
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位
氏名 学年 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 学年 記録 氏名 学年 記録 氏名 記録 氏名 学年 記録
所属 風速 所属 風速 所属 風速 所属 風速 所属 風速 所属 風速 所属 風速 所属 風速

畑中　昭平 11.14 小林 昴朋夢 11.51 白石　翔汰 11.55 須黑 航 11.56 興津 史弥 11.57 興津 正人 11.57 荒木 優也 11.63 角田 心 11.65
紅葉川高校教員 -0.2 足立高校 0.3 紅葉川高校 -0.8 足立高校 0.3 足立高校 0.3 足立高校 -0.2 足立高校 0.9 足立学園OB -0.2
小林 昴朋夢 23.08 興津 正人 23.18 興津 史弥 23.44 池田 隆人 23.50 須黑 航 23.60 荒木 優也 23.96 飯島 宏太 24.25 中村 洋光 24.29

足立高校 -1.1 足立高校 -1.8 足立高校 -0.5 Ｒ．コウヨウ -0.5 足立高校 -1.1 足立高校 -1.1 足立学園高校 -1.1 Ｒ．コウヨウ -2.4

黒津 雅治 52.77 杉山 秀樹 54.26 北尾 大樹 54.49 小泉 優太朗 54.87 坂本 勝利 55.04 達家 翔 55.10 奥平 啓太 56.24 保泉 柊弥 56.61

足立学園OB 足立高校 足立高校 足立高校 足立高校 足立高校 足立学園高校 足立高校
酒巻 佳泰 1.59.62 阿部 智也 2.05.24 杉山 秀樹 2.07.15 飯田 直樹 2.08.23 山梨 泰里 2.08.48 牧野　巧 2.09.02 湯浅 拓也 2.10.70 中山　潤 2.11.14

足立学園OB 足立高校 足立高校 足立学園高校 紅葉川高校 足立学園高校 上野高校ＯＢ

木佐貫 瑛 4.10.6 酒巻 佳泰 4.16.3 袴田 翔 4.20.0 原 千広 4.22.7 岩井 勝 4.27.1 堤　  夏輝 4.29.0 橋本　渓悠 4.29.4 山梨 泰里 4.30.0
ＲＪＫ 足立学園OB 足立学園OB ガンバル会 ＲＪＫ 足立学園OB 上野高校 足立学園高校

保坂 健士 16.12.0 木佐貫 瑛 16.25.0 原 千広 16.36.7 高野　智義 16.53.2 太田 匠 16.59.4 岡野 広純 16.59.8 河﨑　歩 17.00.5 日比野 弘毅 17.13.0

足立学園高校 ＲＪＫ ガンバル会 上野高校 足立学園高校 足立学園高校 足立学園高校 足立学園高校

森畑 孝志 12.78 南舘 幸治 13.82 北島 和之 14.35 山口 克三 14.53 鈴木　渉 14.71

走和会十四 1.9 ＲＪＫ 1.9 江北ＡＣ 1.9 1.9 走和会十四 1.9

前田 浩一 13.95 中村 広美 14.68

ガンバル会 1.3 Ｒ．コウヨウ 1.3

大塚 高樹 11.11.12 友久 優二 13.04.98

ふちえＲＣ
渡辺 吏 11.14.22 和久井 岩夫 11.50.04 石川 正一 12.26.95 高柳 義人 12.37.37

ＲＪＫ 大日精化 走和会十四
岡田 広志 14.51.59

ふちえＲＣ
足立高校A 紅葉川高校Ｂ 足立東高校 足立高校Ｂ 上野高校 足立学園ＯＢ-A 足立高校Ｃ 足立学園ＯＢ-B

興津 史弥 井坂　駿 清宮　東逸 坂本 勝利 稲澤　大弥 大三川 泰紀 後藤 謙仁 飛田 宗哉
小林 昴朋夢 柿原　大輝 篠原　元 北尾 大樹 出射　直人 角田 心 小泉 優太朗 関野 康司
荒木 優也 上原　大地 谷口　巧都 須黑 航 齋藤　雄太 菅野 晃司 達家 翔 吉田 大起
興津 正人 畑中　昭平 平塚　千寛 八木　悠 野口　一成 関根 希望 星野 浩一 渡邊 雄介
足立高校Ａ 上野高校Ａ 足立学園OB－Ｂ 足立高校-Ｂ 足立東高校 足立高校-Ｃ 足立学園OB-Ａ 足立学園高校―Ｂ

小林 昴朋夢 稲澤　大弥 武田 竜馬 飯田 直樹 篠原　元 八木　悠 角田 心 藤田 耕平
北尾 大樹 小倉　翔太 大三川 泰紀 興津 史弥 清宮　東逸 荒木 優也 柴崎 航 小林 将輝
達家 翔 野口　一成 菅野 晃司 小泉 優太朗 高橋　陵太 須黑 航 堤　  夏輝 湯浅 拓也

杉山 秀樹 齋藤　雄太 袴田 翔 坂本 勝利 増田　剛大 興津 正人 小岩 元 篠崎 浩
佐々木　拓也 1m81 宮本 舜馬 1m78 山田浩児 1m75 舘森　広志 1m75 土谷 亮介 1m72 星野 浩一 1m69 小倉　翔太 1m66 八木　悠 1m55

足立陸協 足立西高ＯＢ 淵江高校 足立西高校 足立高校 上野高校 足立高校
飛田 宗哉 6m20 星野 浩一 6m15 八木　悠 5m96 秋山 由真 5m72 清野 弘朗 5m65 新田 倫大 5m62 長　  友和 5m42 吉田 大起 5m33

足立学園OB 0.8 足立高校 1.3 足立高校 0.0 足立高校 0.8 足立学園OB -0.5 足立高校 1.8 足立学園OB 0.3 足立学園OB 1.0
山田　龍聖 14m14 小林 将輝 9m17 小澤　和晃 9m13 石井 勇樹 8m92 井門 明洋 8m37 中山　太一 7m35 小池 俊輔 6m82

東京理科大学 足立学園高校 上野高校ＯＢ 足立学園OB ガンバル会 上野高校 足立学園OB

天候 曇り 気温 30.0℃

風向 北北西 湿度 68%

風速 0.5m/s

種目

第 ６５回　都民陸上競技大会足立区予選会 成績一覧表
一般・壮年男子

2012年10月6日 舎人公園陸上競技場

男
子

一般
１００ｍ

一般
２００ｍ

一般
４００ｍ

一般
８００ｍ

一般
１５００ｍ

一般
５０００ｍ

40歳代壮年
１００ｍ

５0歳代壮年
１００ｍ

４0歳代壮年
５０00m
50歳代壮年
５０00m

６0歳代壮年
５０00m

一般
４×１００ｍR

43.81 46.18 46.45 47.12

一般
４×４００ｍR

3.33.50 3.36.21 3.37.69 3.37.72

44.57 45.27

一般
走高跳び
一般
走幅跳び

45.43 46.00

審判長　：　　　佐藤　昭夫　　　　(印)

3.41.07 3.42.24 3.42.85 3.44.63

一般(6kg)
砲丸投げ

12時　現在
総務員　：　　　辻野　清　　　　　　(印) 記録主任　：　　豊島 富美子　　　　　(印)

 



1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位
氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 学年 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 学年 記録
所属 風速 所属 風速 所属 風速 所属 風速 所属 風速 所属 風速 所属 風速 所属 風速

福田 景子 12.92 細野　舞香 13.43 鍋城　妙 13.64
New Mode AC 1.7 紅葉川高校 1.7 足立高校 1.7
石原 さりな 28.50 渡辺 祥子 29.05 鍋城　妙 29.25 中島 結花 30.60
足立高校 -2.7 足立高校 -2.7 足立高校 -2.7 足立高校 -2.7

石原 さりな 1.04.84 中島 結花 1.05.36 渡辺 祥子 1.06.74 谷口 由維 1.08.56
足立高校 足立高校 足立高校 足立高校
三宅 沙耶 2.38.88 谷口 由維 2.39.77 小倉 智愛 3.19.65
足立高校 足立高校

平岡　晏奈 5.26.1 三宅 沙耶 5.37.2 宮田　晃帆 5.43.2
紅葉川高校 足立高校 紅葉川高校
冨永 里実 11.44.01 木下 涼風 12.08.53 澤野　瑞生 13.04.13 住吉 久代 13.28.81

ＲＪＫ ＲＪＫ 上野高校 ＲＪＫ

小野 梨香 12.27.74
ふちえＲＣ

New Mode AC 足立高校－A 足立高校－B
福田 景子 鍋城　妙 谷口 由維
斉藤　歩 石原 さりな 中島 結花

青山 晴香 渡辺 祥子 三宅 沙耶
鈴木 朋花 四ツ谷 香 鈴木 奈津美
四ツ谷 香 1m44 鈴木 奈津美 1m20

足立高校 足立高校

堀切 典子 3m68 岡野　望 3m39

0.2 足立東高校 0.0
冨高夏樹 7ｍ05 武林舞華 6ｍ54

淵江高校 淵江高校

天候 曇り 気温 30.0℃

風向 北北西 湿度 68%

風速 0.5m/s

種目

第 ６５回　都民陸上競技大会足立区予選会 成績一覧表
一般・壮年女子

2012年10月6日 舎人公園陸上競技場

女
子

一般
１００ｍ
一般
２００ｍ
一般
４００ｍ
一般
８００ｍ
一般
１５００ｍ
一般
３０００ｍ
壮年
１00m
壮年
3０00m

一般
４×１００
ｍR

50.65 52.95 57.69

一般
走高跳び

一般
走幅跳び

一般
砲丸投げ

12時　現在

審判長　：　　　佐藤　昭夫　　　　(印)

総務員　：　　　辻野　清　　　　　　(印) 記録主任　：　　豊島 富美子　　　　　(印)

 


