
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

村瀨 大輔 1 13.15 天岳 直樹 1 13.67 星野 智也 1 13.92 石川 一輝 1 14.18 矢下田 颯友 1 14.44 小林 史弥 1 14.69

足立区立第十四中学校 1.1 足立区立第十四中学校 1.1 足立区立第十四中学校 1.1 足立区立第十四中学校 -0.7 足立第九中学校 -0.2 足立区立第十四中学校 -0.2

小島　匡人 2 12.31 佐藤 駿也 2 12.63 奥山 力斗 2 12.65 神林　佑磨 2 12.85 石川 慎之介 2 12.91 塚田　大輔 2 12.98

足立区立第十二中学校 -1.3 足立区立第十中学校 -0.1 東島根中学校 -2.1 足立区立東綾瀬中学校 -1.4 東島根中学校 -1.3 足立第九中学校 -0.2

鈴木　将司 3 11.80 吉田　直稀 3 11.82 勅使ヶ原海斗 3 11.95 孫竹　柚瑠 3 11.98 鶴飼　晃貴 3 12.01 伊藤　龍生 3 12.11

足立区立第十三中学校 1.2 足立区立六月中学校 -1.0 長房中学校 -0.6 練馬区立大泉第二中学校 1.2 足立区立第十一中学校 -2.6 長房中学校 -2.2

吉田　直稀 3 23.89 鈴木　将司 3 24.17 植田　大悟 3 24.22 鶴飼　晃貴 3 24.32 内木　裕也 3 24.41 勅使ヶ原海斗 3 24.53

足立区立六月中学校 -2.0 足立区立第十三中学校 -1.5 足立区立六月中学校 -1.5 足立区立第十一中学校 -2.0 足立第九中学校 -2.0 長房中学校 -3.5

山田 直輝 3 53.80 齋藤　源晴 3 55.09 吉田　拍吾 2 56.65 伊藤　健二 3 56.91 朝倉　匠玖 3 57.05 久下沼　克祐 3 57.47

荒川区立第五中学校 長房中学校 足立区立第十三中学校 長房中学校 練馬区立大泉第二中学校 足立第九中学校

齋藤　源晴 3 2.05.0 蓮見　優太 3 2.11.2 松井　良太 3 2.12.2 山野井直希 3 2.14.0 渡邉　弥吹 3 2.15.2 村松　海人 3 2.15.5

長房中学校 足立区立第十三中学校 足立区立第十二中学校 足立区立第十一中学校 練馬区立大泉第二中学校 渕江中学校

鍜冶 武尊 1 4.42.05 石井 大智 1 5.09.42 中村 光太朗 1 5.09.93 増田　辰海 1 5.12.02 一桝 喬也 1 5.37.57 久保 賢太 1 DNS

足立区立第十一中学校 足立第九中学校 足立区立花保中学校 足立区立第十三中学校 足立第九中学校 足立第九中学校

茂木　拓実 3 4.19.28 横枕 崇博 3 4.22.32 三浦　拓哉 3 4.26.73 松井　良太 3 4.31.78 渡邉　弥吹 3 4.32.06 湯澤　寛樹 3 4.34.40

足立区立六月中学校 荒川区立第五中学校 足立区立六月中学校 足立区立第十二中学校 練馬区立大泉第二中学校 足立第九中学校

横枕 崇博 3 9.26.6 茂木　拓実 3 9.31 三浦　拓哉 3 9.50.5 藤本 能有 2 9.50.8 長谷川 洸貴 3 9.59.4 長谷川 泰生 1 10.02.8

荒川区立第五中学校 足立区立六月中学校 足立区立六月中学校 足立区立第十中学校 ＲＪＫ 足立区立第十四中学校

山田　耀介 3 15.86 野崎　悠斗 3 16.97 山田 直輝 3 17.09 塚田　大輔 2 18.19 竹ノ内　聖 3 18.59 佐藤 駿也 2 19.53

足立区立六月中学校 -0.1 長房中学校 -0.1 荒川区立第五中学校 -0.1 足立第九中学校 -0.1 長房中学校 -0.1 足立区立第十中学校 -0.1

植田　大悟 野崎　悠斗 吉澤　遼起 山野井敦貴 佐藤　優樹 高須 光椰

山田　耀介 伊藤　龍生 町田　　凱 鶴飼　晃貴 久下沼　克祐 奥山 力斗

鈴木　龍生 竹ノ内　聖 崇田　匠吾 竹村　紅銘 佐々木　澪 石川 慎之介

吉田　直稀 勅使ヶ原海斗 孫竹　柚瑠 川﨑　讓 内木　裕也 樋口 湧大

高橋　繁人 3 1.66 加藤 舜涼 2 1.60 長谷川 雄生 2 1.50 高瀬　古亜 2 1.40 佐々木　澪 3 1.40

足立区立第十四中学校 足立第九中学校 足立区立第十中学校 足立区立第一中学校 足立第九中学校

星野 智也 1 4.22 村瀨 大輔 1 4.03 海野　凌 1 4.00 石川 一輝 1 3.96 天岳 直樹 1 3.93 清水　楓生 1 3.84

足立区立第十四中学校 -0.6 足立区立第十四中学校 0.1 足立第九中学校 -0.6 足立区立第十四中学校 0.1 足立区立第十四中学校 -0.6 足立区立東綾瀬中学校 1.8

渡辺　智史 3 5.90 崇田　匠吾 3 5.61 山本　　陸 山本　　陸 5.55 花田シオン 2 5.43 町田　　凱 3 5.39 九島　直弥 3 5.36

足立区立東綾瀬中学校 -0.1 練馬区立大泉第二中学校 0.0 練馬区立大泉第二中学校 -0.1 足立区立東綾瀬中学校 0.0 練馬区立大泉第二中学校 1.4 足立区立第十四中学校 0.4

東海林　航 3 11.21 遠嶋　克昇 3 8.97 久下沼　克祐 3 8.84 小島　史也 2 8.62 上田　太郎 3 8.55 佐々木涼太郎 3 7.98

花畑北中学校 足立第九中学校 足立第九中学校 足立区立伊興中学校 足立第九中学校 足立区立第十一中学校

青木　柊真 小3 17.26

東京ドリーム -0.6

大柳　翔 小6 15.28 長瀬 慶信 小６ 15.46 塚越 悠太郎 小４ 16.21 上村　修 小4 16.54 小熊　憲 小5 17.61 雨宮 響吾 小４ 18.02

東京ドリーム 0.5 ＲＪＫ 0.5 ＲＪＫ 0.5 東京ドリーム 0.5 東京ドリーム 0.5 ＲＪＫ 0.5

長谷川　隼 小２ 3.02.9 青木　柊真 小3 3.10.8

ＲＪＫ 東京ドリーム

大柳　翔 小6 2.48.0 上村　修 小4 2.55.4 塚越 悠太郎 小４ 2.57.8 雨宮 響吾 小４ 2.58.7 田中 翔大 小５ 3.02.9 南舘 太陽 小６ 3.06.9

東京ドリーム 東京ドリーム ＲＪＫ ＲＪＫ ＲＪＫ ＲＪＫ

上村　修 塚越 悠太郎

大柳　翔 田中 翔大

小熊　優 雨宮 響吾

小熊　憲 南舘 太陽

天候 気温 21．0℃

風向 湿度 49%

風速

南南東

2.1m/s
審判長　：　　　佐藤 昭夫　　(印)

晴れ

種目

総務員　：　　　辻野　清　 　(印)

小
学
生

２年
１００ｍ

３年
１００ｍ

１年
１００ｍ

共通
２００ｍ

共通
４００ｍ

低学年
８００ｍ

１年
１５００ｍ

中
学

共通
８００ｍ

共通
３０００ｍ

共通
１１０ｍＨ

共通
４×１００ｍ
R

2013　第６６回　足立区民陸上競技大会 成績一覧表

2013年5月4日 舎人公園陸上競技場
ジュニア男子

記録主任：豊島 富美子　　(印)

高学年
８００ｍ

共通
４×１００ｍ
R

1.05.93 1.06.33

12時　現在

高学年
１００ｍ

共通
走高跳び

２・３年
走幅跳び

共通
砲丸投げ

低学年
１００ｍ

足立区立第十一中学校

東京ドリーム ＲＪＫ

48.4047.60

東島根中学校足立第九中学校C

45.79 47.1746.86 47.16

２・３年
１５００ｍ

１年
走幅跳び

足立区立六月中学校 長房中学校A 練馬区立大泉第二中学校A


