澤 聖奈(6) 稲垣　あかり(5) 田中 凛(6) 安藤 陽香(6) 北村 優波(5) 原　まどか(5) 久保 未彩(6)
齋藤 真衣子(6) 長谷川 萌香(6) 染谷　美咲(5) 宮澤 琉凪(6) 中谷 麻那(5) 桑山 公花(5) 小林　和奏(5) 鈴木 万菜(6)

凡例  GR:大会記録

9月1日
一般女子100m 

風：0.0

9月1日 一般女子5000m

9月1日 一般女子走幅跳

9月1日
中学女子100m 

風：0.0

9月1日
中学女子200m 

風：0.0

9月1日 中学女子800m

9月1日 中学女子走高跳

9月1日 中学女子走幅跳

9月1日 中学女子1500m

9月1日 中学女子100mH(0.762m)

9月1日 中学女子4X100mR

9月1日 小学4～6年女子100m

9月1日 小学4～6年女子4X100mR

9月1日 中学女子砲丸投(2.721kg)

9月1日 小学女子走幅跳

9月1日 小学1～3年女子50m


