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足立区陸上競技協会は、微力ですが今後も復興支援に可能な限り努めてまいります。

第５回足立フレンドリーマラソンは今年も東日本大震災復興大会です。

足立陸上競技協会副会長 佐藤昭夫

足立フレンドリーマラソン誕生までの足跡

足立区陸上競技協会の役員と一般会員で結成した足立マ

ラソン検討委員会は、２００９年１０月２３日(金)にすでに

荒川河川敷で大会を行っている北区陸上競技協会の米村途

雄理事長(現会長)を足立区スポーツセンター会議室に招い

て講和を頂いたのが最初でした。その後、同年１１月１１日

(木)と運営等について打合せを２６日(水)に企画検討会を

開催し１１月３０日(月)にはランナーズ事業部と運営等に

ついて打合せ、１２月８日(金)には、足立区体育協会並びに

スポーツ振興課と大会実施に向けての検討会を行い、次の内

容で大会を行うことに決定しました。

主催：足立陸上競技協会

後援：足立区・（公財）足立区体育協会

日程：２０１０年１２月２３日（祝・木）

会場：千住新橋虹の広場（スタート・フィニッシュ）

前記の決定に基づき、２００９年１２月１８日（金）

に開催した検討委員会において正式名称を足立フレンド

リーマラソンとし、検討委員会を改称して足立フレンド

リーマラソン実行委員会が発足しました。それと同時に

組織概要と主たる役員を決め、以後の対応は各専門部毎

に進め、その対応状況を実行委員会に報告し決定事項は

実行委員会に委ねる事にした。

マラソンコースの計測（素人軍団の集まり）

集まった競技部員は私含めて７名でした。いずれも足立競技協会の会員です。現役で会社勤

め人３名、パート等で勤める人３名、家庭菜園（？）１名です。そこで計測等の日程について

は実行委員会に出席した部員同志で調整することにし、主に平日午後に行うこととしました。

計測方法は、日本陸上競技連盟の規則に基づく道路競技場の計測方法です。部員 7 名は私を含

めて素人です。私も長年市民ランナーとして走っておりました。ランナーは大会時にはコース

の最短距離を走ります。そこで私は大会コースを何度も走って(歩いて)コースの取り方を自分

の頭に入れて計測は、出席者全員で同じコースを何度も計測し誤差の範囲を少なくしたのが本

音です。第５回足立フレンドリーマラソンは、日本陸上競技連盟の公認コースとして行う予定

です。これまでの苦労・経験を生かして競技部の素人軍団は今年も頑張ってまいります。



4年連続マラソン100選に選出

進化を続ける第４回足立フレンドリーマラソン
第４回足立フレンドリーマラソンが２０１３年１２月２３日（祝・月）、今回も東日本大震災

復興支援大会として開催されました。右岸側が昨年に引き続き堤防工事となり、会場コースは

第３回大会と同じ荒川河川敷左岸コースで実施されました。当日は曇り微風というマラソンに

は、この時期としては最高のコンディションで開催され、無事故で大会を終えることができま

した。協賛・支援をして頂ける団体も着実に増え、毎年一歩ずつ確実に進化を遂げている足立

フレンドリーマラソン、4年連続で全国マラソン100選に選出されました。第５回大会は、日本

陸連公認大会としての開催が決定しています。



＜第４回足立フレンドリーマラソン大会結果＞

第４回フレンドリーマラソン
高砂野球場起点左岸コース
薄曇り 8.1度　４１％
北東の風　１ｍ／ｓ

男子ハーフの部（総合）

1 松本　翔 1:06:42 埼玉県
2 平田　繁聡 1:07:18 静岡県
3 内野　雅貴 1:08:02 調布市
4 早坂　光司 1:09:32 三鷹市
5 藤原　拓 1:09:53 練馬区
6 桐山　弘太 1:09:59 練馬区

男子ハーフの部（39歳以下）

1 松本　翔 1:06:42 埼玉県
2 平田　繁聡 1:07:18 静岡県
3 内野　雅貴 1:08:02 調布市

男子ハーフの部（40歳代）

1 新井　修 1:13:41 埼玉県
2 根岸　浩 1:13:49 埼玉県
3 青木　嘉郎 1:15:14 千葉県

男子ハーフの部（50歳代）

1 名取　正彦 1:17:09 小平市
2 中山　享 1:17:25 府中市
3 板鼻　誠一 1:17:36 足立区

男子ハーフの部（60歳代）
1 小金　啓志 1:22:02 神奈川県
2 原田　直 1:23:57 千葉県
3 馬込　和明 1:25:44 八王子市

男子ハーフの部（70歳以上）
1 野澤　佐介 1:32:17 埼玉県

2 大塩東洋一 1:33:09 八王子市

3 望月　朗 1:34:57 千葉県

男子10㎞の部（総合）
1 斉藤　弦太 0:31:58 群馬県
2 原田　将徳 0:32:05 埼玉県
3 坂元　貴亮 0:32:26 新宿区
4 大沼　生 0:32:58 足立区
5 高山昴一郎 0:33:36 八王子市
6 渡邊　卓登 0:33:37 千葉県

男子10㎞の部（総合・39歳以下）
1 斉藤　弦太 0:31:58 群馬県
2 原田　将徳 0:32:05 埼玉県
3 坂元　貴亮 0:32:26 新宿区

男子10㎞の部（40歳代）
1 平塚　潤 0:34:07 豊島区
2 斉藤　康洋 0:34:25 足立区
3 浜崎　秀雄 0:34:49 茨城県

男子10㎞の部（50歳代）
1 江森　弘明 0:34:56 埼玉県
2 大内　弘 0:35:39 千葉県
3 亀山　正義 0:35:44 千葉県

男子10㎞の部（60歳代）
1 佐藤　隆一 0:40:31 渋谷区
2 岩崎　修 0:40:32 葛飾区
3 内田　博文 0:40:59 江東区

男子10㎞の部（70歳以上）
1 明石　博孝 0:44:10 千葉県
2 金沢　和良 0:44:13 千葉県
3 長田　彦臣 0:49:23 神奈川県

中学男子3㎞の部
1 三浦　拓哉 0:09:35 足立区
2 長谷川洸貴 0:09:37 足立区
3 茂木　拓実 0:09:45 足立区

小学男子高学年2㎞の部
1 片野　優一 0:06:28 千葉県
2 磯野　友作 0:06:29 江戸川区
3 秋田　亮太 0:06:37 千葉県

小学男子低学年2㎞の部
1 新井虎次郎 0:07:18 群馬県
2 赤池　万理 0:07:23 茨城県
3 高橋　拓斗 0:07:40 茨城県

女子ハーフの部（総合）
1 鈴木　莉紗 1:17:49 神奈川県
2 松本　恭子 1:19:18 千葉県
3 鈴木　遙 1:21:43 豊島区
4 風見　節子 1:23:53 神奈川県
5 唐木　景子 1:25:05 神奈川県
6 伊藤　恵梨 1:25:10 愛知県

女子ハーフの部（39歳以下）

1 鈴木　莉紗 1:17:49 神奈川県
2 鈴木　遙 1:21:43 豊島区
3 風見　節子 1:23:53 神奈川県

女子ハーフの部（40歳代）

1 松本　恭子 1:19:18 千葉県
2 唐木　景子 1:25:05 神奈川県
3 中村　正子 1:27:23 中央区

女子ハーフの部（50歳代）

1 渡辺きよみ 1:31:33 台東区
2 寺川　美子 1:35:52 江東区
3 海老澤敦子 1:36:36 世田谷区

女子ハーフの部（60歳代）
1 広沢　玲子 1:42:59 武蔵村山市

2 鈴木　陽子 1:44:08 神奈川県
3 小沢美佐枝 1:50:26 世田谷区

女子ハーフの部（70歳以上）
1 大野　正子 2:13:20 足立区
2 松本　榮子 2:20:23 新宿区
3 岩崎　洋子 2:22:19 大田区

女子10㎞の部（総合）
1 尾池　望 0:37:46 足立区
2 佐々木愛 0:38:11 品川区
3 井口えい子 0:41:16 埼玉県
4 栗田美奈子 0:41:25 江戸川区
5 狩野　緑 0:42:18 埼玉県
6 佐藤　敦子 0:42:19 神奈川県

女子10㎞の部（39歳以下）
1 尾池　望 0:37:46 足立区
2 佐々木愛 0:38:11 品川区
3 井口えい子 0:41:16 埼玉県

女子10㎞の部（40歳代）
1 佐藤　敦子 0:42:19 神奈川県
2 鈴木　朋子 0:43:40 墨田区
3 右島　郁子 0:43:43 世田谷区

女子10㎞の部（50歳代）
1 狩野　緑 0:42:18 埼玉県
2 金舩　圭子 0:43:11 世田谷区
3 藤野めぐみ 0:46:01 練馬区

女子10㎞の部（60歳代）
1 安岡　洋子 0:48:46 千葉県
2 植竹千恵子 0:50:38 足立区
3 柿澤まゆみ 0:51:13 江戸川区

女子10㎞の部（70歳以上）
1 丸山　夏枝 0:57:15 埼玉県
2 佐藤マツイ 0:58:19 足立区
3 石月　リツ 1:01:41 荒川区

中学女子2㎞の部
1 橋詰　友乃 0:06:51 千葉県
2 金原　茉由 0:07:00 足立区
3 渡辺　光美 0:07:04 千葉県

小学女子高学年2㎞の部
1 高橋　実里 0:06:43 茨城県
2 長井　愛奈 0:06:55 千葉県
3 吉川　香奈 0:06:59 千葉県

小学女子低学年2㎞の部
1 坂元　夏希 0:07:25 長野県
2 磯野　友希 0:07:26 江戸川区
3 吉村　心 0:07:37 埼玉県

第４回団体戦(ハーフ)男性の部
1 テムジンＲＣ 03:29:55

2 日テレＪＣ 03:45:31

3 品川埠頭駅伝部 03:53:00

第４回団体戦(ハーフ)男女混合の部
1 ナイアガラＡ 04:00:15

2 ブルーツリー 04:06:40

3 ｓｋｙ 04:29:17

第４回団体戦(ハーフ)女性の部
1 ＤＡＳＥＷＡ♀ 04:45:10

2 ナイアガラＤ 05:14:01

3

第４回団体戦（10km の部）男性の部
1 ＲＪＫ★絆 01:41:41

2 新南中ＯＢ 02:02:20

3 ラフラフ２号 02:04:43

第４回団体戦（10km の部）男女混合の部
1 例の唐揚げ定食 2:02:06
2 ほっときー 2:04:29
3 ロータスポンド 2:14:12

第４回団体戦（10km の部）女性の部
1 ＲＪＫ★さくら 02:12:37

2 ビールＬＯＶＥ 02:34:07

3 ＪシスターズＤ 02:59:13

大会記録または大会新記録

大会タイ記録



2014年4月4日

月 日 曜

14 日 第４１回中川短縮マラソン大会 中川堤防 参加選手107名

19 木 第６６回足立区民陸上競技大会プロ編 総合スポーツセンター １０名参加

4 土 第６６回足立区民陸上競技大会 都立舎人公園陸上競技場 小学生28 中学生445 一般220 審判108

12 日 都民大会総合開会式 東京体育館 志貴・根岸両名が参加

13 木 墨東５区陸上競技大会区内の打合わせ会議 足立区役所 足立陸協から10名出席

15 土 第66回都民陸上競技大会 駒沢陸上競技場 男女24名参加男子5位女子6位

16 日 ジュニア強化練習会１・ランニング教室１回目 都立舎人公園陸上競技場 雨天中止

29 土 ジュニア強化練習会２・ランニング教室２回目 都立舎人公園陸上競技場 1日（練習会189名・Ｒ教室63名）スタッフ22名

4 木 墨東５区陸上競技大会代表者会議 足立区役所 足立陸協から8名出席

26 金 墨東５区陸上競技大会選手選考会議 東綾瀬中学 ６名参加

1 木 ジュニア強化練習会３・ランニング教室３回目 帝京科学大学千住グランド
1日（練習会145名・ランニング教室62名）

講師浅井氏スタッフ21名

2 金 ジュニア強化練習会４回目 帝京科学大学千住グランド １日64名参加 スタッフ7名

6 火 ジュニア強化練習会５回目 帝京科学大学千住グランド １日121名参加 スタッフ8名

15 木 ジュニア強化練習会６回目 帝京科学大学千住グランド １日140名参加 スタッフ14名

18 日 墨東５区陸上競技大会 江戸川競技場（当番区足立） 男子２位・女子２位・総合２位

団塊の世代スポーツ講座 学ピア・スポセン・土手など 企画されず中止

1 日 都民生涯スポーツ大会 駒沢陸上競技場 男女１８名参加

21 土 足立区中学夏季陸上大会 都夢の島陸上競技場 足立陸協から２５名協力

26 木 第66回都体予選会・第20回足立ジュニア大会プロ編会議 総合スポーツセンター １０名参加

国体足立開催の剣道・柔道ボランティア協力 総合スポーツセンター １５名が協力

13 土 第６６回都体予選会・第２０回足立ジュニア大会 都立舎人公園陸上競技場 小学生47 中学生536 一般307 審判89

14 祝日 区民大会総合開会式　スポーツカーニバル 総合スポーツセンター KJRを含め1４名参加塩川さん都大会3位入賞者など表彰

20 日 全国タートルマラソン大会 荒川河川敷コース 会員19名の協力（足立FMの準備として参加）

21 月 足立区中学連合陸上大会 都立舎人公園陸上競技場 足立陸協から19名協力

9 土 ジュニア強化練習会７・ランニング教室４回目 都立舎人公園陸上競技場 1日（練習会66名・R教室42名）スタッフ23名

24 日 江東区シーサイドマラソン大会 江東区 会員の協力

12 11 水 墨東５区駅伝競走大会区内打合せ会議 足立区役所 ８名参加

第４回足立フレンドリーマラソン大会準備会等 主に総合スポーツセンタ多くの人たちの協力を受ける

23 祝日 第４回足立フレンドリーマラソン大会 荒川河川敷コース 選手ﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱ等約7800名参加を受け成功りに終了

26 木 ジュニア強化練習会８回目（レペ大会） 都立舎人公園陸上競技場 1日（練習会185名）ｽﾀｯﾌ12名

9 木 墨東５区駅伝競走大会代表者会議 足立区役所 足立陸協から7名出席

18 土 体育協会主催救命救急講習 足立消防署 会員４名参加

23 木 第６３回区民ロードレース・駅伝競走大会プロ編 総合スポーツセンター １０名参加

2 日 第６３回区民ロードレース・駅伝競走大会 荒川河川敷コース
駅伝93ﾁｰﾑ参加・ロード参加者145名ｴﾝﾄﾘｰ

堤防工事のため左岸ｺｰｽで開催

16 日 公園管理課主催舎人競技場改装イベント 都立舎人公園陸上競技場
ｳｫｰｷﾝｸ 教゙室21名ﾗﾝ教室60名会員12名講師

高橋・西田氏　練習会5校

23 日 第７回東京マラソン 東京マラソンコース 多くの会員が選手・審判として参加

審判講習会 各地 多くの会員が参加

2 日 墨東５区駅伝競走大会
足立区江北橋右岸野球場

扇大橋鹿浜橋間コース

男子5チーム・女子3チーム参加（男子1～４

位・女子ＲＪＫさくら6位）

9 日 都民駅伝競走大会 武蔵野の森公園 5位入賞

23 日 第5回足立長距離選手権 都立舎人公園陸上競技場
参加選手小学生105名中学415名高校226名

一般壮年25名審判７０名

30 日 リバーサイドウォーキング 荒川河川敷左岸コース 雨天中止（会員10名が協力予定）

4 4 金 足立区陸上競技会総会 足立区NPO活動支援センター

4

5

6

7

8

9

10

９月29日～10月７日

1

２０１３年度足立区陸上競技協会　事業報告

実施日
事業名 会場 備　　　考

９月初旬～1中旬

11

12

上旬

５月中旬～大会前日

2

3



春季陸上大会 ジュニアランニング教室

都民陸上大会 墨東５区陸上大会

秋季陸上大会 足立駅伝

ウォーク＆ラン教室 長距離選手権



第63回足立区駅伝競走大会上位順位表
荒川河川敷左岸（高砂野球場）

一般男子 高校・学生男子 一般・高校女子 中学男子 中学女子 小学生男子 小学生女子 壮年

1:22:29 1:25:28 1:03:28 0:51:33 0:37:30 0:36:10 0:38:55 1:43:18

1:23:01 1:29:10 1:03:33 0:52:11 0:39:13 0:37:55 0:42:03 1:53:47

1:23:05 1:32:00 1:05:57 0:52:52 0:39:20 0:38:00 0:46:11 1:53:56

1:29:55 1:41:17 1:12:49 0:54:04 0:40:03 0:41:35 0:47:38 1:58:10

1:30:24 1:51:52 1:16:29 0:58:02 0:41:07 0:41:46 0:50:11 2:15:53

1:34:14 1:53:46 1:21:45 0:59:00 0:41:19 0:44:22 2:16:44

完走ﾁｰﾑ数 41／43 6／6 6／6 12／14 9／9 7／8 5／5 7／7

５㎞×５名 ５㎞×５名 ３㎞×５名 ３㎞×５名 ２㎞×５名 ２㎞×５名 ２㎞×５名 ５㎞×５名

〔 区 間 賞 〕

１区 ２区 ３区 ４区 ５区

氏　名 大沼　生 佐藤 弘季 関口 良幸 山門 健太 豊桑　逸

ナンバー 16 11 11 40 16

所　属 ＲＪＫエネル源Ａ スーパー ベルクス スーパー ベルクス 江北ACハイパー ＲＪＫエネル源Ａ

タイム 15'52" 15'21" 16'16" 16'20" 16'10"

１区 ２区 ３区 ４区 ５区

氏　名 冨永　里実 尾池　望 住吉　久代 有山　由紀 石川　由紀乃

ナンバー 57 57 58 58 59

所　属 ＲＪＫさくらＡ ＲＪＫさくらＡ ＲＪＫさくらB ＲＪＫさくらB ＲＪＫさくらC

タイム 11'54" 10'53" 13'46" 12'41" 11'29"

2014,2,2 天候（曇り一時雨）

RC虹　A

ＲＪＫ
エネル源G

ガンバル会
流星組

RC虹　B

ハートフル
ＲＣ -C

東京ドリーム
Ａ

焼き肉
ＫＪＲ

倍返し
ＫＪＲ

ＲＪＫ
サファイア

ハートフル
ＲＣ -B

 一般
男子

 一般
女子

東京ドリーム
Ｂ

KLAXON
競走部A

都立青井
高等学校

足立成和
信用金庫
レディース

足立第九中
サッカー部A

足立第九中
陸上部

ＲＪＫ
マグマ

ＲＪＫ
ウラン

ＲＪＫ
アトム

東京ドリーム
Ａ

第６位

スーパー
ベルクス

足立学園
高等学校

江北AC
ハイパー

都立足立東
高等学校

ＲＪＫ
エネル源Ａ

東綾瀬中学
A

ＲＪＫ
さくらC

ＲＪＫ
ジュニア

足立区立
第十一中学

足立区立
第十四中学

準優勝

第３位

ＲＪＫ
さくらＡ

都立足立
高等学校

優勝

足立区立
第十三中学

 (壮年・学生も含む)

ガンバル会
闘魂組

KLAXO N
競走部girls

足立区立
第十二中学

校

足立区立
第十一中学

ＲＪＫ
さくらB

東綾瀬中学
B

  ＫＪＲ
くまもん

ＲＪＫ
レオ

第５位

Team  Spred
LA

足立第九中
陸上部

足立区立
第十四中学

校

第４位

ＲＪＫ
エネル源B

都立江北高
学校B

都立江北
高学校A



上位独占・第62回墨東５区駅伝！！
３月２日(日)氷雨降る中、荒川河川敷で行われた墨東５区駅伝大会は、男女同時スタートで競技が行わ

れ、男子はスーパーベルクス(足立区)、女子は清新ＪＡＣ(江戸川区)が優勝しました。男子の部は１～４

位を足立区チームが、女子の部は１～３位を江戸川区チームが独占しました。

男女同時スタート 男子優勝・スーパーベルクスチーム（足立区）

荒川河川敷右岸(江北橋右岸野球場)　　　　当番区；足立区 2014,3,2 天候（　雨　）

チーム名

区名

記録

チーム名

区名

記録

チーム名

区名

記録

チーム名

区名

記録

チーム名

区名

記録

チーム名

区名

記録

〔 区 間 賞 〕

１区 ２区 ３区 ４区 ５区

氏　名 加藤貴大 木寺良太 有木達哉 豊桑逸 大沼生

所　属
スーパーベルク

ス

足立区

スーパーベル

クス

足立区

スーパーベル

クス

足立区

ＲＪＫエネル源

足立区

ＲＪＫエネル源

足立区

タイム 15:15 15:13 15:35 16:43 16:08

１区 ２区 ３区 ４区 ５区

氏　名 森田千遼 増山真奈 布施温菜 西愛美 纐纈 久美子

所　属
東金町中学校

葛飾区

東金町中学校

葛飾区

清新ＪＡＣ

江戸川区

清新ＪＡＣ

江戸川区

二之江中学校

江戸川区

タイム 10:37 11:18 10:39 11:18 11:07

男　子　の　部 女　子　の　部

優勝

スーパーベルクス 清新ＪＡＣ

足立区 江戸川区

1：19：35 57：32

準優勝

江北ＡＣ 二之江中学校

足立区 江戸川区

1：23：26 57：56

第３位

ＲＪＫエネル源 西葛西中学校

足立区 江戸川区

1：24：18 58：47

第４位

足立学園高校 東金町中学校

足立区 葛飾区

1：24：33 59：16

第５位

葛飾駅伝部 江東区立亀戸中学校

葛飾区 江東区

1：25：39 59：28

第６位

葛西ランナーズ ＲＪＫさくら

江戸川区 足立区

1：26：44 59：41

女　　子
の　　部

完走ﾁｰﾑ数 　１６／１７　 　１３／１３　

５㎞×５名 ３㎞×５名

男　　子
の　　部



1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位

氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 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 中2 23.87 中島　　凌 中3 24.06 沼尻　優月 中1 24.10 花田シオン 中２ 24.19 加藤　悠大 中3 24.42 峰﨑　　健 中2 24.43

足立第十二中 3.7 立教池袋中 3.7 川口上青木中 4.2 東綾瀬中 3.7 立教池袋中 3.7 立教池袋中 3.7

寺本　希 中２ 2.08.98 吉田　開 中2 2.10.98 花田シオン 中２ 2.11.91 渡邉　　翼 中２ 2.12.31 五十嵐　隆史 中2 2.13.75 朝間　玲羽 中2 2.15.78

川口十二月田中 G R 足立第十中 東綾瀬中 足立第十四中 深川第七中 開成中学

寺本　希 中２ 4.29.28 持立　克己 中2 4.30.35 藤﨑 将匡 中２ 4.36.22 木暮　尊 中２ 4.36.27 吉田　開 中2 4.41.41 香田　真治 中２ 4.42.44

川口十二月田中 松戸常盤平中 足立第一中 のうみそJr. 足立第十中 東綾瀬中

持立　克己 中2 9.35.60 長谷川洸貴 中３ 9.37.53 香田　真治 中２ 9.52.59 桑原　魁人 中2 9.54.60 渡邊　英人 中1 10.10.38 桑田　賢進 中2 10.19.31

松戸常盤平中 ＲＪＫ 東綾瀬中 足立第十二中 立教池袋中 千寿桜堤中

角野 泰太 小３ 3.41.91 三森　友晴 小３ 3.46.04 岩崎　裕太 小３ 3.47.72 深沢　康太 小３ 3.47.93 櫻井 琢士 小３ 3.48.47 青木　柊真 小３ 3.48.73

KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 栗原小学校 草加ジュニア陸上クラブ 草加ジュニア陸上クラブ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 東京ドリーム

山本 旺人 小６ 3.04.89 杉本　翔 小６ 3.07.43 坂田　陸飛 小６ 3.07.60 杉原 悠太 小６ 3.08.72 鍜冶　晃 小５ 3.11.00 杉本　渉 小６ 3.13.90

KJR陸上ｸﾗﾌﾞ G R 草加ジュニア陸上クラブ 草加ジュニア陸上クラブ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 草加ジュニア陸上クラブ

山口　　瞭 中3 5.80 守谷　拳汰 中２ 5.78 中村 唯人 中２ 5.68 長谷川 雄生 中2 5.54 小林　勇太 中２ 5.52 石橋　功基 中2 5.50

立教池袋中 4.2 足立第十四中 2.1 川口十二月田中 2.7 足立第十中 5.3 足立第十一中 4.4 川口上青木中 3.2

石井　明花 中２ 27.54 本野　　恵 中２ 28.37 戸田 有美 中2 28.41 西水 あやな 中２ 28.77 才野　彩夏 中２ 28.96 河合ひかる 中２ 28.97

東綾瀬中 1.3 足立第十四中 1.3 南千住第二中 2.8 六月中学 1.3 足立第十四中 1.3 東綾瀬中 1.3

白樫　典子 中1 2.27.28 田口 綾乃 中２ 2.27.33 田中　真子 中１ 2.30.11 石塚 あかり 中1 2.31.59 金原　茉由 中１ 2.33.13 新矢　瑞希 中1 2.33.62

松戸常盤平中 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 足立第十四中 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 東綾瀬中 足立第十二中

平賀　奏美 中３ 4.50.00 和田　美々里 中３ 4.51.53 白樫　典子 中1 4.58.21 田中　真子 中１ 5.05.67 浅田　遥香 中1 5.07.16 田口 綾乃 中２ 5.10.52

台東区立忍岡中 G R 越谷市立栄進中 松戸常盤平中 足立第十四中 川口西中 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ

水越　麻衣 小２ 3.38.95 保坂　萌 小２ 3.41.28 佐々木　七 小３ 3.48.46 内堀　瑠璃 小２ 3.53.92 木暮まりぽ 小３ 3.54.54 小林　穂花 小２ 3.58.09

草加ジュニア陸上クラブ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 東京ドリーム 草加ジュニア陸上クラブ 東京陸協 草加ジュニア陸上クラブ

長谷川 絢音 小６ 3.10.12 桶谷　南実 小６ 3.10.74 保坂 亜希 小６ 3.17.85 中村　萌 小６ 3.18.07 石塚 ゆかり 小５ 3.20.96 関根　菜帆 小６ 3.25.47

KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 草加ジュニア陸上クラブ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 草加ジュニア陸上クラブ KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 草加ジュニア陸上クラブ

清田　未希 中３ 5m 47 鈴木　莉琴 中2 5m 35 石川　佳乃 中2 4m 79 長島 夏海 中２ 4m 64 久保　千洋 中２ 4m 63 白戸　美亜 中２ 4m 56

東綾瀬中 3.9 川口西中 3.5 川口上青木中 4.7 足立第十四中 2.3 足立第十四中 3.4 足立第十四中 3.0

第 5回　足立長距離選手権陸上競技大会 成績一覧表
2014年3月23日 【中学・小学生】 舎人公園陸上競技場

種目

男

子

中学

２００ｍ

中学

８００ｍ

中学

１５００ｍ

中学

３０００ｍ

小学低

学年

１０００ｍ

小学高

学年

１０００ｍ

中学

走幅跳

女

子

中学

２００ｍ

中学

８００ｍ

中学

１５００ｍ

中学

３０００ｍ

小学低

学年

１０００ｍ

中学

走幅跳

小学高

学年

１０００ｍ

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位

氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 記録 氏名 学年/年齢 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

瀧渕　貴弘 高２ 22.10 大野　裕貴 高１ 22.17 加藤　遼 高2 22.63 矢作勇介 高２ 22.87 西山　優 高２ 22.99 竹内　祥生 高２ 23.09

立教池袋高校 5.4 立教池袋高校 5.4 修徳高校 5.4 市立川口高校 5.4 市立川口高校 5.5 立教池袋高校 5.4

永井　聡 高2 2.00.78 渡邉　優樹 21 2.04.10 関　裕太 23 2.04.62 太田　瑞樹 高1 2.05.23 佐藤遼太郎 高２ 2.08.08 保科　慶伍 高1 2.08.71

国府台高校 GR 関東学園大学 文教大学 高島高校 大東大一高校 国府台高校

古田　覚 高2 4.13.22 山田　陽平 高2 4.17.68 山上　洋祐 21 4.18.08 安井 信之 42 4.18.47 岡野広純 高２ 4.22.01 高橋　翼 高1 4.22.45

都立文京高校 G R 都立文京高校 文教大学 内田治療院ＡＣ 足立学園高等学校 高島高校

佐々木海 高１ 16.11.73 野口巧 高１ 16.14.51 藤石　悠佑 23 16.15.36 高野 智義 高２ 16.24.03 京極和史 高２ 16.25.34 本橋　佳樹 高１ 16.28.28

大東大一高校 大東大一高校 文教大学 上野高校 市立川口高校 立教池袋高校

中村 広美 63 15.56.93

R．コウヨウ

小森　翔 22 7.23(G R ) 大塚将孝 高２ 6.29 飯島　篤史 31 6.19 大沼　光 高1 6.15 柿原　大輝 高2 6.03 伊東　昴一郎 高2 5.99

スーパーベルクス 1.7 市立川口高校 3.7 国府台高校教員 2.7 高島高校 3.1 紅葉川高校 4.3 国府台高校 2.9

名嶋　彩 高2 26.56 細野　舞香 高2 26.94 高橋ひなの 高１ 26.97 岡村朱夏 高１ 27.21 荻本　乃絵 高1 28.04 加藤　遼 高2 28.10

国府台高校 4.4 紅葉川高校 4.4 飛鳥高校 4.4 市立川口高校 4.4 国府台高校 4.4 修徳高校 4.4

木村　理美 高2 2.34.50 柳　瑠見 高１ 2.49.34 松本　葵 高２ 3.02.24

修徳高校 GR 飛鳥高校 飛鳥高校

佐藤みな実 高１ 4.37.12 山口いずみ 高１ 4.48.61 原田歩実 高2 4.49.07 石原知華 高2 4.53.50 鈴木　彩華 高2 5.01.77 竹本奈菜加 高１ 5.05.70

順天高等学校 G R 順天高等学校 順天高等学校 順天高等学校 都立文京高校 市立川口高校

安田彩香 高２ 18.37.14 松本まや 高３ 18.42.04 長南茉咲 高２ 19.07.13

市立川口高校 市立川口高校 市立川口高校

島田 秀子 55 15.56.93

G R

関　彩花 高2 4m 59 渡邉 みく 高１ 4m 51 相樂杏香 高１ 4m 42 日野　彩音 高1 4m 23

国府台高校 3.1 上野高校 3.1 市立川口高校 3.5 国府台高校 1.0

種目

男

子

女

子

一般

１５００ｍ

一般

５０００ｍ

壮年Ｃ

３０００ｍ

一般

８００ｍ

一般

８００ｍ

一般

１５００ｍ

一般

走幅跳

一般

５０００ｍ

壮年

３０００ｍ

一般

２００ｍ

一般

走幅跳

第 5回　足立長距離選手権陸上競技大会 成績一覧表
2014年3月23日 【一般・壮年】 舎人公園陸上競技場

一般

２００ｍ


