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横尾　龍一 10.79 畑中　昭平 10.97 松本　裕也 11.23 戸室　聡人 11.50 興津 史弥 11.60 渡辺 一也 11.85
江戸川区 -1.3 江戸川区 -1.3 江東区 -1.3 江東区 -1.3 足立区 -1.3 足立区 -1.3

白石　翔太 22.29 小林 昴朋夢 22.90 松本　裕也 23.16 石川　明人 23.20 中村　　圭 23.35 宮澤　健悟 23.46
江戸川区 足立区 江東区 江戸川区 江東区 足立区

白石　浩之 47.89 荻野　　譲 50.90 山﨑 雅裕 51.35 石川　力哉 52.17 長谷川　魁人 52.99 浅倉　卓斗 53.01
江戸川区 － 江東区 － 足立区 - 足立区 - 江戸川区 - 葛飾区 -

白石　浩之 1.56.05 田口　裕之 1.56.17 豊桑　逸 2.01.49 渡辺　　修 2.02.09 赤羽　智紀 2.02.81 杉山 秀樹 2.07.53
江戸川区 － 江戸川区 － 足立区 － 江東区 － 江東区 － 足立区 －

田口　裕之 4.01.60 渡辺　　修 4.13.49 岩井　勝 4.17.54 原　千広 4.26.02 須藤　佑太 4.27.30 栗原　達也 4.28.69
江戸川区 － 江東区 － 足立区 － 足立区 － 江東区 － 葛飾区 －
大沼　生 15.59.80 河野　陽一 16.14.51 前田　裕樹 17.09.56 桑原　要 17.37.77 柳沢  孝 17.58.66 安藤　文人 18.22.35
足立区 － 江東区 － 江戸川区 － 葛飾区 － 墨田区 － 足立区 －

江戸川区 江東区 葛飾区 足立区
石川　明人 芳賀　智文 鈴木　友貴 渡辺 一也
横尾　龍一 松本　裕也 土木田　謙 西元 拓也
白石　翔太 戸室　聡人 小林廉太朗 吉田 致遠
畑中　昭平 石見　源太郎 後藤　出帆 曽合 拓夢
池畑　塁 1m93 薊　優介 1m90 角山　貴文 1m85 間宮　祐輔 1m85 堀田　章文 1m85 天野　健 1m80
足立区 － 足立区 － 江東区 － 江戸川区 － 江東区 － 江戸川区 －

土木田　謙 6m97 西元 拓也 6m89 海藤　貴紀 6m49 中田　勇樹 6m24 星野 浩一 5m84 磯田　明来 5m76
葛飾区 +4.0 足立区 +4.5 江戸川区 +2.3 江戸川区 +0.9 足立区 +2.9 江東区 +0.4

佐藤　一桐 14m47 佐藤　一濤 12m97 鈴木　基之 12m55 山田　龍聖 11m46 町田　隼人 11m14 山勝　将也 10m13
江東区 － 江東区 － 葛飾区 － 足立区 － 江戸川区 － 葛飾区 －

尾久　弘晃 11.50 天　野　規　朝 11.52 澤田　孟 11.56 萩原　隼斗 11.69 志谷　元基 11.81 池田　和飛 11.89
葛飾区 -0.4 江東区 -0.4 江戸川区 -0.4 江戸川区 -0.4 墨田区 -0.4 葛飾区 -0.4

山中　優 2.05.32 秋山　仁吾 2.06.57 久保　楓弦 2.07.58 大　政　聖　也 2.09.96 蓮見　優太 2.11.10 水谷　浩幸 2.11.11
江戸川区 － 江戸川区 － 葛飾区 － 江東区 － 足立区 － 墨田区 －

茂木　拓実 9.32.24 山　科　広　輝 9.37.61 山口　海渡 9.44.02 岩永　亮輔 9.47.28 湯澤　寛樹 9.55.22 佐藤飛優宇 9.56.24
足立区 － 江東区 － 江戸川区 － 江戸川区 － 足立区 － 墨田区 －

江戸川区 足立区 葛飾区 江東区 墨田区
小川　海 渡辺　智史 森野　雄介 田　上　智　基 土田　翔太
澤田　孟 鈴木　将司 池田　和飛 天　野　規　朝 篠原　悠貴

幅岸　拓斗 鶴飼　晃貴 池田　紘大 加　藤　大　寛 川口諒太郎
萩原　隼斗 小島　匡人 尾久　弘晃 平　林　卓　朗 志谷　元基
岩佐　一輝 5m97 渡辺　智史 5m92 高橋　快斗 5m73 田邊　駿也 5m71 吉　井　　　健 5m61 花田シオン 5m33
江戸川区 -1.2 足立区 +1.2 江戸川区 +4.5 葛飾区 -0.9 江東区 -0.9 足立区 +3.0
斎藤 康洋 17.02.63 林　憲吾 17.04.39 小松 憲一 17.08.18 市東　勝 17.23.27 山中 啓司 17.49.62 横田浩二郎 18.03.12

足立区 － 足立区 － 墨田区 － 江戸川区 － 足立区 － 墨田区 －
島田　稔 18.03.36 渡辺　吏 19.16.72 青　木　鉄　男 19.23.66 松　田　　　弘 19.36.79 青柳  智 20.01.34 小林　邦夫 20.58.04
江戸川区 － 足立区 － 江東区 － 江東区 － 墨田区 － 江戸川区 －
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主催　墨田区・江戸川区・江東区・葛飾区・足立区　　同体育(協)会・墨田・葛飾各区教委育委員会 主管　足立区陸上競技協会
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第５１回　墨東五区陸上競技大会 成績一覧表                           【男子】
2013年8月18日 江戸川陸上競技場


