
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

横尾　龍一 10.87 森本　有貴 10.95 田中　稜也 11.02 畑中　昭平 11.15 島田 昌哉 11.22 竹内 祥生 11.40

江戸川区 -0.2 江東区 -0.2 江東区 -0.2 江戸川区 -0.2 足立区 -0.2 足立区 -0.2

田中　稜也 22.28 小林廉太朗 22.60 高橋　功治 22.67 竹内 祥生 22.72 上原　大地 23.01 角田　心 23.30

江東区 -0.6 葛飾区 -0.6 江戸川区 -0.6 足立区 -0.6 江戸川区 -0.6 足立区 -0.6

荻野　譲 49.38 加藤 健汰 51.55 小林　峻 52.32 石川　明人 53.63 須釜　雄介 54.00

江東区 － 足立区 － 足立区 - 江戸川区 - 江戸川区 -

田口　裕之  1:57.16 豊桑　逸  1:59.95 望月　大暉  2:01.93 篠森　洋祐  2:02.26 袴田　翔  2:05.14 熊沢　浩正　  2:06.50

江戸川区 － 足立区 － 江東区 － 江戸川区 － 足立区 － 墨田区 －

田口　裕之  4:06.23 望月　大暉  4:13.82 渡辺　修  4:17.86 原 千広  4:20.64 三浦 拓也  4:23.62 落合　健太  4:26.92

江戸川区 － 江東区 － 江東区 － 足立区 － 足立区 － 墨田区 －

水戸 周平  15:23.17 河野　陽一  15:48.83 大沼　生  16:11.67 上甲　隼  16:50.91 安島　慎吾  16:58.20 柳沢　孝  17:31.79

足立区 － 江東区 － 足立区 － 江東区 － 江戸川区 － 墨田区 －

江東区 江戸川区 足立区 葛飾区

荻野　譲 上原　大地 島田 昌哉 寺岡　優作

森本　有貴 横尾　龍一 加藤 健汰 浅倉　卓斗

田中　稜也 高橋　功治 角田　心 小林廉太朗

石見　源太郎 畑中　昭平 竹内 祥生 布施　大地

坂本　和也 2m 00 薊　優介 1m 90 間宮　祐輔 1m 90 吉田　兼太郎 1m 80 天野　健 1m 75 佐藤 博 1m 70

江東区 － 足立区 － 江戸川区 － 江東区 － 江戸川区 － 葛飾区 －

石見　源太郎 6m 75 磯田　明来 6m 48 三浦　颯 6m 34 星野 浩一 6m 07 井坂　駿 6m 02 鈴木　源大 5m 37

江東区 -0.6 江東区 -0.6 江戸川区 -0.7 足立区 -1.0 江戸川区 -0.9 葛飾区 -1.0

佐藤　一桐 12m 24 山田 龍聖 12m 04 鈴木　基之 11m 31 松川　祐樹 10m 65 町田　隼人 10m 11 小澤　和晃 7m 79

江東区 － 足立区 － 葛飾区 － 江戸川区 － 江戸川区 － 足立区 －

卜部　堅太 11.80 高橋　稜真 11.84 佐藤　駿也 11.86 村瀬　大輔 11.89 山本　義起 12.03 中川　達也 15.87

江東区 -1.7 江戸川区 -1.7 足立区 -1.7 足立区 -1.7 墨田区 -1.7 江戸川区 -1.7

金井　政行  2:04.16 川口　大夢  2:05.26 藤本 能有  2:05.33 吉田  開  2:06.23 増村　和也  2:06.37 大江　和暉  2:06.60

江東区 － 江戸川区 － 足立区 － 足立区 － 墨田区 － 江戸川区 －

藤本 能有  9:16.07 山科　広輝  9:22.30 鈴木 洋太郎  9:39.07 北村　瑞基  9:46.38 三戸部　聡大  9:47.54 村上　竣太  10:08.66

足立区 － 江東区 － 葛飾区 － 江戸川区 － 江戸川区 － 江東区 －

足立区 江東区 江戸川区 墨田区 葛飾区

冨澤 勇斗 卜部　堅太 大井　涼平 小西　雄大 伊東　涼

神林 佑磨 薄井　拓也 衣笠　竜世 鳥居　拓真 佐藤　一真

佐藤　駿也 加藤　大寛 高橋　稜真 山本　義起 関根　舜

内田　隼斗 押田　燿 斉藤　隆弘 渡辺　真義 村瀬　大輔

宮下　駿 6m 19 小島　祐樹 6m 01 稲川　　聖 5m 88 佐藤　潤志郎 5m 69 新井　聖弥 5m 54 鳥居　拓真 5m 51

江戸川区 -0.6 江戸川区 -1.0 墨田区 -1.6 江東区 -1.0 葛飾区 -1.3 墨田区 0.0

斎藤 康洋  17:00.87 市東　勝  17:06.01 小松 憲一  17:08.90 林　憲吾  17:33.42 横田浩二郎  17:39.71 山中 啓司  18:13.32

足立区 － 江戸川区 － 墨田区 － 足立区 － 墨田区 － 足立区 －

湯川　清克  17:41.96 青木　鉄男  18:42.82 島田　稔  18:44.95 小林 幸一  19:25.14 渡辺　吏  19:48.61 小林　邦夫  19:54.90

江東区 － 江東区 － 江戸川区 － 足立区 － 足立区 － 江戸川区 －

審判長　矢作　和昭　(印）　　　　　　　　　　記録主任　染谷　実　(印)
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種目

2014年8月17日 江戸川陸上競技場
主催　江戸川区・江東区・葛飾区・足立区・墨田区　　同体育(協)会・墨田・葛飾各区教委育委員会



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

今井　美香帆 13.14 福井 織央莉 13.43 細野　舞香 13.49 若林 佑衣 13.74 福田　景子 13.86 吉成　祐子 14.00

江東区 -2.0 足立区 -2.0 江戸川区 -2.0 葛飾区 -2.0 江東区 -2.0 江戸川区 -2.0

野口　裕香里 26.17 國井 咲子 26.54 真部　　夏 26.74 寺嶋 瑞季 27.98 浅川　結衣 28.54 山形　　直 28.87

江東区 -2.0 足立区 -2.0 葛飾区 -2.0 足立区 -2.0 江戸川区 -2.0 葛飾区 -2.0

渡辺　綾  1:00.08 遠藤　希  1:00.44 上野　奈津美  1:05.45 森下　友加里  1:06.31 杉田　莉子  1:06.57 小嶋　美晴  1:07.06

足立区 － 足立区 － 江戸川区 - 江東区 - 江戸川区 - 葛飾区 -

高橋　美帆  2:13.09 五十嵐 恋  2:13.15 杉田久瑠美  2:26.36 増山　真奈  2:28.30 山﨑　有栖  2:33.35 山﨑　莉奈  2:38.02

江東区 － 足立区 － 葛飾区 － 葛飾区 － 墨田区 － 江戸川区 －

田中 清子 10.30.45 田中 真子 10.33.59 篠原　杏子 10.33.76 五日市　莉歩 10.44.55 恒本　風亜 10.56.61 長岡　美奈 11.08.24

足立区 － 足立区 － 江東区 － 江東区 － 江戸川区 － 墨田区 －

江東区 足立区 江戸川区 葛飾区 墨田区

小久保　夏花 鈴木 夢桜 浅川　結衣 山形　　直 山﨑　有栖

野口　裕香里 福井 織央莉 吉成　祐子 若林 佑衣 菊地　朝美

福田　景子 渡辺　綾 浅川　結衣 石塚　涼花 鈴木　有笑

今井　美香帆 國井 咲子 細野　舞香 真部　　夏 岩上　怜奈

楠　芽衣 1m 68 阪田　覇日 1m 56 渡部　しずか 1m 53 谷田貝　亜美 1m 50 小林　萌々 1m 45 山田 真理子 1m 40

江東区 － 江戸川区 － 江東区 － 江戸川区 － 葛飾区 － 足立区 －

石原　萌香 5m 08 國分　春菜 5m 02 花島　万智 4m 68 中條 里香 4m 53 鈴木　天海 4m 49 今村　彩 4m 37

江東区 0.7 江東区 -0.4 江戸川区 1.2 足立区 -0.1 江戸川区 -0.5 足立区 -0.1

藤井　理子 10m 23 新崎　美深 9m 97 武末　優 9m 50 小川　陽子 9m 01 穴澤 瑠伽 8m 63 芝原　杏季 8m 50

江戸川区 － 江戸川区 － 江東区 － 墨田区 － 足立区 － 葛飾区 －

西田　晴香 13.14 金子　真那美 13.23 才野 彩夏 13.40 高橋　ひびき 13.58 原　里沙 13.69 遠藤 夕佳 DN S

江東区 0.3 江戸川区 0.3 足立区 0.3 葛飾区 0.3 江東区 0.3 足立区 0.0

川本 芽依 26.72 秋葉　璃奈 27.51 野崎　江梨香 27.64 河合ひかる 28.07 佐々木　明日翔 28.12 山森　菜々子 28.33

足立区 0.6 江戸川区 0.6 江東区 0.6 足立区 0.6 江東区 0.6 江戸川区 0.6

田口 綾乃  2:19.73 長谷川絢音  2:21.61 纐纈　久美子  2:21.87 石塚 あかり  2:24.72 森田 千遼  2:25.57 久留　千乃  2:26.25

足立区 － 足立区 － 江戸川区 － 葛飾区 － 葛飾区 － 江戸川区 －

足立区 江東区 江戸川区 葛飾区 墨田区

石井 明花 原　里沙 椎名　瞳 武藤　歌音 石原アストゥリッド　

河合ひかる 野崎　江梨香 金子　真那美 田中　愛美 橋本　伊代

才野 彩夏 佐々木　明日翔 山森　菜々子 本田　美緒 永関　杏南

川本 芽依 西田　晴香 秋葉　璃奈 高橋　ひびき 神谷　柚衣

小西　沙李 5m 07 及川 真由 4m 93 梅村　夕夏 4m 86 高橋　ひびき 4m 72 山岸　夢 4m 63 境谷　紀穂 4m 62

江戸川区 0.9 葛飾区 0.1 江戸川区 1.7 葛飾区 -0.3 江東区 0.0 江東区 -0.4

審判長　矢作　和昭　(印）　　　　　　　　　　記録主任　染谷　実　(印)
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第５２回　墨東五区陸上競技大会 成績一覧表                           【女子】

主管　墨田区陸上競技協会

種目

2014年8月17日 江戸川陸上競技場
主催　江戸川区・江東区・葛飾区・足立区・墨田区　　同体育(協)会・墨田・葛飾各区教委育委員会


