
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

細野　舞香 13.28 福田　景子 13.45 辻本　あかね 13.45 福井　織央莉 13.46 青山　晴香 13.52 高木　美佑 13.56 鈴木　千景 13.71 今村　彩 13.81

都立紅葉川高校 -3.5 NewModeAC -3.4 日本橋女学館高校 -1.6 日本橋女学館高校 -1.6 NewModeAC -3.4 日本橋女学館高校 -3.4 日本橋女学館高校 -1.6 NewModeAC -1.6

佐々木美波 27.66 渡辺　綾 27.94 石原 さりな 27.99 田代　三佳 28.35 鍋城  妙 28.38 真部　夏 28.53 福井　織央莉 28.87 吉成　祐子 29.29

日本橋女学館高校 -2.9 日本橋女学館高校 -1.9 都立足立高校 -1.9 日本橋女学館高校 -4.9 都立足立高校 -2.9 日本橋女学館高校 -4.9 日本橋女学館高校 -1.9 日本橋女学館高校 -4.9

佐々木美波 1.00.75 真部　夏 1.02.33 渡辺　綾 1.02.75 谷口 由維 1.04.06 五十嵐　恋 1.04.20 渡辺 祥子 1.06.41 玉井　実穂 1.11.37

日本橋女学館高校 日本橋女学館高校 日本橋女学館高校 都立足立高校 日本橋女学館高校 都立足立高校 日本橋女学館高校

五十嵐　恋 2.32.3 牧野　海沙 2.34.6 谷口 由維 2.34.9 玉井　実穂 2.40.2 魚地　朱璃 2.45.5 萩原 春香 2.54.9 三宅 沙那 2.57.2

日本橋女学館高校 日本橋女学館高校 都立足立高校 日本橋女学館高校 日本橋女学館高校 文林倶楽部 都立足立高校

川﨑　衣澄 5.08.60 牧野　海沙 5.18.62 竹下　希望 5.23.75 山田　彩可 5.27.50 三宅 沙那 5.29.13 加藤　邑梨 5.29.48 平岡　晏奈 5.32.18 魚地　朱璃 5.36.48

日本橋女学館高校 日本橋女学館高校 日本橋女学館高校 日本橋女学館高校 都立足立高校 日本橋女学館高校 都立紅葉川高校 日本橋女学館高校

竹下　希望 11.37.0 瀬川 琴奈 12.11.5 加藤　邑梨 12.33.2

日本橋女学館高校 都立江北高校 日本橋女学館高校

桜井 順子 16.87 佐伯 みき 18.63 後藤 公子 27.14

走和会十四 走和会十四 走和会十四

日本橋女学館高校A NewModeAC 日本橋女学館高校D 日本橋女学館高校B 都立足立高校B 日本橋女学館高校E

田代　三佳 斉藤　歩 鈴木　千景 寺嶋　瑞季 谷口 由維 佐藤　ほのか

佐々木美波 福田　景子 福井　織央莉 渡辺　綾 四ッ谷 香 川﨑　衣澄

辻本　あかね 青山　晴香 原田　ゆりえ 吉成　祐子 中島 結花 吉本　真友

高木　美佑 志村　星来 大里　愛美 山田　彩可 三宅 沙那 魚地　朱璃

日本橋女学館高校A 日本橋女学館高校B 都立足立高校A 日本橋女学館高校C 都立足立高校B 日本橋女学館高校D

高木　美佑 真部　夏 鍋城  妙 吉成　祐子 谷口 由維 玉井　実穂

吉澤　伶 佐々木美波 石原 さりな 五十嵐　恋 四ッ谷 香 魚地　朱璃

辻本　あかね 渡辺　綾 中島 結花 寺嶋　瑞季 三宅 沙那 牧野　海沙

齋藤　杏里彩 福井　織央莉 渡辺 祥子 鈴木　千景 島  知花 加藤　邑梨

楠　芽衣 1.65 四ッ谷 香 1.53 河野 萌香 1.38 鈴木　千景 1.38

NewModeAC 都立足立高校 都立江北高校 日本橋女学館高校

今村　彩 5.02 高木　美佑 4.89

NewModeAC 0.8 日本橋女学館高校 2.5

天候 晴れ 気温 21．0℃

風向 南南東 湿度 49%

風速 2.1m/s

種目
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R

2013　第66回　足立区民陸上競技選大会 成績一覧表
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56.0452.49 56.1555.26

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)
12時　現在
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4.16.86 4.17.40 4.24.15 4.31.90 4.34.52


