
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 5 位 7 位 8 位

氏名 学年 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 学年 記録 氏名 学年 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

畑中　昭平 11.12 興津 正人 11.68 興津 史弥 11.72 荒木 優也 11.75 須黒  航 11.85 緒方　健作 11.93 宮地 光陽 11.95 角田　心 11.98

紅葉川高校教員 -2.0 都立足立高校 -0.6 都立足立高校 -0.3 都立足立高校 -2.5 都立足立高校 -3.4 上野高校ＯＢ -2.0 足立ＯＢ -2.0 足立学園OB -3.4

畑中　昭平 22.73 須黒  航 23.45 荒木 優也 23.69 興津 正人 23.75 池田 隆人 24.18 興津 史弥 24.19 山﨑　雅裕 24.27 飯島　宏太 24.80

紅葉川高校教員 -2.6 都立足立高校 -3.3 都立足立高校 -3.3 都立足立高校 -4.2 Ｒ・コウヨウ -3.7 都立足立高校 -3.7 NewModeAC -2.6 足立学園高等学校 -3.3

山﨑　雅裕 50.58 白石　翔汰 50.90 小林　将輝 52.89 達家  翔 52.93 黒津　雅治 53.43 飯島　宏太 53.44 北尾 大樹 54.20 杉山 秀樹 54.50

NewModeAC 都立紅葉川高校 足立学園高等学校 都立足立高校 足立学園OB 足立学園高等学校 都立足立高校 都立足立高校

豊桑　逸 2.01.7 袴田　翔 2.05.4 尾引　雅彦 2.06.5 篠崎　浩 2.07.7 牧野　巧 2.08.0 小久保 勇輝 2.08.7 中山　潤 2.12.1 桑原 凱希 2.22.1

ＲＪＫ 足立学園OB 足立学園OB 足立学園高等学校 都立紅葉川高校 都立足立高校 上野高校ＯＢ 都立足立高校

原　千広 4.18.12 安田　浩二 4.21.11 佐々　裕人 4.21.27 横山 一博 4.23.09 日比野　弘毅 4.25.90 新井 大貴 4.27.11 斎藤康洋 4.27.27 岡野　広純 4.27.99

ガンバル会 ＢＫ 足立学園高等学校 都立足立高校 ＲＪＫ 足立学園高等学校

豊桑　逸 16.08.1 岩井　勝 16.39.6 斎藤康洋 16.45.2 太田　匠 16.51.9 林　憲吾 16.53.1 清水　孝一郎 16.58.8 緑川　大貴 16.59.7 高宮　将弘 17.30.5

ＲＪＫ ＲＪＫ ＲＪＫ 足立学園高等学校 ＲＪＫ 足立学園OB 江北AC 足立学園OB

庄司 正行 13.40 森畑 孝志 13.70 松嵜　研之 14.24 桜井 研志 14.95 山口 克三 15.60

最速ＡＣ -3.9 走和会十四 -3.9 東中ハイパー -3.9 走和会十四 -3.9 -3.9

前田　浩一 14.09 長村 嘉浩 15.68 國井 嘉明 16.49

ガンバル会 -2.5 -2.5 走和会十四 -2.5

中村 廣美 15.19 矢澤　敏臣 16.68

Ｒ・コウヨウ -2.5 -2.5

原　貴志 10.31.3 森浦　満義 11.06.0

ガンバル会 ガンバル会

渡辺　吏 11.56.4 土佐 岩夫 12.14.2 石川 正一 12.24.9

ＲＪＫ 大日精化 タケヤ

松下 康廣 12.50.3 矢澤　敏臣 15.41.6

ハートフルＲＣ

都立足立高校A 都立紅葉川高校 J-CLUB 都立足立高校B 都立江北高校 都立足立高校E 都立足立高校F 足立OB

興津 史弥 瀧川　稜太 渡辺 一也 坂本 勝利 池田 潤学 秋山 由真 松波 勇利 宮地 光陽

小林 昴明夢 井上　朋之 西元 拓也 北尾 大樹 鮫島 友弥 松永 優也 日暮 翔太 佐藤 晃

興津 正人 柿原　大輝 吉田 致遠 後藤 謝仁 朝倉 拳士郎 戸田 颯人 小久保 勇輝 小林 智博

荒木 優也 白石　翔汰 曽合 拓夢 須黒  航 柴崎 京介 桒原 勇真 渡邉 優太 鈴木 拓人

都立足立高校A 都立足立高校B 足立学園OB－A 上野高校ＯＢ 足立学園OB-C 都立足立高校E 足立学園高等学校 足立学園OB－B

小林 昴明夢 興津 史弥 津山　亮太 緒方　健作 関根　希望 松永 優也 疋田　瑞樹 黒津　雅治

興津 史弥 北尾 大樹 角田　心 中山　潤 鈴木　颯 戸田 颯人 飯島　宏太 袴田　翔

達家  翔 飯田 直樹 清水　孝一郎 林　信繁 高林　努 渡邉 優太 鈴木　一成 大浦　豊

杉山 秀樹 小泉 優太郎 清野　弘朗 菅原　裕一 久﨑　雅隆 桒原 勇真 篠崎　浩 尾引　雅彦

佐々木　拓也 1.85 舘森　広志 1.78 鈴木 拓人 1.75 土谷　亮介 1.72 星野 浩一 1.63 板田　明洋 1.50 滝口　匠 1.50 八木  悠 DNS

足立陸協 足立ＯＢ 都立足立西高等学校 都立足立高校 都立足立西高等学校 足立学園高等学校 都立足立高校

高橋　篤 6.77 西元 拓也 6.69 齋藤　翔太 6.62 飛田　宗哉 6.29 新田 倫大 5.88 松永 優也 5.78 清野　弘朗 5.70 菅原　裕一 5.56

中央大学 -0.9 J-CLUB -1.3 中央大学 -1.5 足立学園OB 0.2 都立足立高校 -0.3 都立足立高校 -0.1 足立学園OB -1.0 上野高校ＯＢ -1.0

山田　龍聖 12.11 三代 恭平 10.14 須笠 真央 7.71

東京理科大学 都立江北高校

天候 晴れ 気温 21．0℃

風向 南南東 湿度 49%

49.23

3.50.56

壮年60歳代
１００ｍ

記録主任　：　豊島 富美子　　　　(印)

審判長　：　　　佐藤 昭夫　　　(印)

一般
走幅跳び

一般(6kg)
砲丸投げ

12時　現在
総務員　：　　　辻野　清　　　　(印)

46.25

3.55.68

43.72 44.33 45.14 45.66 46.58

3.35.53 3.39.32 3.47.48 3.49.50

一般
５０００ｍ

壮年40歳代
１００ｍ

一般
走高跳び

壮年50歳代
１００ｍ

４0歳代壮
年　3000m

50歳代壮年
3000m

６0歳代壮
年　3000m

一般
４×１００ｍ
R

一般
４×４００ｍ
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
一般・壮年男子

46.98

3.52.51 3.54.38

種目

男
子

一般
１００ｍ

一般
２００ｍ

一般
４００ｍ

一般
８００ｍ

一般
１５００ｍ



風速 2.1m/s
審判長　：　　　佐藤 昭夫　　　(印)


