
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”68 小林 廉太朗 10”81 髙坂　明斗 10”83 飯塚　雄大 10”94 天野　規朝 10”94 小野原 優 11”09

江戸川 3.8 葛飾 3.8 江戸川 3.8 江東 3.8 江東 3.8 足立 3.8

飯塚　雄大 22”21 浅倉　卓斗 22”48 小林　大樹 22”54 寺田 隆浩 22”56 畑中　昭平 22”87 長島　和範 22”97

江東 2.3 葛飾 2.3 江戸川 2.3 足立 2.3 江戸川 2.3 江東 2.3

中島　修斗 49”97 大石　竜也 50”78 岡村　希一 52”03 藤生　健 53”55 石川　明人 54”02

葛飾 江東 江東 墨田 江戸川

田口　裕之 1’56”92 南　秀　麿 1’59”40 金井　政之 2’00”16 豊桑　逸 2’00”66 篠森　洋祐 2’01”88 小久保 勇輝 2’02”19

江戸川 江東 江東 足立 江戸川 足立

蓑和 廣太朗 4’02”40 吉田　泰樹 4’05”53 中里　綾介 4’08”04 田口　裕之 4’12”05 一条  拓也 4’21”37 戸澤　佳祐 4’21”76

墨田 江戸川 江東 江戸川 足立 墨田

水戸 周平 15’38”52 大沼　生 16’08”67 河野　陽一 16’12”17 伊藤　拓也 16’28”09 戸澤　佳祐 16’37”89 大熊　啓史 16’49”90

足立 足立 江東 江戸川 墨田 江東

村瀬　大輔 11”22 小西　泰聖 11”40 毛塚　悠伸 11”49 稲川　　聖 11”61 町井　翼斗 11”67 佐々木 桜輝 11”74

足立 1.5 葛飾 1.5 墨田 1.5 墨田 1.5 江戸川 1.5 足立 1.5

小野 鼓太郎 2’03”48 五百井 多葵人 2’03”56 伊藤　翔流 2’04”08 白勢　拓巳 2’04”25 黒田　翼 2’07”72 渡辺　亮太 2’08”33

葛飾 墨田 江東 足立 葛飾 江戸川

牛島　賴希 9’09”71 安部　柚作 9’25”70 中村 光太郎 9’30”38 緒方　微　　 9’33”37 伊藤　優 9’36”94 佐野　樹 9’37”94

足立 墨田 足立 江戸川 葛飾 江東

堀越　厚司 17’01”16 市東　勝 17’29”02 斎藤 康洋 17’39”32 横田 浩二郎 17’41”27 山中 啓司 17’52”53 林　憲吾 18’09”50

江戸川 江戸川 足立 墨田 足立 足立

原 貴志 18’11”25 湯川　清克 18’14”59 島田　稔 18’18”35 青木　鉄男 18’55”76 青柳　智 19’59”05 小林 幸一 20’02”45

足立 江東 江戸川 江東 墨田 足立

足立区 葛飾区 江東区 江戸川区 墨田区

石川　一輝 西村　陸 岩崎　航大 成田 稜都 福島　大雅

佐々木 桜輝 大塚　翔馬 森田　嵐 高橋　康太 稲川　　聖

国田　優心 布施　大地 大内　春芽 三島　涼太 村上　直弥

村瀬　大輔 小西　泰聖 高橋   陸 町井　翼斗 毛塚　悠伸

江戸川区 葛飾区 江東区 足立区 墨田区

小林　大樹 尾久　弘晃 長島　和範 戸田 颯人 杉原　大樹

畑中　昭平 浅倉　卓斗 飯塚　雄大 渡邉　翔 江森　司

横尾　龍一 小林 廉太朗 大石　竜也 生駒　彗 高橋　真鉱

髙坂　明斗 後藤　出帆 天野　規朝 小島 匡人 藤生　健

遠藤  航 01ｍ96 坂本　和也 01ｍ93 間宮　祐輔 01ｍ93 吉田 兼太郎 01ｍ90 長張　修也 01ｍ75 薊　優介 01ｍ70

江戸川 江東 江戸川 江東 葛飾 足立

小川　匡周 06ｍ87 宮下  峻 06ｍ67 小島  佑樹 06ｍ53 阿部 健人 06ｍ41 松永 優也 06ｍ32 中島　杜磨 06ｍ15

江東 1.7 江戸川 1.9 江戸川 1.3 足立 2.1 足立 2.6 葛飾 2.1

稲川　　聖 06ｍ18 尾崎　航 06ｍ03 大串　健人 06ｍ00 西村　陸 05ｍ92 本郷 翔大 05ｍ77 毛利 亜令二 05ｍ75

墨田 0.9 足立 0.0 江東 3.1 葛飾 0.0 足立 0.7 江戸川 2.7

幸田　和記 15ｍ43 佐藤　一桐 13ｍ11 鈴木　基之 12ｍ01 船越 龍馬 11ｍ18 山田 龍聖 11ｍ15 松川　祐樹 10ｍ59

江東 江東 葛飾 足立 足立 江戸川

吉田 実結 12”59 國井 咲子 12”74 野口 裕香里 12”81 亀山　美空 13”15 武井　優夏 13”17 玉居子 あやの 13”70

足立 0.5 足立 0.5 江東 0.5 江戸川 0.5 江東 0.5 江戸川 0.5

野口 裕香里 26”17 山森 菜々子 26”78 秋葉　璃奈 26”82 大高 奈津美 28”17 銭谷 めぐみ 28”65 丸山　彩乃 28”83

江東 2.5 江戸川 2.5 江戸川 2.5 葛飾 2.5 江東 2.5 葛飾 2.5

山﨑　真輝 1’01”46 水野　未来 1’05”55 黒石ケリー知花 1’06”70 小西　沙季 1’08”15 工藤　笑琉 1’08”34 竹原　花織 1’10”69

江東 江東 足立 江戸川 足立 江戸川

高橋　美帆 2’21”69 保坂 亜希 2’25”84 三輪 南菜子 2’26”45 松尾　咲子 2’28”72 久留　千乃 2’30”58 石塚 ゆかり 2’30”77

江東 足立 江戸川 江東 江戸川 葛飾

篠原　杏子 10’28”78 高橋　夏希 10’36”43 三輪 南菜子 10’40”59 羽賀 絵莉香 10’46”43 金原　莉央 11’06”89 小嶋　美晴 11’07”21

江東 江戸川 江戸川 江東 足立 葛飾

鈴木　一葉 12”35 滝田 静海 12”74 菅原　由莉 12”89 武藤　歌音 12”97 椎名　瞳　 13”01 高橋 ひびき 13”29

江東 2.7 足立 2.7 江戸川 2.7 葛飾 2.7 江戸川 2.7 葛飾 2.7

橋本　伊代 26”53 福島　花梨 27”13 武藤　歌音 27”18 鈴木　恵愛 27”41 柏谷 亜衣乃 27”50 高橋　志歩 27”95

墨田 3.3 江東 3.3 葛飾 3.3 江戸川 3.3 江東 3.3 墨田 3.3

杉田 久瑠美 2’22”43 長谷川 絢音 2’23”05 石塚 あかり 2’23”07 金原 茉由 2’27”24 五日市 莉歩 2’27”89 田中　優奈 2’28”55

葛飾 足立 葛飾 足立 江東 江東

江戸川区 足立区 墨田区 江東区 葛飾区

秦　菜未 滝田 静海 白神　玲美 丸山　涼 山形  直

石橋　南実 石堂 木乃葉 松岡　邑奈 柏谷 亜衣乃 高橋 ひびき

椎名　瞳　 鈴木 百香 永関　杏南 田中　みか 増山　真奈

菅原　由莉 大和田 泉 橋本　伊代 福島　花梨 武藤　歌音

足立区 江戸川区 江東区 葛飾区 墨田区

清田 未希 玉居子 あやの 西田　晴香 管野　実咲 田中　里奈

國井 咲子 山森 菜々子 武井　優夏 大高 奈津美 小林 なつき

吉田 実結 秋葉　璃奈 銭谷 めぐみ 丸山　彩乃 田中　春花

前浦 希香 亀山　美空 野口 裕香里 若林　佑衣 岩上　怜奈

渡部 しずか 01ｍ62 楠　芽衣 01ｍ59 堀切　真依 01ｍ56 谷田貝 亜美 01ｍ45 本間　利佳 01ｍ45 君塚　早 01ｍ40

江東 江東 足立 3位同順位 江戸川 3位同順位 江戸川 葛飾

清田 未希 05ｍ27 今村　彩 05ｍ10 國分　春菜 05ｍ09 ｱｺｳｱ 奈菜 04ｍ95 小栗　七海 04ｍ67 箕輪　憩 04ｍ38

足立 2.9 足立 1.5 江東 1.2 江戸川 2.3 江東 1.2 葛飾 1.1

金田 悠里 05ｍ06 大和田 泉 04ｍ80 高橋 ひびき 04ｍ77 山﨑　もも 04ｍ59 深川　祐奈 04ｍ52 森　和香 04ｍ44

足立 0.2 足立 1.3 葛飾 1.9 江戸川 2.3 江東 2.0 江東 -0.5 

田島　鈴貴 10ｍ45 白石　颯希 10ｍ25 大矢 佳奈 08ｍ65 宇田 ひかる 08ｍ61 田中　夢乃 08ｍ20 芝原　杏季 08ｍ08

墨田 江東 足立 江戸川 江東 葛飾

天候 曇り 気温 29度

風向 東南東 湿度 64%

風速 1.8m

一般
走高跳び

一般
４×１００ｍ
R

49”45

審判長　：　　　浅倉　光夫　　　　(印)

総務　：　　　浅倉　光夫　　　　　　(印) 記録主任　：　　染谷　実　　　　　(印)

一般
砲丸投げ

中学
走幅跳び
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女
子
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１００ｍ
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R

中学
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一般
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R
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