
江戸川陸上競技場
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

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

１００ｍ 野口由香里 12.50 町野　あかり 12.56 細野　舞香 12.68 福田　景子 13.23 藤原　志菜 13.29 小久保　夏花 13.41
葛飾区 1.1 江東区 1.1 江戸川区 1.1 足立区 1.1 江戸川区 1.1 江東区 1.1

２００ｍ 町野　あかり 25.82 細野　舞香 26.14 辻本　あかね 27.22 渡辺　綾 27.37 田代　三佳 27.66 福井　織央莉 28.23
江東区 1.1 江戸川区 1.1 江戸川区 1.1 足立区 1.1 葛飾区 1.1 足立区 1.1

４００ｍ 佐々木　美波 1.01.71 今井　菜月 1.02.51 大川　楓 1.03.09 吉成　祐子 1.03.29 齋藤杏里彩 1.03.55 真部　夏 1.03.77
足立区 － 江戸川区 － 足立区 - 江戸川区 - 葛飾区 - 葛飾区 -

８００ｍ 吉澤　伶 2.21.01 五十嵐　恋 2.21.23 久留　千乃 2.29.60 金原　茉由 2.32.64 岡本　紗弥 2.34.46 牧野　海沙 2.34.57
江戸川区 － 足立区 － 江戸川区 － 足立区 － 江東区 － 葛飾区 －

３０００ｍ 篠原　杏子 10.36.22 原子　真由美 10.42.93 高橋　菜々子 10.43.56 尾池　望 10.49.33 深澤　梨央 10.58.11 宮島　里奈 11.23.20
江東区 － 江戸川区 － 葛飾区 － 足立区 － 江東区 － 江戸川区 －

４×１００ｍR 江東区 50.34 江戸川区 50.46 葛飾区 50.76 足立区 51.89 墨田区 55.47
小久保　夏花 木津　クリシャメイ 野口由香里 福田　景子 石原アストゥリッﾄﾞ

町野　あかり 藤原　志菜 齋藤杏里彩 福井　織央莉 土田　玲奈
植田　育代 辻本　あかね 真部　夏 佐々木　美波 清凉日向子
國分　春菜 細野　舞香 田代　三佳 鍋城　妙 菊地　朝美

走高跳び 楠　　芽衣 1.65 渡部　しずか 1.53 四ツ谷　香 1.53 阪田　覇日 1.53 青木　伽奈 1.35 宅間　憂瞳 1.35
江東区 － 江東区 － 足立区 － 江戸川区 － 足立区 － 葛飾区 －

走幅跳び 今村　彩 5.06 國分　春菜 5.05 大里　愛美 4.81 楠　　芽衣 4.55 高木　美佑 4.46 照内　美結 4.45
足立区 -1.7 江東区 -2.5 江戸川区 0.0 江東区 0.8 江戸川区 -0.4 葛飾区 2.3

砲丸投げ 菅原　純 12.15 新崎　美深 10.4 藤井　理子 10.32 武末　　優 9.57 久光　貴美子 8.26 遠藤 夕佳 8.02
葛飾区 － 江戸川区 － 江戸川区 － 江東区 － 江東区 － 足立区 －

１００ｍ 山本　早姫 12.67 清田　未希 12.84 アコウア奈菜 13.05 中嶋　彩画 13.16 横山　美果 13.26 田中　夢乃 13.29
葛飾区 2.8 足立区 2.8 江戸川区 2.8 江戸川区 2.8 足立区 2.8 江東区 2.8

２００ｍ 清田　未希 26.48 妹尾　瑠奈 27.01 西水 あやな 27.28 浅川　結衣 27.71 山森　菜々子 27.81 0.00
足立区 -0.3 墨田区 -0.3 足立区 -0.3 江戸川区 -0.3 江戸川区 -0.3 0.0

８００ｍ 平尾　里奈 2.22.11 三宅　史乃 2.22.47 田口　綾乃 2.24.03 森田　千遼 2.26.17 田中　優花 2.29.55 石塚あかり 2.30.02
足立区 － 江戸川区 － 足立区 － 葛飾区 － 墨田区 － 葛飾区 －

４×１００ｍR 江戸川区 50.81 足立区 51.59 葛飾区 52.03 墨田区 52.07 江東区 52.09
吉本　由香里 西水 あやな 小林　萌々 神谷　柚衣 原　里紗
中嶋　彩画 横山　美果 山川梨恵子 妹尾　瑠奈 田中　夢乃

アコウア奈菜 河合ひかる 高橋ひびき 小森　未悠 武井　優夏
山森　菜々子 清田　未希 山本　早姫 神戸　智美 西田　晴香

走幅跳び アコウア奈菜 5.15 白戸　美亜 4.88 小西　沙季 4.66 中條　里香 4.66 武　石　早　代 4.62 及川　真由 4.54
江戸川区 -2.1 足立区 -0.3 江戸川区 1.4 足立区 2.3 江東区 -0.7 葛飾区 1.0

審判長　新井　幸吉　(印）　　　　　　　　　　記録主任　加藤　修　(印)

第５１回　墨東五区陸上競技大会 成績一覧表                           【女子】
2013年8月18日
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