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足立区陸上競技協会足立区陸上競技協会足立区陸上競技協会足立区陸上競技協会はははは、、、、微力微力微力微力ですがですがですがですが復興支援復興支援復興支援復興支援にににに可能可能可能可能なななな限限限限りりりり努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

足立足立足立足立フレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンをををを土台土台土台土台にににに足立陸上競技協会一層足立陸上競技協会一層足立陸上競技協会一層足立陸上競技協会一層のののの発展発展発展発展をををを！！！！    

    

                    足立陸上競技協会副会長 新 井 幸 吉 

足立陸上競技協会（以下足立陸協とする）は

1946年創立して今年68年目を迎える、足立区

体育協会設立にも関わって足立区民の体育・ス

ポーツの発展に寄与してきました。足立区民ロ

ードレース大会 60 回目を迎えたことを記念し

て全国を対象にした市民マラソンを企画して

運営しましょうということになりました。足立

区民ロードレースも兼ねてと思いましたが事

情が許さず今迄通り実施することになりまし

た。マラソン大会は 7000 人規模の大会をやる

ことで実行委員会を組織したところ多くの方

の応援を得ることが出来ました。昨年12月23

日第3回大会を6700人余りの参加で成功裏に終了しました。 

 

第2回大会までは荒川河川敷右岸で行ってきましたが堤防工事のため反対側の左岸で実施

することになりました。そのためコースの決定には何度も歩き討議して決定しました。その

ことが実行委員の結束力を一層強くし多くの課題を克服して参加者に喜んでもらえる大会

になりました。このことは足立陸協の行事等にも反映されて今まで以上に区民への陸上競技

はジュニアからシニアまでを対象にす

るランニング教室や競技会を実施でき

るようになりました。足立フレンドリ

ーマラソンはこれから回数を重ねるご

とに全国から参加してくれるランナー

に愛される大会を築いていくことが、

足立陸協の土台をつくる。と共に今後

からは足立区体育協会傘下の各団体と

深く結束し足立区民が体育・スポーツ

を通してより一層の健康維持増進する

ことへ寄与出来るように足立陸協の発

展を期待したいと思っています。 



足立足立足立足立フレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンにににに思思思思うううう    
足立陸上競技協会は 1946 年の創立。翌年足立区体育協会が創立された。長い歴史の中で

脈々と、それぞれの時代を走り競い合った人々がいた。 

 足立陸上競技協会は2010年ロードレース開催60回目を記念して「足立フレンドリーマラ

ソン大会」を開催した。毎年12月 23日に決定し、今年は第四回目を開催する予定である。

場所は荒川の河川敷、北千住寄りの右岸、五反野寄りの左岸、で過去実施した。 

 

 大会運営に対する参加者のご意見が多数寄

せられ、安全・安心・走りやすいコース取りを

考えて競技部の実行委員が足で歩いて検討を

重ねている。開催に当たっては、会場を管轄す

る、足立区・警察・消防署・足立医師会・関係

諸機関の協力をお願いして参りましたところ、

快くご支援していただけました。 

 

昨年の第 3 回大会は、河川敷の工事があり，

左岸側を会場として実施しました。新たな試みとして、お風呂屋さんに相談した結果、商店

街の皆様の協力も得ることが出来、地域の方々がランナーの皆様を受け入れ、それぞれの出

来る事を考え応援してくださいました。 

 

大会終了後、ネット上に、参加者１８７人の感想が沢山述べられていました。その中で、

「よい大会を作ろうとする主催者の工夫と熱意を感じられた」「ボランティアの中・高校生

に元気をもらった」「こころ温かい応援」「走路が安心・安全で走れた」「スタート時の混乱

もない」「参加賞が実用的で良い」「ランナーの心をつかむマイクでのすばらしい応援」「ま

た、参加したい」等々多数 

 

改善点・要望 

「団体戦・・男子組、女子組、男女組、での

競争に」「男子トイレ少ない」「更衣室の床」 

「スポーツドリンク増やして」「荷物預かり

のチエック」等々 

全体として８５，７点高い評価を頂き大会運

営の励みになっているところです。大会の運

営を評価され実行委員会としては、委員のみ

なさん一人ひとりの努力と、運営に当たって

は、スポンサーとして協賛金を出して下さる方々の援助が大会を支えて下さっています。さ

らにランナーの要望に応えようとする時、公的機関からの援助があれば足立区でもっと充実

した大会が開催されると信じています。「スポーツは人と人との交流及び地域と地域との交

流を促し地域の一体感や活力を醸成するものである」。スポーツ基本法が述べていることで

す。今、まさに足立陸上競技協会が取り組んで地域ぐるみの大会が「足立フレンドリーマラ

ソン大会」であります。第4回大会がさらに全国から参加される皆さんのために改善点を明

確にし充実した大会にするべく、実行委員会の活動を展開してまいりたいと思います。 

 

皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力をををを広広広広くおくおくおくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。                    足立陸上競技協会会長足立陸上競技協会会長足立陸上競技協会会長足立陸上競技協会会長    大兼大兼大兼大兼    茂子茂子茂子茂子    



大成功大成功大成功大成功・・・・第三第三第三第三回足立回足立回足立回足立フレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソン    

 第３回足立フレンドリーマラソンが２０１２年１２月２３日（祝・日）、今回も東日本大

震災復興支援大会として開催された。初めての開催となる荒川河川敷左岸コース。当日まで

色々な不安を抱えながらの開催となった。会場設営の大会前日は雨が降り、不安は更に増幅

された。実行委員全員の努力と大会成功への懸命な思いが天に届き大会当日は、曇天であっ

たが、荒川名物の風は吹かず、一転して好コンディションに恵まれた。心配された初コース

も好評で、左岸・右岸ともコース設定を持てる大会として自信を深めることができた。 

＜＜＜＜第三第三第三第三回大会回大会回大会回大会のののの様子様子様子様子＞＞＞＞    

                帝京科学大帝京科学大帝京科学大帝京科学大ダンスチームダンスチームダンスチームダンスチームのののの応援応援応援応援ダンスダンスダンスダンス                                                                        六月中六月中六月中六月中ガッチュウガッチュウガッチュウガッチュウ隊隊隊隊のののの応援応援応援応援ダンスダンスダンスダンス    

                淵江高校和太鼓部淵江高校和太鼓部淵江高校和太鼓部淵江高校和太鼓部のののの力強力強力強力強いいいい和太鼓演奏和太鼓演奏和太鼓演奏和太鼓演奏                                                                            六月中吹奏楽部六月中吹奏楽部六月中吹奏楽部六月中吹奏楽部のののの軽快軽快軽快軽快なななな演奏演奏演奏演奏    

    

大会応援歌大会応援歌大会応援歌大会応援歌「「「「フレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリー」」」」のののの熱唱熱唱熱唱熱唱                                                                                さあさあさあさあウォームアップウォームアップウォームアップウォームアップ！！！！！！！！    



                                        選手宣誓選手宣誓選手宣誓選手宣誓のののの小学生小学生小学生小学生                                                                                                    ボランティアスタッフボランティアスタッフボランティアスタッフボランティアスタッフ    

ボランティアスタッフボランティアスタッフボランティアスタッフボランティアスタッフ                                                                                                            １０１０１０１０㎞㎞㎞㎞のののの部部部部スタートスタートスタートスタート！！！！！！！！    

                                ジュニアジュニアジュニアジュニアののののスタートスタートスタートスタート！！！！！！！！                                                                                                                ハーフハーフハーフハーフのののの部部部部スタートスタートスタートスタート！！！！！！！！    

    

フィニッシュフィニッシュフィニッシュフィニッシュ後後後後のののの記録証記録証記録証記録証                                                    大好評大好評大好評大好評    ホットレモンホットレモンホットレモンホットレモン                                                                                表表表表    彰彰彰彰    

    



順位 氏名漢字 所属ｸﾗﾌﾞ名 タイム

1 藤松　利之 ＣＲＥＳＴ  1:06:23

2 吉田　潤 ｃｒｅｓｔ  1:07:54

3 早坂　光司 ジャムコ  1:09:23

4 尾曲　和輝  1:09:30

5 児玉　恵一 テムジンＲＣ  1:09:47

6 藤原　拓  1:09:53

7 緒方　甫哉 労働金庫連合会  1:10:02

8 荒木　孝文 ウィングＡＣ  1:10:41

順位 氏名漢字 所属ｸﾗﾌﾞ名 タイム

1 青山　由佳 クレスト  1:18:45

2 松本　恭子  1:19:40

3 唐木　景子  1:23:06

4 伊藤　恵梨  1:23:27

5 川崎　由理奈  1:25:36

6 長能　彩美  1:25:56

7 仲田　光穂 ちばっくま  1:26:33

8 金舩　圭子  1:26:44

順位 氏名漢字 所属ｸﾗﾌﾞ名 タイム

1 亀田　健一  0:32:41

2 小川　徹 シモダ  0:32:48

3 稲垣　陽平 美野里クラブ  0:32:55

4 保坂　健士 足立学園  0:33:42

5 香山　光弘 ＷｉｎｄＲｕｎ  0:34:10

6 大畑　慎治 Ｒｕｎｇｌｅ  0:34:11

7 奥洞　雄也  0:34:25

8 吉田　亘 三郷市  0:34:32

順位 氏名漢字 所属ｸﾗﾌﾞ名 タイム

1 菊池　厚子 ＡＣ・ＫＩＴＡ  0:40:40

2 鈴木　さおり  0:41:29

3 佐藤　夢香 高崎経済大学  0:41:31

4 狩野　緑  0:41:39

5 天方　美和 ランビッツ  0:41:50

6 加藤　尚美  0:42:18

7 山崎　智子 横浜好走会  0:42:52

8 内田　友美 ランビッツ  0:43:35

チーム順位 チーム名 チーム記録 氏名1 個人記録1 氏名2 個人記録2 氏名3 個人記録3

1 テムジンＲＣ 03:31:30 児玉　恵一 01:09:47 藤原　拓 01:09:53 桐山　弘太 01:11:50

2 ＲＪＫエネル源 03:42:57 大沼　生 01:11:00 豊桑　逸 01:11:21 小山　貴之 01:20:36

3 海老川軍団 03:47:26 星　貴城 01:12:49 松本　浩 01:14:46 古怒田　修 01:19:51

4 草団子三兄弟Ｒ 03:47:27 高山　昴一郎 01:14:42 池内　希 01:15:54 須藤　剛 01:16:51

5 泥団子三兄弟 03:52:26 山本　優 01:17:23 下山　誠人 01:17:31 渡邉　友希紘 01:17:32

6 足立亀さんＡ 03:57:26 北爪　直人 01:13:29 福島　隆徳 01:18:05 田中　達也 01:25:52

チーム順位 チーム名 チーム記録 氏名1 個人記録1 氏名2 個人記録2 氏名3 個人記録3

1 ＷＲ☆☆☆ 01:42:56 香山　光弘 00:34:10 大畑　慎治 00:34:11 落合　健太 00:34:35

2 足立学園高校 01:45:15 保坂　健士 00:33:42 岡野　広純 00:35:11 日比野　弘毅 00:36:22

3 ＲＪＫ－光 01:47:27 岩井　勝 00:35:06 木佐貫　瑛 00:36:07 安藤　文人 00:36:14

4 並木中等陸上部 01:48:35 高力　雄大 00:35:07 多田　隼都 00:36:23 能勢　晃 00:37:05

5 ＯＧＡＣ 01:54:42 山口　幹哉 00:35:29 市川　拓真 00:37:29 只野　翔太 00:41:44

6 ＷｉｎｄＲｕｎ 01:55:03 平野　賢 00:37:02 五十嵐　浩 00:37:26 櫻武　勇太 00:40:35

順位 氏名 所属 記録

1 赤星　静海 のうみそＪｒ  0:09:22

2 野口　雄大 松戸六  0:09:24

3 吉永　安土璃 松戸六  0:09:27

4 高間　佑弥 松戸六  0:09:42

5 笹井　南斗 光丘中学  0:09:43

6 宮澤　直揮 松戸六  0:09:56

7 木村　優介 松戸六  0:10:00

8 山田　晴斗 喜沢中  0:10:01

チーム順位 チーム名 チーム記録 氏名1 個人記録1 氏名2 個人記録2 氏名3 個人記録3

1 ＷＲ☆☆☆ 01:42:56 香山　光弘 00:34:10 大畑　慎治 00:34:11 落合　健太 00:34:35

2 足立学園高校 01:45:15 保坂　健士 00:33:42 岡野　広純 00:35:11 日比野　弘毅 00:36:22

3 ＲＪＫ－光 01:47:27 岩井　勝 00:35:06 木佐貫　瑛 00:36:07 安藤　文人 00:36:14

4 並木中等陸上部 01:48:35 高力　雄大 00:35:07 多田　隼都 00:36:23 能勢　晃 00:37:05

5 ＯＧＡＣ 01:54:42 山口　幹哉 00:35:29 市川　拓真 00:37:29 只野　翔太 00:41:44

6 ＷｉｎｄＲｕｎ 01:55:03 平野　賢 00:37:02 五十嵐　浩 00:37:26 櫻武　勇太 00:40:35

順位 氏名 所属 記録

1 佐藤　みな実 ＫＪＲ  0:06:33

2 宇田川　侑希 六月中学校  0:06:52

3 長南　咲楽 のうみそＪｒ  0:06:58

4 橋詰　友乃 松戸六  0:07:03

5 佐藤　珠璃 足立区第十一中学校  0:07:16

6 松本　佳奈 青戸ＡＣ  0:07:21

7 海老澤　香鈴 松戸六  0:07:31

8 吉野　早紀 松戸六  0:07:50

＜＜＜＜第第第第３３３３回足立回足立回足立回足立フレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソン大会結果大会結果大会結果大会結果＞＞＞＞    

                                    ハーフハーフハーフハーフのののの部男子部男子部男子部男子                                                                                            ハーフハーフハーフハーフのののの部女子部女子部女子部女子    

                                    １０１０１０１０㎞㎞㎞㎞のののの部男子部男子部男子部男子                                                                                                10101010 ㎞㎞㎞㎞のののの部女子部女子部女子部女子    

団体戦団体戦団体戦団体戦ハーフハーフハーフハーフのののの部部部部    

団体戦団体戦団体戦団体戦 10101010 ㎞㎞㎞㎞のののの部部部部    

                        中学男子中学男子中学男子中学男子（（（（3333 ㎞㎞㎞㎞のののの部部部部））））                                                                                                            中学女子中学女子中学女子中学女子（（（（2222 ㎞㎞㎞㎞のののの部部部部））））    

    

    

    

    

    



順位 氏名 所属 記録

1 長谷川　泰生 ★★ＲＪＫ★★  0:06:31

2 藤栄　智弥 野田ジュニア  0:06:39

3 下山　静樹 宇都宮  0:06:44

4 鍛冶　武尊 ＫＪＲ  0:06:49

5 岡本　優星 日向小学校５年  0:06:53

6 大村　涼馬 ＫＪＲ  0:06:54

7 長谷川　正樹 青戸ＡＣ  0:07:00

8 杉本　渉 草加ジュニア  0:07:01

順位 氏名 所属 記録

1 稲光　希竜 横浜サイヤ人  0:07:12

2 篠原　悠 小見川ＡＣ  0:07:20

3 桶谷　健人 草加Ｊｒ陸上  0:07:39

4 永田　覇人  0:07:44

5 杉原　将太 ＫＪＲ  0:07:46

6 原　悠貴 ＮｏＭＳＪｒ  0:07:50

7 斉藤　柊輝 ＴＣＣ  0:07:52

8 田中　大翔 極真館  0:07:58

順位 氏名 所属 記録

1 長谷川　絢音 ＫＪＲ  0:06:52

2 高橋　実里  0:06:52

3 加藤　花梨  0:07:02

4 山田　桃愛 のうみそ　Ｊｒ  0:07:05

5 桶谷　南実 草加Ｊｒ陸上  0:07:08

6 保坂　亜希 ＫＪＲ  0:07:10

7 金原　茉由 ＫＪＲ  0:07:12

8 内間　真代 カリタス小学校  0:07:13

順位 氏名 所属 記録

1 境　真衣 野田ジュニア  0:07:39

3 坂元　夏希 辰野南小学校  0:07:50

2 吉村　心 のうみそ  0:07:50

4 保坂　梨亜 ＫＪＲ  0:07:54

5 神永　七海 小山城南小学校  0:08:03

6 岡田　華音 東葛西小学校  0:08:12

7 小野　文緒 青戸ＡＣ  0:08:20

8 菅谷　美月 ＫＪＲ  0:08:24

小学男子小学男子小学男子小学男子（（（（高学年高学年高学年高学年のののの部部部部））））                                                                                                            小学女子小学女子小学女子小学女子（（（（高学年高学年高学年高学年のののの部部部部））））    

    

小学男子小学男子小学男子小学男子（（（（低学年低学年低学年低学年のののの部部部部））））                                                                                                            小学女子小学女子小学女子小学女子（（（（低学年低学年低学年低学年のののの部部部部））））    

    

＜＜＜＜２４２４２４２４年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告＞＞＞＞    

①①①①    4444 月月月月 8888 日日日日            中川短縮中川短縮中川短縮中川短縮マラソンマラソンマラソンマラソン                                                            中中中中川堤防川堤防川堤防川堤防                                                        

②②②②    5555 月月月月 5555 日日日日            第第第第６５６５６５６５回足立区民陸上競技大会回足立区民陸上競技大会回足立区民陸上競技大会回足立区民陸上競技大会                        舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場    

③③③③    6666 月月月月 3333 日日日日            都民陸上競技大会都民陸上競技大会都民陸上競技大会都民陸上競技大会                                                        駒沢陸上競技場駒沢陸上競技場駒沢陸上競技場駒沢陸上競技場    

④④④④    6666 月月月月 17171717 日日日日        第第第第 10101010 回回回回ジュニアランニングジュニアランニングジュニアランニングジュニアランニング教室教室教室教室                        舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場        

⑤⑤⑤⑤    6666 月月月月 30303030 日日日日        第第第第 11111111 回回回回ジュニアランニングジュニアランニングジュニアランニングジュニアランニング教室教室教室教室                        舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場    

⑥⑥⑥⑥    8888 月月月月 19191919 日日日日        墨東墨東墨東墨東 5555 区陸上競技大会区陸上競技大会区陸上競技大会区陸上競技大会                                            奥戸陸上競技場奥戸陸上競技場奥戸陸上競技場奥戸陸上競技場    

⑦⑦⑦⑦    9999 月月月月 29292929 日日日日        第第第第 12121212 回回回回ジュニアランニングジュニアランニングジュニアランニングジュニアランニング教室教室教室教室                        舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場    

⑧⑧⑧⑧    10101010 月月月月 6666 日日日日        第第第第 65656565 回都体予選回都体予選回都体予選回都体予選・・・・第第第第 19191919 回足立回足立回足立回足立ＪｒＪｒＪｒＪｒ大会大会大会大会        舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場    

⑨⑨⑨⑨    12121212 月月月月 23232323 日日日日        第第第第 3333 回足立回足立回足立回足立フレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソン                    荒川河川敷左岸荒川河川敷左岸荒川河川敷左岸荒川河川敷左岸コースコースコースコース    

⑩⑩⑩⑩    2222 月月月月3333 日日日日        第第第第62626262 回足立区民駅伝回足立区民駅伝回足立区民駅伝回足立区民駅伝・・・・ロードレースロードレースロードレースロードレース大会大会大会大会    荒川河川敷左岸荒川河川敷左岸荒川河川敷左岸荒川河川敷左岸コースコースコースコース    

⑪⑪⑪⑪    3333 月月月月 3333 日日日日            墨東墨東墨東墨東 5555 区駅伝競走大会区駅伝競走大会区駅伝競走大会区駅伝競走大会                                    荒川木根川橋広場荒川木根川橋広場荒川木根川橋広場荒川木根川橋広場コースコースコースコース    

⑫⑫⑫⑫    3333 月月月月 10101010 日日日日        都民駅伝競走大会都民駅伝競走大会都民駅伝競走大会都民駅伝競走大会                                                        武蔵野武蔵野武蔵野武蔵野のののの森公園森公園森公園森公園    

⑬⑬⑬⑬    3333 月月月月 14141414 日日日日        足立足立足立足立フレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソンフレンドリーマラソン反省会反省会反省会反省会                        五反野五反野五反野五反野    

⑭⑭⑭⑭    3333 月月月月 24242424 日日日日        第第第第 4444 回足立長距離選手権大会回足立長距離選手権大会回足立長距離選手権大会回足立長距離選手権大会                            舎人陸上競技舎人陸上競技舎人陸上競技舎人陸上競技場場場場    

⑮⑮⑮⑮    3333 月月月月 24242424 日日日日        足立陸協総会足立陸協総会足立陸協総会足立陸協総会                                                                    舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場舎人陸上競技場    

    

    

    



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

小島 匡人 1 12.35 奥山 力斗 1 12.57 神林　佑磨 1 12.90 鈴木　政幸 1 13.00 佐藤 駿也 1 13.06 加藤　聖也 1 13.09
足立第十二中学校 1.3 東島根中学校 -0.9 東綾瀬中学校 -0.5 足立第十四中学校 -0.6 足立第十中学校 -0.5 東綾瀬中学校 -1.3
吉田 直稀 2 11.75 鈴木　将司 2 11.98 鶴飼　晃貴 2 12.22 川崎　　譲 2 12.26 内木　裕也 2 12.31 山田 直輝 2 12.34
六月中学校 -0.3 足立第十三中学校 -0.3 足立第十一中学校 -0.1 足立第十一中学校 0.5 足立第九中学校 -0.2 荒川第五中学校 -0.1
松永 涼 3 11.91 本橋　和帆 3 11.92 金子　史弥 3 11.98 生駒　彗 3 12.06 藤　　龍太郎 3 12.07 渡邉 優太 3 12.12

六月中学校 -1.1 東綾瀬中学校 -1.2 足立第十四中学校 -0.3 江北中学校 -0.5 六月中学校 -0.5 足立第十二中学校 -0.5
松永 涼 3 23.73 本橋　和帆 3 23.79 吉田 直稀 2 24.38 桑原 勇真 3 24.38 鈴木　将司 2 24.42 藤　　龍太郎 3 24.66

六月中学校 -1.5 東綾瀬中学校 -0.5 六月中学校 -1.3 六月中学校 -0.7 足立第十三中学校 -1.3 六月中学校 -1.5
岩佐　祥吾 3 54.07 田口　航平 3 55.51 瀬戸口 将 3 57.57 蓮見　優太 2 58.23 九島　和哉 2 1.01.19 松井 良太 2 1.01.79
東綾瀬中学校 伊興中学校 西新井中学校 足立第十三中学校 足立第十四中学校 足立第十二中学校

斉藤　寛明 3 2.04.74 小久保 勇輝 3 2.11.07 関根 凌 2 2.14.11 小暮 雄大 3 2.15.84 鈴木 孝嘉 3 2.16.38 藤本 能有 1 2.20.74
足立第九中学校 足立第十二中学校 六月中学校 六月中学校 六月中学校 足立第十中学校

藤本 能有 1 4.47.0 香田　真治 1 4.54.3 木幡　幹哉 1 4.56.6 新井 海斗 1 4.57.6 山口　陸太 1 4.57.7 桑田　賢進 1 4.58.3
足立第十中学校 東綾瀬中学校 足立第十四中学校 東島根中学校 足立第十一中学校 千寿櫻堤中学校

茂木 拓実 2 4.30.6 山野井直希 2 4.37.0 松井 良太 2 4.38.6 小川　幸平 2 4.39.4 三浦 拓哉 2 4.40.1 関根 凌 2 4.40.7
六月中学校 足立第十一中学校 足立第十二中学校 足立第十四中学校 六月中学校 六月中学校
斉藤　寛明 3 9.06.46 加藤　冴基 3 9.33.89 茂木 拓実 2 9.54.18 山野井直希 2 9.56.23 新井 大貴 3 10.10.24 保住　章太 3 10.11.82
足立第九中学校 蒲原中学校 六月中学校 足立第十一中学校 東島根中学校 東綾瀬中学校

石川 慎之介 1 17.06 塚田　大輔 1 17.19 堤 　 啓悟 1 18.12 江口 颯哉 1 18.54 好川 遼 1 19.86 山中 アイリッシュ 1 20.59
東島根中学校 0.4 足立第九中学校 0.4 足立第六中学校 0.4 足立第十中学校 0.4 六月中学校 0.4 足立第十四中学校 0.4
山田 耀介 2 16.35 山田 直輝 2 17.79 久下沼　克祐 2 18.19 神原 大青 2 18.78 大岡　功明 2 20.58 山﨑　太智 2 21.75
六月中学校 -1.7 荒川第五中学校 -1.7 足立第九中学校 -1.7 足立第十二中学校 -1.7 足立第九中学校 -1.7 足立第十三中学校 -1.7
金子　史弥 3 15.80 細井　裕仁 3 16.90 日暮　翔太 3 17.14 鮫島 友弥 3 17.36 木村 優斗 3 19.23 加藤　慎之助 3 19.69
足立第十四中学校 -1.0 足立第十四中学校 -1.0 足立第十三中学校 -1.0 足立第十二中学校 -1.0 東島根中学校 -1.0 足立第九中学校 -1.0

冨澤　勇斗 1 吉田 開 1 守谷　拳汰 1 小林　勇太 1 伊藤 巧真 1 黒岩　隆斗 1
花田シオン 1 佐藤 駿也 1 赤松　　亮 1 山野井敦貴 1 黒川 優一 1 佐藤　龍弥 1
加藤　聖也 1 長谷川 雄生 1 川﨑　優弥 1 竹部　　錬 1 池田 悠人 1 堀口　泰平 1
神林　佑磨 1 磯部 宰 1 鈴木　政幸 1 竹内　大悟 1 好川 遼 1 塚田　大輔 1

平葭　勇輝 2 九島　和哉 2 木村　大之 2 鈴木 龍生 2 佐々木　澪 2 佐々木 康佑 2
渡辺　智史 2 山口　拓馬 2 安西　悠輝 2 関根 凌 2 久下沼　克祐 2 小川　大地 2
松嵜　　開 2 九島　直弥 2 蓮見　優太 2 植田 大悟 2 大野　凌麻 2 野澤　悠生 2
須長　佳樹 2 妙林　優一 2 鈴木　将司 2 山田 耀介 2 内木　裕也 2 斉藤　裕貴 2

入江　　薫 3 北澤 健太 3 小久保 勇輝 3 小林　晃也 3 高須 光椰 2 鈴木 尚哉 2
岩佐　祥吾 3 藤　　龍太郎 3 鮫島 友弥 3 木根　誠心 3 奥山 力斗 1 小島 匡人 1
戸田　颯人 3 桑原 勇真 3 大川 優暉 3 細野　宏介 3 石川 慎之介 1 神原 大青 2
本橋　和帆 3 松永 涼 3 渡邉 優太 3 金子　史弥 3 樋口 湧大 2 奥田 良介 2
高橋　繁人 2 1m63 北川　智史 2 1m45 佐々木　澪 2 1m40 長谷川 雄生 1 1m40
足立第十四中学校 足立第一中学校 足立第九中学校 足立第十中学校

櫻井　誠弥 3 1m69 入江　　薫 3 1m50 阿部　流海 3 1m45
足立第九中学校 東綾瀬中学校 足立第九中学校

渡辺　智史 1 5m84 高橋　繁人 2 5m32 堀込 有斗 3 5m26 佐々木 康佑 4 4m91 吉田 開 5 4m90 加藤　聖也 6 4m86
東綾瀬中学校 0.4 足立第十四中学校 0.1 足立第六中学校 0.2 花畑北中学校 -0.3 足立第十中学校 0.2 東綾瀬中学校 0.8
近藤 雄一 3 5m67 杉本　博紀 3 5m57 渡邉 優太 3 5m45 大川 優暉 3 5m19 加藤　慎之助 3 4m64 中西 彩斗 3 4m39
荒川第一中学校 -0.5 足立第十四中学校 -0.2 足立第十二中学校 -0.1 足立第十二中学校 0.0 足立第九中学校 0.0 荒川第一中学校 0.0
上田　太郎 2 9m15 上田　太郎 2 8m90 上田　太郎 2 8m82 上田　太郎 2 8m10 上田　太郎 2 6m62 上田　太郎 2 6m30
足立第九中学校 足立第九中学校 足立第九中学校 足立第九中学校 足立第九中学校 足立第九中学校

行徳 健成 3 11m57 小島　史也 1 7m92
荒川第五中学校 伊興中学校

小出 樹依 小３ 16.60 上村 修 小３ 17.12 雨宮 響吾 小３ 17.43 小出 安紋 小２ 18.82 大塚 怜生 小２ 19.02 0.00
チーム西伊興 -0.2 東京ドリーム -0.2 ＲＪＫ -0.2 チーム西伊興 -0.2 東京ドリーム -0.2 0.0

山内 悠右 小６ 14.33 深谷 大輝 小６ 15.10 小林 史弥 小６ 15.49 一桝 喬也 小６ 15.98 古賀 翔七太 小６ 16.21 井門 佳明 小６ 16.43
チーム西伊興 -1.5 チーム西伊興 -1.4 チーム西伊興 -1.4 ＲＪＫ -1.5 東京ドリーム -1.5 東京ドリーム -1.4

雨宮 響吾 小３ 2.55.16 上村 修 小３ 2.57.69 小出 樹依 小３ 3.06.35 小出 安紋 小２ 3.20.16 大塚 怜生 小２ 3.22.23 長谷川 隼 小１ 3.22.76
ＲＪＫ 東京ドリーム チーム西伊興 チーム西伊興 東京ドリーム ＲＪＫ

長谷川　泰生 小６ 2.25.07 井門 佳明 小６ 2.42.05 一桝 喬也 小６ 2.44.35 山内 悠右 小６ 2.49.73 岡田 竜弥 小５ 2.49.86 古賀 翔七太 小６ 2.56.33
ＲＪＫ 東京ドリーム ＲＪＫ チーム西伊興 ＲＪＫ 東京ドリーム

小林 史弥 小６ 一桝 喬也 小６ 桑田 勇進 小５

深谷 大輝 小６ 岡田 竜弥 小５ 大柳 翔 小５

高城 和矢 小６ 綱木 亜莉朱 小４ 井門 佳明 小６

山内 悠右 小６ 長谷川　泰生 小６ 古賀 翔七太 小６

種目

第 １9回　足立区ジュニア陸上競技大会 成績一覧表
ジュニア男子

2012年10月6日 舎人公園陸上競技場

中
学

１年
１００ｍ
２年
１００ｍ
３年
１００ｍ
共通
２００ｍ
共通
４００ｍ
共通
８００ｍ
１年
１５００ｍ
２年
１５００ｍ
共通
３０００ｍ

52.13

足立第十一中学校

52.42

1年
１００ｍＨ
2年
１１０ｍＨ
3年
１１０ｍＨ

１年
４×１００ｍ
R

東綾瀬中学校A

50.32 53.47

２年
４×１００ｍ
R

六月中学校

46.95

足立第十四中学校

48.63

足立第十三中学校

足立第十中学校A

51.79

足立第十四中学校A

足立第九中学校

49.72

花畑北中学校

六月中学校

52.84

足立第九中学校

足立第十四中学校A

47.06

49.18

東綾瀬中学校

49.21

１・２年
走高跳び

3年
走高跳び

50.50

共通
４×１００ｍ
R

東綾瀬中学校

45.74

六月中学校

46.04

足立第十二中学校A

46.83

東島根中学校

49.18

足立第十二中学校B

49.37

小
学
生

低学年
１００ｍ

高学年
１００ｍ

低学年
８００ｍ
高学年
８００ｍ

共通
４×１００ｍ
R

１・２年
走幅跳び

3年
走幅跳び

１・２年
砲丸投げ

共通
砲丸投げ

チーム西伊興

59.06

ＲＪＫ

1.02.92

東京ドリーム

1.07.05

    



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

西水 あやな 1 13.58 石井　明花 1 13.67 才野　彩夏 1 13.88 佐々木 梨乃 1 13.90 田口 綾乃 1 13.95 君和田茉友子 1 13.98
六月中学校 0.3 東綾瀬中学校 1.0 足立第十四中学校 1.0 荒川第五中学校 0.3 六月中学校 -0.2 足立第十一中学校 -0.1
清田　未希 2 12.88 梅津 茜 2 13.13 大竹風美子 2 13.40 中平 優花 2 13.49 疋田 うらら 2 13.55 尾羽　未沙希 2 13.60
東綾瀬中学校 0.2 足立第十中学校 0.2 足立第十四中学校 0.2 六月中学校 0.0 足立第十二中学校 1.3 足立第十三中学校 0.4
森川　侑果 3 12.86 吉田 実希 3 13.13 佐々木美波 3 13.16 髙橋 彩花 3 13.20 松岡 祐里恵 3 13.34 山下 真美子 3 13.53
足立第十四中学校 0.7 六月中学校 -0.7 足立第十四中学校 0.7 六月中学校 0.7 東綾瀬中学校 -0.7 六月中学校 -0.7
吉田 実希 3 26.63 梅津 茜 2 26.99 池田 ひかり 3 27.94 中平 優花 2 28.00 疋田 うらら 2 28.18 飯塚　妙佳 2 28.35
六月中学校 足立第十中学校 六月中学校 六月中学校 足立第十二中学校 足立第九中学校

村上 希 2 2.28.78 田口 綾乃 1 2.29.06 宇田　百香 2 2.34.47 佐藤　珠璃 1 2.37.06 多田　瑠音 2 2.39.74 飯嶋　彩音 2 2.41.91
六月中学校 六月中学校 足立第十三中学校 足立第十一中学校 東綾瀬中学校 東綾瀬中学校

五十嵐 恋 3 2.27.07 東本　瑞紀 3 2.27.57 森川　侑果 3 2.28.08 佐々木美波 3 2.28.63 秋山 紗耶 3 2.34.76 根橋 海 3 2.39.32
六月中学校 足立第十四中学校 足立第十四中学校 足立第十四中学校 足立第八中学校 西新井中学校

田中　清子 2 4.58.4 五十嵐 恋 3 5.04.9 村上 希 2 5.05.2 宇田　百香 2 5.06.1 村松　郁実 3 5.09.4 鈴木　朱音 3 5.14.1
足立第十四中学校 六月中学校 六月中学校 足立第十三中学校 足立第十四中学校 足立第十四中学校

青木　伽奈 2 16.96 佐藤　優花 2 17.17 坂内　美久 2 17.45 駒﨑 未来 2 18.09 下村　千夏 2 19.22 佐藤　聖那 1 19.85
東綾瀬中学校 0.7 足立第十三中学校 -0.1 東綾瀬中学校 -0.1 足立第十二中学校 -0.1 足立第十四中学校 0.7 足立第九中学校 0.7
中山こころ 3 15.14 東本　瑞紀 3 15.82 佐伯柚美子 3 18.97
足立第十四中学校 0.4 足立第十四中学校 0.4 足立第十四中学校 0.4

大内 美裕 1 高橋　柚香 1 河野 咲子 1 鈴木　理恵 1 中村　美咲 1 白戸　美亜 1
鈴木 友香 1 本野　　恵 1 佐々木 梨乃 1 佐藤　珠璃 1 近森　未来 1 山口　碧音 1
田口 綾乃 1 川本　芽衣 1 阿蒜 侑佳 1 堀部　珠央 1 川島　美空 1 久保　千洋 1
西水 あやな 1 才野　彩夏 1 萩島 春香 1 君和田茉友子 1 雨田　香琳 1 長島　夏海 1

木村　沙彩 2 宮田 純佳 2 佐藤　優花 2 本田　優夏 2 土本　るり 2 大和田佳絵 2
中野　優璃 2 中平 優花 2 中川　瑠奈 1 竹川　彩乃 2 鈴木　あみり 2 田中　清子 2
鈴木　望生 2 荒木 日菜 2 宇田　百香 2 小倉　雪音 2 水野　友香 2 古川　未結 2
大竹風美子 2 野口 裕美 2 尾羽　未沙希 2 井坂　紫乃 2 村上　由華 2 鈴木　結夏 2

池田 ひかり 3 佐々木美波 3 石井　明花 1 大橋 理沙 1 入村 美咲 3 萩原　歩美 1
吉田 実希 3 中山こころ 3 河合 ひかる 1 大杉 葉子 2 新井 秋 2 仲村　華音 1
山下 真美子 3 東本　瑞紀 3 青木　伽奈 2 岡本 吏香 2 佐野 夢実 3 篠崎　加奈 2
髙橋 彩花 3 森川　侑果 3 坂内　美久 2 梅津 茜 2 五十嵐 恋 3 清田　未希 2
山田　真理子 1 1m41 中川　瑠奈 1 1m29 笠谷 奈織美 2 1m23 馬籠 美有 2 1m23 植竹 未桜 2 1m23
足立第九中学校 足立第十三中学校 西新井中学校 西新井中学校 西新井中学校

小林 玲奈 3 1m63 髙橋 彩花 3 1m56 村松　郁実 3 1m26
足立第十三中学校 六月中学校 足立第十四中学校

松岡 祐里恵 3 5m56 山下 真美子 3 5m12 笹島ひかり 3 4m29 鈴木　朱音 3 4m11 長沼 歩華 3 3m79 鈴木　あゆ美 3 3m71
東綾瀬中学校 -0.4 六月中学校 -0.1 足立第十一中学校 -0.7 足立第十四中学校 -0.4 足立第八中学校 -0.9 足立第八中学校 0.6
鈴木　望生 2 4m76 竹川　彩乃 2 4m50 長島　夏海 1 4m35 尾羽　未沙希 2 4m27 大杉 葉子 2 4m20 白戸　美亜 1 4m16
足立第十四中学校 -0.5 足立第十一中学校 0.0 足立第十四中学校 0.3 足立第十三中学校 -0.2 足立第十中学校 -0.1 足立第十四中学校 -0.5
本田　優夏 2 7m62 金井 遥 2 7m61 仲村　華音 1 7m44 津田　祥子 1 6m64 小山田チアリ 1 6m17 佐藤かおり 1 5m86
足立第十一中学校 花保中学校 東綾瀬中学校 足立第一中学校 足立第十四中学校 足立第十四中学校

佐野 夢実 3 7m.22 沼田　美鈴 3 6m18
六月中学校 足立第十四中学校

松崎 芙紀 小３ 16.80 河西 杏夏 小３ 17.36 大柳 萌音 小２ 19.42 小田 きらら 小３ 19.71 與那嶺 実生 小２ 20.32 田中 桃子 小３ 23.05
ＲＪＫ -1.4 東京ドリーム -1.4 東京ドリーム -1.4 東京ドリーム -1.4 ＲＪＫ -1.4 東京ドリーム -1.4

荒井 詩央里 小６ 15.25 関上 あかり 小５ 15.61 宇田 沙月 小６ 16.16 三輪　南菜子 小４ 16.27 佐々木 夏美 小５ 16.58 渡邊 沙奈 小４ 16.96
ＲＪＫ -1.0 ＲＪＫ -1.0 東京ドリーム -1.0 フューチャーズ 0.8 チーム西伊興 -1.0 ＲＪＫ 0.8

松崎 芙紀 小３ 3.14.63 河西 杏夏 小３ 3.28.60 前川 未央 小３ 3.38.98 大柳 萌音 小２ 3.42.53 小田 きらら 小３ 3.59.87 田中 桃子 小３ 4.42.51
ＲＪＫ 東京ドリーム チーム青井 東京ドリーム 東京ドリーム 東京ドリーム

関上 あかり 小５ 2.36.85 荒井 詩央里 小６ 2.38.62 宇田 沙月 小６ 2.41.86 田中 真子 小６ 2.46.98 三輪　南菜子 小４ 2.56.19 宮尾 幸乃 小４ 2.57.45
ＲＪＫ ＲＪＫ 東京ドリーム ＲＪＫ フューチャーズ ＲＪＫ

関上 あかり 小５ 上島 空 小６

荒井 詩央里 小６ 大野 涼香 小６

田中 真子 小６ 小林 史果 小６

宮尾 幸乃 小４ 阿部 凛子 小６

種目

３年
１００ｍ

第 １９回　足立区ジュニア陸上競技大会 成績一覧表
ジュニア女子

2012年10月6日 舎人公園陸上競技場

共通
２００ｍ
１・２年
８００ｍ
３年
８００ｍ

57.49

足立第一中学校

共通
１５００ｍ
１・２年
１００ｍＨ
３年
１００ｍＨ

足立第十四中学校B

１年
４×１００ｍ
R

六月中学校

54.42

足立第十四中学校A

55.23

荒川第五中学校

56.29

足立第十一中学校

57.08 57.60

２年
４×１００ｍ
R

足立第十四中学校A

52.72

六月中学校

53.65

足立第十三中学校

55.08

足立第十一中学校

57.17

千寿櫻堤中学校

57.64

足立第十二中学校

57.66

３年
走幅跳び
１・２年
砲丸投げ

54.52

足立第十中学校A

共通
４×１００ｍ
R

六月中学校A

50.74

足立第十四中学校A

50.79

東綾瀬中学校A

55.52

１・２年
走高跳び

３年
走高跳び

１・２年
走幅跳び

54.61

六月中学校B

54.70

東綾瀬中学校B

３年
砲丸投げ

小
学
生

低学年
１００ｍ
高学年
１００ｍ
低学年
８００ｍ
高学年
８００ｍ

共通
４×１００ｍ
R

中
学

１年
１００ｍ
２年
１００ｍ

ＲＪＫ

1.03.04

チーム西伊興

1.05.26

    

    



1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 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
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 11.14 小林 昴朋夢 11.51 白石　翔汰 11.55 須黑 航 11.56 興津 史弥 11.57 興津 正人 11.57
紅葉川高校教員 -0.2 足立高校 0.3 紅葉川高校 -0.8 足立高校 0.3 足立高校 0.3 足立高校 -0.2
小林 昴朋夢 23.08 興津 正人 23.18 興津 史弥 23.44 池田 隆人 23.50 須黑 航 23.60 荒木 優也 23.96

足立高校 -1.1 足立高校 -1.8 足立高校 -0.5 Ｒ．コウヨウ -0.5 足立高校 -1.1 足立高校 -1.1

黒津 雅治 52.77 杉山 秀樹 54.26 北尾 大樹 54.49 小泉 優太朗 54.87 坂本 勝利 55.04 達家 翔 55.10
足立学園OB 足立高校 足立高校 足立高校 足立高校 足立高校
酒巻 佳泰 1.59.62 阿部 智也 2.05.24 杉山 秀樹 2.07.15 飯田 直樹 2.08.23 山梨 泰里 2.08.48 牧野　巧 2.09.02

足立学園OB 足立高校 足立高校 足立学園高校 紅葉川高校
木佐貫 瑛 4.10.6 酒巻 佳泰 4.16.3 袴田 翔 4.20.0 原 千広 4.22.7 岩井 勝 4.27.1 堤　  夏輝 4.29.0

ＲＪＫ 足立学園OB 足立学園OB ガンバル会 ＲＪＫ 足立学園OB
保坂 健士 16.12.0 木佐貫 瑛 16.25.0 原 千広 16.36.7 高野　智義 16.53.2 太田 匠 16.59.4 岡野 広純 16.59.8

足立学園高校 ＲＪＫ ガンバル会 上野高校 足立学園高校 足立学園高校

森畑 孝志 12.78 南舘 幸治 13.82 北島 和之 14.35 山口 克三 14.53 鈴木　渉 14.71

走和会十四 1.9 ＲＪＫ 1.9 江北ＡＣ 1.9 1.9 走和会十四 1.9

前田 浩一 13.95 中村 広美 14.68

ガンバル会 1.3 Ｒ．コウヨウ 1.3

大塚 高樹 11.11.12 友久 優二 13.04.98

ふちえＲＣ
渡辺 吏 11.14.22 和久井 岩夫 11.50.04 石川 正一 12.26.95 高柳 義人 12.37.37

ＲＪＫ 大日精化 走和会十四
岡田 広志 14.51.59

ふちえＲＣ
足立高校A 紅葉川高校Ｂ 足立東高校 足立高校Ｂ 上野高校 足立学園ＯＢ-A

興津 史弥 井坂　駿 清宮　東逸 坂本 勝利 稲澤　大弥 大三川 泰紀
小林 昴朋夢 柿原　大輝 篠原　元 北尾 大樹 出射　直人 角田 心
荒木 優也 上原　大地 谷口　巧都 須黑 航 齋藤　雄太 菅野 晃司
興津 正人 畑中　昭平 平塚　千寛 八木　悠 野口　一成 関根 希望
足立高校Ａ 上野高校Ａ 足立学園OB－Ｂ 足立高校-Ｂ 足立東高校 足立高校-Ｃ
小林 昴朋夢 稲澤　大弥 武田 竜馬 飯田 直樹 篠原　元 八木　悠
北尾 大樹 小倉　翔太 大三川 泰紀 興津 史弥 清宮　東逸 荒木 優也
達家 翔 野口　一成 菅野 晃司 小泉 優太朗 高橋　陵太 須黑 航

杉山 秀樹 齋藤　雄太 袴田 翔 坂本 勝利 増田　剛大 興津 正人
佐々木　拓也 1m81 宮本 舜馬 1m78 山田浩児 1m75 舘森　広志 1m75 土谷 亮介 1m72 星野 浩一 1m69

足立陸協 足立西高ＯＢ 淵江高校 足立西高校 足立高校
飛田 宗哉 6m20 星野 浩一 6m15 八木　悠 5m96 秋山 由真 5m72 清野 弘朗 5m65 新田 倫大 5m62

足立学園OB 0.8 足立高校 1.3 足立高校 0.0 足立高校 0.8 足立学園OB -0.5 足立高校 1.8
山田　龍聖 14m14 小林 将輝 9m17 小澤　和晃 9m13 石井 勇樹 8m92 井門 明洋 8m37 中山　太一 7m35

東京理科大学 足立学園高校 上野高校ＯＢ 足立学園OB ガンバル会 上野高校

種目

第 ６５回　都民陸上競技大会足立区予選会 成績一覧表

2012年10月6日 一般男子　舎人公園陸上競技場

男
子

一般
１００ｍ

一般
２００ｍ

一般
４００ｍ

一般
８００ｍ

一般
１５００ｍ

一般
５０００ｍ

40歳代壮年
１００ｍ

５0歳代壮年
１００ｍ

４0歳代壮年
3000m
50歳代壮年
3000m

６0歳代壮年
3000m

一般
４×１００ｍR

43.81 46.18

一般
４×４００ｍR

3.33.50 3.36.21 3.37.69 3.37.72

44.57 45.27

一般
走高跳び
一般
走幅跳び

45.43 46.00

3.41.07 3.42.24

一般(6kg)
砲丸投げ

    

    



1 位 2 位 3 位 4 位 5 位
氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 学年 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

福田 景子 12.92 細野　舞香 13.43 鍋城　妙 13.64
New Mode AC 1.7 紅葉川高校 1.7 足立高校 1.7
石原 さりな 28.50 渡辺 祥子 29.05 鍋城　妙 29.25 中島 結花 30.60
足立高校 -2.7 足立高校 -2.7 足立高校 -2.7 足立高校 -2.7

石原 さりな 1.04.84 中島 結花 1.05.36 渡辺 祥子 1.06.74 谷口 由維 1.08.56
足立高校 足立高校 足立高校 足立高校
三宅 沙耶 2.38.88 谷口 由維 2.39.77 小倉 智愛 3.19.65
足立高校 足立高校

平岡　晏奈 5.26.1 三宅 沙耶 5.37.2 宮田　晃帆 5.43.2
紅葉川高校 足立高校 紅葉川高校
冨永 里実 11.44.01 木下 涼風 12.08.53 澤野　瑞生 13.04.13 住吉 久代 13.28.81

ＲＪＫ ＲＪＫ 上野高校 ＲＪＫ

小野 梨香 12.27.74
ふちえＲＣ

New Mode AC 足立高校－A 足立高校－B
福田 景子 鍋城　妙 谷口 由維
斉藤　歩 石原 さりな 中島 結花

青山 晴香 渡辺 祥子 三宅 沙耶
鈴木 朋花 四ツ谷 香 鈴木 奈津美
四ツ谷 香 1m44 鈴木 奈津美 1m20

足立高校 足立高校

堀切 典子 3m68 岡野　望 3m39
0.2 足立東高校 0.0

冨高夏樹 7ｍ05 武林舞華 6ｍ54

淵江高校 淵江高校

種目

第 ６５回　都民陸上競技大会足立区予選会 成績一覧表

2012年10月6日 一般女子　舎人公園陸上競技場

女
子

一般
１００ｍ
一般
２００ｍ
一般
４００ｍ
一般
８００ｍ
一般
１５００ｍ
一般
３０００ｍ
壮年
１00m
壮年
3０00m

一般
４×１００
ｍR

50.65 52.95 57.69

一般
走高跳び

一般
走幅跳び

一般
砲丸投げ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    


