
【開催日】 2016/8/11
【主催団体】 江東区陸上競技協会 決勝記録一覧表

女  子 【競技場】江東区夢の島競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 8/11 一般女子  +0.8野口裕香里 12.42 吉田  実結 12.51 西田  晴香 12.73 泉田  陽菜 13.18 前浦  希香 13.51 尾久  芙由 13.64

１００ｍ 江東区 足立区 江東区 江戸川区 足立区 葛飾区
 8/11  -0.1吉田  実結 25.94 黒石ｹﾘｰ知花 26.61 西田  晴香 26.74 山崎  真輝 28.03 手塚  怜実 28.26 小川  琉生 29.17

２００ｍ 足立区 足立区 江東区 江東区 江戸川区 葛飾区
 8/11 高橋  美帆 59.13 秋葉  璃奈 59.86 田上  桜妃 1:03.29 山崎  真輝 1:05.33 植野  日菜 1:07.09 醍醐  花菜 1:08.42

４００ｍ 江東区 江戸川区 足立区 江東区 葛飾区 足立区
 8/11 高橋  美帆 2:22.31 手塚  怜実 2:23.16 酒井    捺希 2:23.66 羽賀絵莉香 2:24.82 相原  萌 2:27.07 工藤  笑琉 2:28.96 小野  文緒 2:29.85 大関  佑茉 2:31.33

８００ｍ 江東区 江戸川区 江戸川区 江東区 葛飾区 足立区 葛飾区 足立区
 8/11 三輪  南菜子 10:25.79 望月  瑠愛 10:55.92 藤田  仁乃 10:55.93 高橋  夏希 11:14.14 鈴木  亜美 11:39.95 鈴木  菜江 11:40.37

３０００ｍ 江戸川区 江東区 足立区 江戸川区 墨田区 葛飾区
 8/11 渡部しずか 1.59 楠    芽衣 1.53 田中  葉月 1.50 工藤  心 1.50 高橋  和奏 1.45 藤井  奈月美 江戸川区 1.40 小川  琉生 1.35

走高跳 江東区 江東区 足立区 葛飾区 江戸川区 堀切  真依 足立区 葛飾区
米  ｸﾙﾐ
墨田区

 8/11 大窪  海音香 5.45(-0.5) 小栗  七海 4.88(-0.9) 小川  瑞穂 4.87(+0.2) 古屋  詩乃 4.82(+0.4) 長島  夏美 4.40(0.0) 高橋  沙瀬 4.28(+0.1) 富永  萌花 4.19(0.0) 松田  芽恵 3.73(-1.2)
走幅跳 足立区 江東区 江戸川区 江東区 足立区 葛飾区 葛飾区 墨田区

 8/11 田島  鈴貴 11.00 宇田  ひかる 9.58 武末    優 9.39 反町  咲希 8.17 衣笠れいな 6.94 森田    栞 6.77 松尾  梨央奈 5.64
砲丸投 墨田区 江戸川区 江東区 江戸川区 墨田区 江東区 足立区

 8/11 江東区       50.02 足立区       50.83 江戸川区       52.90 葛飾区       53.21 墨田区       55.73
４×１００ｍ 西田  晴香 高瀬  希香 山森  菜々子 末廣  玲奈 中谷まりな

野口裕香里 前浦  希香 石橋  南実 工藤  心 大石菜々海
高橋  美帆 田上  桜妃 鈴木  恵愛 尾久  芙由 松田  芽恵
山崎  真輝 吉田  実結 泉田  陽菜 小川  琉生 橋本  愛沙

 8/11 中学女子  -0.6滝田  静海 12.47 菅原  由莉 12.83 出田  瑞希 葛飾区 13.05 菅野  実咲 13.44 大芦  歩未 13.51
１００ｍ 足立区 江戸川区 秦  采未 江戸川区 葛飾区 江東区

 8/11  +0.8菅原  由莉 26.38 石堂  木乃葉 26.39 椎名    瞳 26.93 松岡  邑奈 27.50 柏谷亜衣乃 27.64 出田  瑞希 27.74
２００ｍ 江戸川区 足立区 江戸川区 墨田区 江東区 葛飾区

 8/11 保坂  晴子 2:21.24 鈴木  日菜子 2:22.89 井上  琴音 2:24.87 樋口  凛 2:25.56 牧瀬  穂里 2:27.53 秋山  音羽 2:31.34 中山  菜摘 2:32.08 竹内  明音 2:32.94
８００ｍ 足立区 葛飾区 江戸川区 葛飾区 江東区 江東区 墨田区 江戸川区

 8/11 金田  悠里 5.36(0.0) 後野  百香 4.88(-0.6) 新井  葉波 4.83(+0.1) 深川  祐奈 4.58(0.0) 松崎  汐里 4.48(+0.3) 大高  奈津美 4.39(0.0) 古川  結琳 4.24(+0.3) 川崎  一葉 4.18(0.0)
走幅跳 足立区 足立区 墨田区 江東区 葛飾区 葛飾区 江東区 江戸川区

 8/11 足立区       49.70 江戸川区       50.12 葛飾区       52.02 墨田区       52.16 江東区       52.23
４×１００ｍ 上田  恵未 秦  采未 大高  奈津美 高橋  志歩 柏谷亜衣乃

石堂  木乃葉 宮島  美紀 菅野  実咲 松岡  邑奈 川畑  茉白
藤本  陽香 椎名    瞳 興野  琴羽 小林  亜実 大芦  歩未
滝田  静海 菅原  由莉 出田  瑞希 宮崎  初花 伏見はるな


