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東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災でででで被災被災被災被災されたされたされたされた皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、心心心心よりおよりおよりおよりお見舞見舞見舞見舞いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

足立区陸上競技協会足立区陸上競技協会足立区陸上競技協会足立区陸上競技協会はははは、、、、微力微力微力微力でででですがすがすがすが復興支援復興支援復興支援復興支援にににに可能可能可能可能なななな限限限限りりりり努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    
    

復興支援大会復興支援大会復興支援大会復興支援大会・・・・足立足立足立足立フレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンにににに思思思思うううう    

足立区陸上競技協会顧問  鈴木澄夫 

第一回の足立フレンドリーマラソンがすばらしい成功を納めて、心からの「新年おめでとう」を交

わしたのは、昨年のこの時期だった。それが二カ月余りで一変に暗転と化してしまうとは。暗くて

長いトンネルの中、間もなく一年が過ぎようとしている。そんな中、トンネルを抜けるべく第二回大

会が復興の旗印「絆」を支えに、復興を祈るランナー

6800 人有余の方々に参加していただき、元気に楽し

く、盛大に開催することができました。第一回の反省

を踏まえ、さらに向上したすばらしい大会でした。私

は自分の仕事もせず、今回も又、老骨にムチ打って

21 キロをひたすら走らせていただき、ランナー側から

の大会を実感させていただきました。確かに沿道の応援は少ないが、それを補うに余りある充分

なボランティアの方々の応援がランナーからすれば「楽しく走ってほしい」と願う主催者の「心」が

伝わるすばらしい風景だった。新井先生のマイクパフォーマンスもランナーの走力に花を添えて

いたように思う。いずれにせよ、この様な大きな大会を主催し、運営することの難しさは走るランナ

ーからは、なかなか理解していただけないのが、どの大会にも共通して言えることだ。自分の過

去の経験からしても、この大会がこのようにスムーズに進行できたのも、陸協・大兼会長の尽力は

もちろんだが、裏方のように徹して務められたＲＵＮ ＪＯ ＫＡＩ会長・高橋さんの力に負うところが



非常に大きい。高橋さんなしでこの大会は成し得なかった。それに会長さんをサポートするＲＵＮ 

ＪＯ ＫＡＩ会員の皆さんも又全力出し切っての運営協力だった。このようなすばらしい会が足立に

あるということをランナーの皆さんにも伝わったのではないでしょうか。 

 第三回大会は、復興の陽差しが少しでも差し込む中での開催となることを祈ると共に、今回も多

大な援助をしていただきました企業各位の皆さんに深い敬意を表すると共に、今後も永く、ご支

援ご協力を賜りますようお願い申し上げ挨拶とさせていただきます。 

大絶賛大絶賛大絶賛大絶賛・・・・第二第二第二第二回足立回足立回足立回足立フレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソン    

「東日本大震災復興支援大会として開催していきましょう！」と満場一致で決まり、昨年4月に第

二回足立フレンドリーマラソン実行委員会が発足して、9 ヶ月間に及ぶ準備を重ねて大会運営に

あたってまいりました。誕生して、ま

だ日浅い大会なので未熟な部分も

多々あると思いますが、毎回着実に

進化・成長を遂げていきたいと思っ

ております。第一回大会を無事成功

させ、「ランナーズ 100 選」にも選ん

でいただきましたが、第二回大会こそ真価を問われる・・・そう考えると、第一回大会以上のエネル

ギーが必要でした。実行委員全員が一丸となって、大会の成功めざして取り組み、その熱意が役

員・運営スタッフ・ボランティアスタッフへと波及し、協力団体の大きな力も得られ、無事故で本当

にすばらしい大会を開催することができました。本当にありがとうございました。 

大会終了直後から、参加されたランナーの皆さんより絶賛の声をたくさんいただき、9 ヶ月間に

及ぶ苦労も、いっぺんに吹き飛びました。しかし、まだまだ改善すべき点、工夫が必要な点も見

つかり、よりすばらしい大会へと成長・進化させていきたいと実行委員会では考えております。第

三回大会は、さらに多くの力を結集させて、年末走り納めの大会として「足立フレンドリーマラソン」 

の輪を拡大させていきたいと思っております。どうぞ、よろしくお願い致します。 



＜＜＜＜第二回大会第二回大会第二回大会第二回大会のののの様子様子様子様子＞＞＞＞    

大会応援歌を歌うオーロラの皆さん            ゲストランナー浅井えり子さん 

応援演奏！！淵江高校和太鼓部 

10 ㎞の部スタート     

応援演奏！！六月中学吹奏楽部 

    

新設・好評だったｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞブース（帝京科学大）    

開会式・力強い大会会長あいさつ 

    



種目 氏名漢字 記録 所属クラブ
吉田　潤  1:10:12 ＣＲＥＳＴ
柱　欽也  1:10:42 東京陸協
戸村　浩一  1:12:00 府中サブスリー
島本　涼平  1:14:53 府中朝日特支
田島　将人  1:17:52
平田　文哉  1:18:14 御殿山ＴＣ
寺根　秀幸  1:18:07 ハートブレイク
東　隆彦  1:19:11 流山ＣＪ
中山　亨  1:19:13 東陸７８
馬込　和明  1:23:45 マゴメ
小泉　憲司  1:24:28 さいたま市役所
下工垣　敬一  1:28:10 ランステ
大塩　東洋一  1:33:09
金沢　和良  1:35:58 松戸２１ＲＣ
望月　朗  1:36:44 松戸２１ＲＣ
我妻　美穂  1:25:42 浦安ランナーズ
新倉　麻貴  1:25:51
平野　泰子  1:25:56 小岩選抜ＲＣ
中村　光代  1:29:09 足立区生学公社
横山　牧子  1:29:51
金舩　圭子  1:31:50
海老澤　敦子  1:37:23
嶋田　芳子  1:39:19 西東京市
三浦　都子  1:42:45
広沢　玲子  1:46:15 武蔵村山市陸協
益森　まり  1:51:58
鴻農　節子  1:53:12
大野　正子  2:09:21 足立カメーズ
松本　榮子  2:13:18 葛飾走友会
岩崎　洋子  2:27:20 コナミカマタ

ハーフ女子
60歳代

ハーフ女子
70歳以上

ハーフ男子
70歳以上

ハーフ女子
総合・39歳以下

ハーフ女子
40歳代

ハーフ女子
50歳代

ハーフ男子
総合・39歳以下

ハーフ男子
40歳代

ハーフ男子
50歳代

ハーフ男子
60歳代

種目 氏名漢字 記録 所属クラブ
川又　諭  0:32:29 茨城陸協
小野塚　隆珠  0:32:44 城北ＡＣ
高林　努  0:33:21 足立学園高校
礒間　浩幸  0:34:34 八王子走ろう会
秋山　喜徳  0:35:15 秩父高校ＯＢ
浜崎　秀雄  0:35:31 旭化成東京ＪＣ
佐々木　邦道  0:37:16 気分走快
春日　弘章  0:37:18 アドバンテスト
山崎　浩市  0:38:08 コナミ船橋
佐藤　伸一  0:38:11 湘南ＲＣ
三井　博美  0:40:20 横浜好走会
熊沢　清  0:41:07
細谷　重次  0:45:16 ＪＨ熊久
新井　勝彦  0:51:41
中川　一  0:52:37
元木　弘美  0:39:22 ＲＪＫひまわり
菊池　厚子  0:39:24 ブレイクスルー
安川　裕子  0:39:50 ケロコロＲＣ
天方　美和  0:41:12 ランビッツ
加藤　尚美  0:41:34
加藤　寿子  0:42:18
狩野　緑  0:42:34 埼玉大井ＲＣ
水谷　峰子  0:46:52
伊藤　和子  0:49:37 ＴＡＫＡ，ＣＦ
半田　直子  0:48:44
塩田　礼子  0:53:00
植竹　千恵子  0:53:28
藤井　勝子  0:57:48 品川走遊会
石月　リツ  1:00:47 トールズ
遠藤　久代  1:01:50 花愛ランメイツ

10㎞女子
40歳代

10㎞女子
50歳代

10㎞女子
60歳代

10㎞女子
70歳以上

10㎞男子
50歳代

10㎞男子
60歳代

10㎞男子
70歳以上

10㎞女子
総合・39歳以下

10㎞男子
総合・39歳以下

10㎞男子
40歳代

千住警察署白バイ隊の先導でレースが展開される         給水所のボランティアスタッフ 

距離表示板を掲げて応援のボランティアスタッフ           閉会式での団体表彰 

 

＜＜＜＜第第第第 2222 回足立回足立回足立回足立フレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソン大会結果大会結果大会結果大会結果＞＞＞＞    



種目 氏名漢字 記録 所属クラブ
水戸　周平  0:09:40 ＲＪＫ
石崎　智大  0:09:44 清新ＪＡＣ
茂木　拓実  0:10:13 ★★RJK★★
笹井　南斗  0:10:14 光丘中学校
小岸　琢巳  0:10:21 大田中学校
加藤　冴基  0:10:25
船木　宥  0:10:28 新宿中
長谷川　洸貴  0:10:31 ＲＪＫ
石井　星麗菜  0:06:53 六月中
長南　茉咲  0:07:08 のうみそＪｒ
宇田　百香  0:07:21 東京ドリーム
浅水　千歩  0:07:21 吉川東中
浜中　七海  0:07:23 戸田中学校
田中　清子  0:07:27 足立十四中
加藤　邑梨  0:07:33
森田　瑞季  0:07:34 東金町中学校
伊原　達哉  0:06:53
近野　純一朗  0:06:59 みずき小学校
望月　悠斗  0:07:00 南アルプスＡＣ
佐々木　翼  0:07:04 和泉小学校
桑原　魁人  0:07:06 東京ドリーム
浅水　丈拓  0:07:06 野田ジュニア
赤星　拓実  0:07:09 高木第二小
藤栄　智弥  0:07:11 野田ジュニア

小学男子2㎞
（高学年）

中学男子3㎞

中学女子2㎞

種目 氏名漢字 記録 所属クラブ
小林　祐大  0:07:26
増山　啓人  0:07:26
本橋　美騎  0:07:42
宮竹　南央哉  0:07:42
徳武　遼太  0:07:42
山川　義希  0:07:57 チーム山川
山田　龍之介  0:08:08 チームぴょん
早瀬　乃亜  0:08:10 ブルーマンズ
森田　千遼  0:06:58 青戸アスリート
平山　ほのか  0:07:04 草加ジュニア
長南　咲楽  0:07:08 のうみそＪｒ
羽鳥　友紀乃  0:07:13 屈巣小学校
長谷川　絢音  0:07:19 ＫＪＲ
石塚　あかり  0:07:23 ＫＪＲ
山田　桃愛  0:07:24 のうみそＪｒ
増山　真奈  0:07:36
石塚　ゆかり  0:07:58 ＫＪＲ
栗原　凜佳  0:08:02 川口芝西小
船橋　星来  0:08:02
日向　里樹  0:08:27 轟ＡＣ
渡部　春雅  0:08:27 宮前小学校
金原　莉央  0:08:33 ＫＪＲ
柴田　菜穂  0:08:46 高木小学校
宮島　美紀  0:08:48 篠崎第二小

小学男子2㎞
（低学年）

小学女子2㎞
（高学年）

小学女子2㎞
（低学年）

順位 チーム名 チーム記録 氏名1 個人記録1 氏名2 個人記録2 氏名3 個人記録3
1 テムジンＲＣ 03:39:43 桐山　弘太 01:12:56 石川　健太郎 01:13:01 児玉　恵一 01:13:46
2 ＲＪＫエネル源 03:49:14 大沼　生 01:14:31 豊桑　逸 01:14:41 髙橋　正敏 01:20:02
3 草団子３兄弟 03:52:57 高山　昴一郎 01:17:16 山本　優 01:17:49 櫻武　勇太 01:17:52
4 肉団子３兄弟 03:57:21 下山　誠人 01:17:16 池内　希 01:18:46 平野　賢 01:21:19
5 東京入管駅伝部 04:06:58 原田　甲一 01:17:20 落合　則和 01:24:14 當房　秀章 01:25:24
6 ＲＪＫ青雲 04:07:19 田川　知昭 01:16:58 小山　貴之 01:21:23 安藤　文人 01:28:58
7 ＮＩＡＧＡＲＡ 04:08:03 岸水　友佑 01:18:04 尾崎　秀樹 01:24:18 岡田　達明 01:25:41
8 銀河ＭＣ 04:10:17 小野塚　稔 01:15:58 橋本　健太郎 01:21:35 金子　慶介 01:32:44
9 ブレスケア 04:11:44 篠原　直秀 01:18:59 作田　大典 01:24:24 瓜生　務 01:28:21

10 ｓｕｓｈｉ１ 04:13:56 北川　司 01:19:38 桑形　雅臣 01:26:46 徳田　楠男 01:27:32
11 ＮＲＣ 04:27:50 岩岡　伸明 01:25:12 本杉　歩 01:29:03 西村　健一 01:33:35
12 新南中ＯＢ 04:32:18 後閑　俊介 01:26:27 鎌滝　智久 01:32:28 大隅　元 01:33:23
13 ガジーナ 04:32:26 小柳　貴雄 01:26:50 市川　豊 01:32:16 北爪　直人 01:33:20
14 御殿山ＴＣ　Ｓ 04:39:39 平田　文哉 01:18:14 遠山　晴之 01:36:06 勝間田　恵美 01:45:19
15 チームゆりせん 04:42:05 内野　雅貴 01:31:34 山﨑　晋平 01:32:54 川崎　由理奈 01:37:37
16 ワコーズ 04:42:36 村越　光展 01:27:47 高橋　洋司 01:35:08 蔵野　利光 01:39:41
17 Ｓ機器 04:47:10 沢登　功一 01:32:21 土場　規雄 01:35:53 古市　秀明 01:38:56
18 ＴＥＡＭ　ＢＭ 04:47:21 山田　隼 01:25:09 浜本　和幸 01:40:05 大門　哲彦 01:42:07
19 ＮＯＳ　ＲＵＮ 04:49:07 松本　大平 01:31:48 横溝　直樹 01:35:45 安田　弘和 01:41:34
20 ソーラン会 04:49:20 川畑　仁志 01:29:29 久住　竜二 01:34:03 木下　暢 01:45:48

順位 チーム名 チーム記録 氏名1 個人記録1 氏名2 個人記録2 氏名3 個人記録3

1 足立学園高校 01:43:35 高林　努 00:33:21 保坂　健士 00:33:25 久崎　雅隆 00:36:49

2 別海高校 01:47:29 橋場　赴太 00:34:55 小田　猛 00:35:09 穴澤　和也 00:37:25

3 ふぉ～～～～！ 01:50:13 山本　岳史 00:35:58 岸田　貴成 00:36:17 鰹谷　正利 00:37:58

4 ＲＪＫひまわり 01:54:39 岩井　勝 00:34:51 元木　弘美 00:39:22 広井　渡 00:40:26

5 ＯＧＡＣ 01:55:18 山口　幹哉 00:36:56 市川　拓真 00:38:26 只野　翔太 00:39:56

6 夢の島ＳＰ 01:59:50 渡邉　友希紘 00:36:54 五十嵐　浩 00:39:41 鵜澤　響子 00:43:15

7 ランビッツ 02:01:00 梅原　望 00:35:14 早野　梵天丸 00:40:03 小林　靖治 00:45:43

8 ＲＪＫさくら 02:12:02 南舘　幸治 00:43:28 住吉　久代 00:43:57 岡野　由紀 00:44:37

9 ＣＲＥＷＳ 02:13:06 本田　雅一 00:40:03 岩間　卓栄 00:45:49 廣木　成匡 00:47:14

10 １００５クラブ 02:17:53 小板橋　成男 00:43:13 吉岡　信宏 00:44:06 植竹　一幸 00:50:34

＜＜＜＜第第第第 2222 回足立回足立回足立回足立フレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソン大会結果大会結果大会結果大会結果・・・・小中学生小中学生小中学生小中学生＞＞＞＞    

ハーフマラソンハーフマラソンハーフマラソンハーフマラソン団体団体団体団体のののの部部部部    

10101010 ㎞㎞㎞㎞団体団体団体団体のののの部部部部    



1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位
氏名 学年 記録 氏名 学年 記録 氏名 学年 記録 氏名 学年 記録 氏名 学年 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

清田 未希 1 14.28 梅津　茜 1 14.31 大竹 風美子 1 14.46 青木 伽奈 1 14.56 飯塚 妙佳 1 14.83 中平 優花 1 14.89

東綾瀬中 1.3 足立十中 0.1 足立十四中 1.7 東綾瀬中 1.8 足立九中 0.1 六月中 -0.8

佐々木 美波 2 13.17 森川 侑果 2 13.17 五十嵐 恋 2 13.34 吉田 実希 2 13.36 東本 瑞紀 2 13.40 大井 桃花 2 13.61

足立十四中 2.1 足立十四中 1.2 六月中 3.7 六月中 1.8 足立十四中 0.3 渕江中 1.8

初見 笑里 3 12.86 佐野 美柚 3 13.36 石原 さりな 3 13.39 桑原 桃花 3 13.58 菅野 ひかる 3 13.73 寺尾 玲美 3 13.76

足立十二中 0.6 六月中 2.8 足立十四中 1.5 荒川五中 0.7 六月中 1.5 足立六中 2.8

石原 さりな 3 27.41 五十嵐 恋 2 27.63 佐野 美柚 3 27.74 桑原 桃花 3 27.99 鈴木 愛萌 3 28.33 寺嶋 瑞季 2 28.40

足立十四中 2.2 六月中 1.2 六月中 -0.5 荒川五中 0.7 ひばりが丘中 0.7 東綾瀬中 2.2

田中 清子 1 2.33.9 宇田 百香 1 2.44.3 村上 希 1 2.50.4 小林 茜 1 2.51.4 津島 早織 1 2.56.0 五味川 繭 1 3.01.8

足立十四中 足立十三中 六月中 東京J・H・S ひばりが丘中 六月中

石井 星麗菜 3 2.26.2 宇田川 侑希 2 2.28.6 村松 郁美 2 2.29.3 林　　ももこ 3 2.32.1 山田 彩可 3 2.32.5 竹田 万里子 3 2.34.2

六月中 六月中 足立十四中 渕江中 東綾瀬中 東綾瀬中

石井 星麗菜 3 4.57.3 宇田川 侑希 2 4.59.2 川崎 衣澄 3 5.04.9 林　　ももこ 3 5.08.9 田中 清子 1 5.11.4 山田 彩可 3 5.17.2

六月中 六月中 東京J・H・S 渕江中 足立十四中 東綾瀬中

大里 愛美 2 15.37 櫻井 由紀乃 3 15.76 吉澤 伶 3 16.00 小島　かおり 3 16.27 田中 優奈 3 16.49 菅野 ひかる 3 16.58

足立十三中 1.3 六月中 1.8 上一色中 0.2 足立九中 1.8 東綾瀬中 1.3 足立九中 1.3

五十嵐 恋 佐々木 美波 石井 星麗菜 新井 麻鈴 櫻井 由紀乃 林　　ももこ

佐野 美柚 森川 侑果 入村 美咲 寺嶋 瑞季 大竹 絵美子 青柳 莉子
菅野 ひかる 東本 瑞紀 島　　知花 山口 真衣 大井 汐里 古崎 里奈

吉田 実希 石原 さりな 池田 ひかり 松岡 祐里恵 中山 こころ 大井 桃花

小林 怜奈 2 1.50 高橋 彩花 2 1.32 鈴木 千景 2 1.32 猪服 佳子 2 1.32 松岡 祐里恵 2 1.29 河野 萌香 2 1.29

足立十三中 六月中 上一色中 足立九中 東綾瀬中 足立九中

清田 未希 1 4.43 青木 伽奈 1 4.08 中嶋 彩画 1 3.94 鈴木 望生 1 3.79 森　　さくら 1 3.78 大久保 樹 1 3.76

東綾瀬中 -0.6 東綾瀬中 0.7 東京J・H・S 0.1 足立十四中 0.6 ひばりが丘中 0.1 ひばりが丘中 0.0

松岡 祐里恵 2 5.33 大里 愛美 2 4.90 山下 真美子 2 4.79 島　　知花 3 4.61 光山 智美 3 4.51 斉藤 麗奈 2 4.51

東綾瀬中 0.6 上一色中 -0.6 六月中 -0.5 六月中 0.8 足立十三中 0.1 扇中 0.3

伊藤 泰奈 2 10.52 上運天 和美 2 8.28 斉藤 萌 2 8.02 佐野 夢実 2 7.89 藤田 佳音 2 7.42 榎本 紀子 3 7.39

足立十四中 足立十中 荒川五中 六月中 足立九中 東京J・H・S

石塚 ゆかり 小３ 17.07 三輪 南菜子 小３ 17.70 河西 杏夏 小２ 17.97 飯田　遥 小３ 18.09 金原 莉央 小３ 18.10 松崎 芙紀 小２ 18.28

KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 0.8 フェーチャーズ 0.9 東京ドリーム 0.8 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 0.9 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 0.9 RUN　JO KAI 0.8

長谷川 絢音 小４ 14.94 斉川 美花 小５ 15.09 古賀 みらい 小６ 15.26 石塚 あかり 小５ 15.64 菅谷 菜月 小５ 16.16 浜村 晴香 小６ 16.19

KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 1.8 東京ドリーム 1.8 東京ドリーム 4.6 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 1.8 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 1.8 東京ドリーム 1.3

高橋 実里 小３ 2.52.6 石塚 ゆかり 小３ 2.57.4 飯田　遥 小３ 3.09.2 金原 莉央 小３ 3.12.3 三輪 南菜子 小３ 3.12.8 保坂 梨亜 小２ 3.14.5

高野小 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ フェーチャーズ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ

斉川 美花 小５ 2.36.6 長谷川 絢音 小４ 2.37.5 石塚 あかり 小５ 2.41.8 浜村 晴香 小６ 2.47.4 保坂 亜希 小４ 2.49.3 新矢 瑞希 小５ 2.50.6

東京ドリーム KJR陸上ｸﾗﾌﾞ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 東京ドリーム KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 東京ドリーム

浜村 晴香 石塚 あかり 関上 あかり 上島　空 保坂 亜希 櫻井 真生
古賀 みらい 金原 茉由 田中 真子 大野 涼香 山田　美乃里 宇田 沙月

新矢 瑞希 菅谷 菜月 荒井 詩央里 佐々木 夏美 小林 めぐみ 橋本　栞
斉川 美花 長谷川 絢音 松崎 芙紀 阿部 凛子 平野 奈津美 田端 遥

２・３年
走幅跳び

共通
砲丸投げ

共通
走高跳び

２・３年
８００ｍ

１年
８００ｍ

高学年
１００ｍ

低学年
１００ｍ

１年
走幅跳び

東京ドリームA

1.01.89

KJR陸上ｸﾗﾌﾞA

2011　足立陸上競技選手権大会 成績一覧表
ジュニア女子

2011年5月5日 舎人公園陸上競技場

足立十四中B

種目

１年
１００ｍ

２年
１００ｍ

３年
１００ｍ

共通
２００ｍ

共通
１５００ｍ

六月中A

51.65

足立十四中A

54.1

1.02.66

RUN　JO KAI

1.07.63

チーム西伊興

52.4

六月中C

54.1

東綾瀬中B

1.08.39

東京ドリームB

1.09.38

中
学 共通

１００ｍＨ

共通
４×４００ｍ
R

小
学
生

54.4

渕江中

54.5

低学年
８００ｍ

高学年
８００ｍ

共通
４×４００ｍ
R

1.08.11

KJR陸上ｸﾗﾌﾞB
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１１１１        5555 月月月月 5555 日日日日        足立陸上競技選手権大会足立陸上競技選手権大会足立陸上競技選手権大会足立陸上競技選手権大会    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２        ジュニアランニングジュニアランニングジュニアランニングジュニアランニング教室教室教室教室（（（（6/196/196/196/19、、、、7/27/27/27/2、、、、10/110/110/110/1））））    

３３３３        5555 月月月月 8888 日日日日    都民陸上競技大会都民陸上競技大会都民陸上競技大会都民陸上競技大会        

            男子男子男子男子 5000500050005000ｍｍｍｍ優勝優勝優勝優勝    大沼大沼大沼大沼    生生生生（（（（15151515：：：：38383838：：：：92929292））））    

            男子男子男子男子 800800800800ｍｍｍｍ第第第第 3333 位位位位    豊桑豊桑豊桑豊桑    逸逸逸逸（（（（2222：：：：01010101：：：：64646464））））    



1 位 2 位 3 位

氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 記録

所属 所属 所属

山下 雅人 19 4.23.54 髙橋 正敏 23 4.28.59 萩野 智久 36 4.30.06

武蔵大学 GR RUN JO KAI GR SAMDM-RC GR

大沼　生 19 16.06.12 豊桑　逸 23 16.14.21 山下 雅人 36 17.12.97

RUN JO KAI RUN JO KAI 武蔵大学

前田 浩一 19 11.31.20 小板橋 成男 23 12.03.27 高柳 義人 36 12.26.89

ガンバル会 GR １００５クラブ GR ガンバル会

茂木 拓実 1 4.37.43 佐藤 傑士 1 5.22.50 徳丸　航 1 5.27.63

RUN JO KAI GR 東京ドリーム 東京ドリーム

茂木 拓実 1 10.08.15 水戸 周平 3 10.16.61 吉川 春冴 2 10.23.02

RUN JO KAI RUN JO KAI RUN JO KAI

松本 太一 3 3.37.61 鍛冶 晃 3 3.46.98 杉原 将太 3 3.51.67

中原AC GR ＫＪＲ陸上クラブ ＫＪＲ陸上クラブ

小島 匡人 6 3.11.14 荒井 和希 6 3.14.83 高橋 駿太 6 3.17.02

東京ドリーム GR 西保木間小 GR 西保木間小 GR

瀬川 琴奈 高1 5.43.78 秋山 未来 高2 5.49.70 瀧澤 ひとみ 高2 5.51.48

江北高校 GR 駒込高校 竹早高校

元木 弘美 19 18.59.94 岡野 由紀 23 22.30.05

RUN JO KAI RUN JO KAI

髙野 智声 2 4.54.16 真保栄 桜 2 6.02.10 渡辺 夏香 1 6.11.33

愛宕中学校 GR ひばりが丘中学校 ひばりが丘中学校

髙野 智声 2 10.17.45

髙野 智声 GR

石塚 ゆかり 3 3.37.01 保坂 梨亜 2 3.52.98 金原 莉央 3 3.57.36

ＫＪＲ陸上クラブ GR ＫＪＲ陸上クラブ ＫＪＲ陸上クラブ

長谷川 絢音 4 3.16.21 金原 茉由 5 3.27.07 保坂 亜希 4 3.28.89

ＫＪＲ陸上クラブ ＫＪＲ陸上クラブ ＫＪＲ陸上クラブ

種目

男
子

一般
１５００ｍ

一般
５０００ｍ

壮年A
３０００ｍ

2011年11月20日

女
子

一般
１５００ｍ

一般
５０００ｍ

小学高学年
１０００ｍ

中学
１５００ｍ

中学
３０００ｍ

小学低学年
１０００ｍ

小学高学年
１０００ｍ

中学
１５００ｍ

中学
３０００ｍ

小学低学年
１０００ｍ

４４４４        8888 月月月月 21212121 日日日日    墨東墨東墨東墨東 5555 区陸上競技大会区陸上競技大会区陸上競技大会区陸上競技大会    

            男子男子男子男子 3333 位位位位        女子女子女子女子 2222 位位位位        男女総合第男女総合第男女総合第男女総合第 2222 位位位位    

        男子 800ｍ優勝 豊桑 逸（2：03：56）    

男子 1500ｍ優勝 酒巻佳泰（4：06：26） 

  男子 5000ｍ優勝 大沼 生（15：57：59）   

中学男子 100ｍ優勝 鈴木藍人（12．01） 

  中学男子 3000ｍ優勝 斉藤寛明（9：12：76）  

  中学男子走り幅優勝 阿部健人（6ｍ09） 

 

女子 400ｍ優勝 國井咲子（61．04）     

女子走り高跳優勝 櫻井紗里（1ｍ50） 

中学女子 200ｍ優勝 佐野美袖（27．42）   

中学女子 800ｍ優勝 佐藤みな実（2：20：70） 

 女子 4×100ｍＲ 

（佐々木・森川・佐野・高橋） 51．81 

５５５５        11111111 月月月月 20202020 日日日日    第第第第 3333 回足立長距離選手権大会回足立長距離選手権大会回足立長距離選手権大会回足立長距離選手権大会    

    



1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位
氏名 学年 記録 氏名 学年 記録 氏名 学年 記録 氏名 学年 記録 氏名 学年 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

清田 未希 1 13.27 梅津　茜 1 13.52 大竹 風美子 1 13.79 飯塚 妙佳 1 13.82 中野 優璃 1 13.94 尾羽 未沙希 1 13.99
東綾瀬中学校 +0.3 足立第十中学校 +0.7 足立第十四中学校 +0.2 足立第九中学校 +2.3 足立第十四中学校 +0.7 足立第十三中学校 0.0
森川 侑果 2 13.05 松岡 祐里恵 2 13.11 佐々木 美波 2 13.14 吉田 実希 2 13.48 山下 真美子 2 13.63 福井 織央莉 2 13.64

足立第十四中学校 -1.7 東綾瀬中学校 +0.9 足立第十四中学校 +0.9 六月中学校 0.0 六月中学校 +0.2 足立第九中学校 +0.2
初見 笑里 3 12.58 石原 さりな 3 13.23 佐野 美柚 3 13.34 大竹 絵美子 3 13.67 菅野 ひかる 3 13.74 高野 　悠 3 13.85

足立第十二中学校 +1.0 足立第十四中学校 -0.9 六月中学校 -1.0 足立第十四中学校 +1.0 六月中学校 -0.9 足立第十一中学校 -1.0
初見 笑里 3 26.17 清田 未希 1 27.10 森川 侑果 2 27.15 佐野 美柚 3 27.33 梅津　茜 1 27.61 石原 さりな 3 27.66

足立第十二中学校 東綾瀬中学校 足立第十四中学校 六月中学校 足立第十中学校 足立第十四中学校

村上 希 1 2.29.6 根橋 海 2 2.31.4 田中 清子 1 2.31.6 平尾 里奈 1 2.32.8 宇田 百香 1 2.33.9 鈴木 朱音 2 2.36.5

六月中学校 西新井中学校 足立第十四中学校 東綾瀬中学校 足立第十三中学校 足立第十四中学校

鈴木 彩華 3 2.29.6 山田 彩可 3 2.34.6 神　  愛美 3 2.36.6 亀田 百穂 3 2.44.7 佐竹 みゆき 3 2.51.7
西新井中学校 東綾瀬中学校 東綾瀬中学校 足立9中 六月中学校
宇田川 侑希 2 5.02.0 山田 彩可 3 5.11.4 平尾 里奈 1 5.11.6 村松 郁実 2 5.14.6 鈴木 彩華 3 5.24.9 小木田 真彩 2 5.25.5
六月中学校 東綾瀬中学校 東綾瀬中学校 足立第十四中学校 西新井中学校 東綾瀬中学校

東本 瑞紀 2 15.57 中山 こころ 2 15.57 吉田 実希 2 15.94 井口 彩紀 2 16.78 河野 萌香 2 17.08 大竹 風美子 1 17.69

足立第十四中学校 +1.8 足立第十四中学校 -0.4 六月中学校 -0.4 長房中学校 +1.8 足立第九中学校 -0.4 足立第十四中学校 +1.8

菅野 ひかる 3 15.70 小島 かおり 3 16.39 櫻井 由紀乃 3 16.48 東海林 桃 3 17.73 馬場 茜 3 15.70
六月中学校 +1.3 足立第九中学校 +1.3 足立第十四中学校 +1.3 足立第十四中学校 +1.3 足立第十四中学校 +1.3

木村 沙彩 佐藤 優樹 宮田 純佳 下村 千夏 中田 亜理沙 村上 由華
中野 優璃 坂内 美久 中平 優花 田中 清子 笠谷 奈織美 鈴木 あみり
鈴木 望生 青木 伽奈 野口 祐美 古川 未結 植竹 未桜 水野 友香

大竹 風美子 清田 未希 村上 希 鈴木 結夏 馬籠 美有 土本 るり

佐々木 美波 入村 美咲 李    佳容 田中 冴果 押切 彩乃 橋本 舞
東本 瑞紀 吉田 実希 寺嶋 瑞季 山本 悠璃菜 笹島 ひかり 村松 郁実
中山 こころ 山下 真美子 新井 麻鈴 猪股 佳子 芝崎 明日香 佐伯 柚美子
森川 侑果 五十嵐 恋 松岡 祐里恵 平田 莉那 及川 友恵 鈴木 朱音

池田 ひかり 大井 汐里 尾羽 未沙希 兵藤 唯女 佐藤 真莉菜 杉浦 千夏
菅野 ひかる 大竹 絵美子 佐藤 優花 田口 遥香 冨澤 結稀 小林 彩乃
島　　知花 櫻井 由紀乃 相良 遥奈 岡本 吏香 須長 しおり 伊藤 春香
佐野 美柚 石原 さりな 光山 智美 梅津　茜 渡辺 祥子 戸村 志緒里
河野 萌香 2 １ｍ４４ 及川 友恵 2 １ｍ４４ 井口 彩紀 2 １ｍ４４ 田口 遥香 2 １ｍ３５ 猪股 佳子 2 １ｍ２９ 井坂 紫乃 1 １ｍ２６

足立第九中学校 足立第十一中学校 長房中学校 足立第十中学校 足立第九中学校 足立第十一中学校

鞘木 美保 3 １ｍ１５
足立第十一中学校

松岡 祐里恵 2 5m35 山下 真美子 2 4m74 鈴木 望生 1 4m72 橋本 舞 2 4m52 相良 遥奈 2 4m37 笹島 ひかり 2 4m20

東綾瀬中学校 -0.7 六月中学校 -0.9 足立第十四中学校 -0.2 足立第十四中学校 -0.4 足立第十三中学校 -0.2 足立第十一中学校 -1.3

光山 智美 3 4m67 大井 汐里 3 4m61 島　　知花 3 4m61 笹島 梨華 3 4m55 木下 和美 3 4m04 山本 千尋 3 3m86

足立第十三中学校 -0.7 足立第十四中学校 -0.5 六月中学校 -1.1 足立第十一中学校 -0.2 足立第十一中学校 -1.2 足立第九中学校 -1.3

上運天 和美 2 8m93 斉藤 萌 2 8m22 藤田 佳音 2 7m91 佐野 夢実 2 7m66 橋本 舞 2 7m32 本田 優夏 1 7m10
足立第十中学校 荒川第五中学校 足立第九中学校 六月中学校 足立第十四中学校 足立第十一中学校

馬場 茜 3 8m52 山本 千尋 3 8m11 東海林 桃 3 7m04
足立第十四中学校 足立第九中学校 足立第十四中学校

石塚 ゆかり 小3 16.46 後野 百香 小3 17.16 金原 莉央 小3 17.51 佐藤　葵 小3 17.65 山来 真名美 小3 17.97 松崎 芙紀 小1 18.13

KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 0.0 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ -0.6 スピリットST -0.6 古千谷小 0.0 RJK -0.6

横打 絢音 小6 14.99 長谷川 絢音 小4 15.17 石塚 あかり 小5 15.27 古賀 みらい 小6 15.63 荒井 詩央里 小5 15.93 浜村 晴香 小6 16.02

-0.7 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ -0.4 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ -0.6 東京ドリーム -0.6 RJK -0.4 東京ドリーム -0.6

石塚 ゆかり 小3 2.46.8 川崎 類 小3 3.06.9 後野 百香 小3 3.07.1 金原 莉央 小3 3.08.3 菅谷 美月 小2 3.22.5 山来 真名美 小3 3.24.2

KJR陸上ｸﾗﾌﾞ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 古千谷小

石塚 あかり 小5 2.29.1 長谷川 絢音 小4 2.31.2 金原 茉由 小5 2.40.4 関上 あかり 小4 2.44.4 荒井 詩央里 小5 2.46.1 浜村 晴香 小6 2.47.8

KJR陸上ｸﾗﾌﾞ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ RJK RJK 東京ドリーム

浜村 晴香 上島 空 田中 真子
古賀 みらい 大野 涼香 関上 あかり
新矢 瑞希 佐々木 夏美 荒井 詩央里
宇田 沙月 阿部 凛子 荒井 香央理

RJK

1.07.24

東京ドリーム

1.02.42

ﾁｰﾑ西伊興

1.06.99

３年
砲丸投げ

小
学
生

低学年
１００ｍ

高学年
１００ｍ

低学年
８００ｍ

高学年
８００ｍ

共通
４×１００ｍ
R

中
学

１年
１００ｍ

２年
１００ｍ

58.31

１・２年
走高跳び

３年
走高跳び

１・２年
走幅跳び

55.46

東綾瀬中学校

57.83

東島根中学校

３年
走幅跳び

１・２年
砲丸投げ

55.21

足立第十中学校
共通
４×１００ｍ
R

六月中学校

52.46

足立第十四中学校

53.25

足立第十三中学校

足立第十一中学校

57.15

足立第十四中学校

58.39

58.87

２年
４×１００ｍ
R

足立第十四中学校

50.42

六月中学校

53.01

東綾瀬中学校

53.77

足立第九中学校

54.87

千住桜堤中学校
１年
４×１００ｍ
R

足立第十四中学校

53.77

東綾瀬中学校

55.27

六月中学校

55.88

足立第十四中学校

57.69

共通
２００ｍ

１・２年
８００ｍ

３年
８００ｍ

58.68

西新井中学校

共通
１５００ｍ

１・２年
１００ｍＨ

３年
１００ｍＨ

種目

３年
１００ｍ

第 １8回　足立区ジュニア陸上競技大会 成績一覧表
ジュニア女子

2011年10月9日 舎人公園陸上競技場
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