
開催日 2018/8/25 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 江東区陸協 [0] 競技会名 第２１回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [18130721] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一

競技場名 江東区夢の島競技場 ｺｰﾄﾞ  [132070] 記録主任：  児玉　聡

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小低男子  8/25  1組 +2.1  1 川崎  奏空(3)     8.76  2 佐藤圭太(2)     9.24  3 白木  紹太郎(2)    10.62  4 松村  優也(1)    16.31

ｸﾚﾝｻAC ScriptAC SRC SRC
 5 白木  響志郎(1)  1:11.76

SRC
 2組 +1.8  1 関口  春輔(3)     8.55  2 齊藤  凌士(2)     9.17  3 大川  樂翔(3)     9.18  4 中川  海吏(3)     9.22

ｴﾑｽﾞ81 ｸﾚﾝｻAC 江東JAC ｴﾑｽﾞ81
 5 丹田  敦貴(2)     9.81  6 入江  隼士(2)    11.90

二宮 SRC
 3組 +0.9  1 井上  丈偉(3)     7.97  2 中野  新太(3)     8.04  3 大神田  唯人(3)     8.57  4 内田  悠斗(3)     8.59

ｸﾚﾝｻAC いだてん いだてん ｴﾑｽﾞ81
 5 ﾇﾜｴﾒ  ｼﾞｮｼｭｱ(1)     8.93  6 伊藤  明斗(2)     8.98

A.F.T.C. 扇橋
小高男子  8/25  1組 +2.6  1 畠山  允弥(6)    14.22  2 小林  智哉(5)    14.57  3 ﾇﾜｴﾒ  ｺﾞｯﾄﾞﾌﾘｰ(4)    15.43  4 山家  涼太(4)    16.94

いだてんA いだてん A.F.T.C. いだてん
 5 吉川  瑠一(5)    17.04 中村  幸太郎(6) 欠場 上田  惺(4) 欠場

SRC ｱｽﾘｰﾄ塾 ｸﾗﾌﾞUT
 2組 +4.1  1 丹田  祐貴(6)    13.70  2 大神田  秀人(6)    14.12  3 柏﨑  渉(5)    16.40  4 古川  達也(4)    17.72

二宮 いだてん いだてんA 江東JAC
 5 ﾛｽ  ｱｼﾞｬｰﾆ仁朗(4)    18.49 塩原  隆斗(6) 欠場

A.F.T.C. ｴﾑｽﾞ81
 3組 +0.3  1 豊島  悠真(6)    14.87  2 小川  大馳(4)    15.78  3 水澤  勇仁(5)    16.98  4 佐藤  斡太(4)    17.66

いだてん 和良比 SRC ｸﾚﾝｻAC
 5 森  龍之介(4)    19.50 田川  勇志郎(5) 欠場

SRC 東山
 4組 +10.8  1 佐藤  羽(5)    14.57  2 手島敬汰(5)    14.60  3 藤原  啓寛(4)    15.52  4 落合  夢悟(4)    17.17

SRC ScriptAC 港AC ｴﾑｽﾞ81A
 5 阿部  雄大(5)    17.18  6 鎌田  泰輔(4)    17.70

ｴﾑｽﾞ81 SRC
1年男子  8/25  1組 +4.0  1 大森  克巳(1)    12.45  2 小林  季弥(1)    12.74  3 岸本慶士郎(1)    12.95  4 金子  唯輝(1)    13.78

足立十四 多摩落合 田無一 第三亀戸
 5 久保田  優弥(1)    14.68  6 石塚  陸(1)    15.54 新田颯大(1) 欠場 安達  弘起(1) 欠場

大泉学園 駒沢 篠崎二 深川第三
 2組 +4.1  1 鈴木  歩庵(1)    12.96  2 大木  康生(1)    13.07  3 小暮  友貴(1)    13.14  4 菊地  爽和(1)    13.80

東大附 石川台 亀戸 小岩二
 5 池田  創(1)    15.38  6 南明  勇斗(1)    16.58 髙島 太朗(1) 欠場 有田  涼也(1) 欠場

深川五 開進四 深川第一 深川五
 3組 +4.4  1 町野 豪紀(1)    12.72  2 大河  楓(1)    13.67  3 金子桐斗(1)    13.93  4 渡辺  快(1)    15.52

深川第一 亀戸 町田山崎 深川第三
王    宝楽(1) 欠場 佐藤由晃(1) 欠場 國武  大喜(1) 欠場 瀧  柚介(1) 欠場

足立十四 篠崎二 小岩二 深川四
 4組 +2.6  1 安部陽翔(1)    13.05  2 吉山  旺佑(1)    13.65  3 前原 湊斗(1)    14.00  4 村上  優世(1)    14.34

篠崎二 大島西 大泉 深川第三
 5 吉田駿甫(1)    14.84  6 小峰  詩苑(1)    14.88  7 岩谷兼杜(1)    15.05 笠松  翔太(1) 欠場

町田山崎 深川八 篠崎二 大島西
 5組 +3.1  1 川野  岳流(1)    13.50  2 岩瀬  亮太(1)    14.31  3 加藤  雄也(1)    15.42  4 渡部  陽向(1)    16.11

高島第二 小岩二 小岩二 大島西
 5 酒井  涼(1)    17.46 石原  涼介(1) 欠場 織田  海人(1) 欠場 鈴木将矢(1) 欠場

SRC 緑野 深川八 篠崎二
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 6組 +4.1  1 髙橋  理央(1)    12.49  2 萩原  大知(1)    13.40  3 片山  空乃助(1)    13.84  4 笹原  隆太郎(1)    14.44
亀戸 駒沢 大泉学園 練馬

 5 吉武  優史(1)    15.12  6 伊藤  夢人(1)    16.12 小島圭倫(1) 欠場 西澤  佑太(1) 欠場
駒沢 深川八 篠崎二 大島西

 7組 +5.0  1 林    郁斗(1)    12.82  2 萩原  亮太(1)    13.12  3 川本  凌生(1)    14.11  4 佐藤 圭(1)    14.59
足立十四 浅草 松濤中 大泉

 5 松苗真宏(1)    14.75  6 河城  英之介(1)    15.06  7 山本  真滉(1)    15.15 髙橋  ｺｳｼﾞ(1) 欠場
篠崎二 大島西 深川二 深川五

 8組 +4.0  1 尾下 禾一(1)    12.72  2 秋本 響(1)    12.95  3 遠藤  瑞樹(1)    13.00  4 八木沢  朱雀(1)    14.31
深川第一 大泉 足立十四 小岩二

 5 金野  瑠海(1)    14.38  6 千葉 玲旺(1)    14.50  7 佐藤  清丸(1)    15.12  8 松本  貢輝(1)    15.48
大島西 深川第一 小岩二 深川第三

 9組 +1.8  1 稲﨑  拓己(1)    12.93  2 新 大輝(1)    13.55  3 福島翼(1)    13.98  4 日野  颯太(1)    14.13
深川二 貫井 篠崎二 大泉学園

 5 清水  啓太(1)    14.66  6 一瀬  航太(1)    14.94  7 金沢  真人(1)    15.75
高島第二 大泉学園 足立十四

10組 +2.9  1 青松  凌里(1)    13.17  2 日高  悠斗(1)    13.52  3 河盛晃久(1)    13.68  4 中丸  朝登(1)    13.83
東大附 足立十四 町田山崎 高島第二

 5 大森  慶次郎(1)    14.85  6 満留  岳政(1)    15.26 中村  一斗(1) 欠場
光が丘三 東大附 西早稲田

11組 +3.9  1 五十嵐  丈(1)    13.02  2 松尾    空(1)    13.20  3 田中 道大(1)    14.55  4 古畑有人(1)    15.02
大島 緑野 大泉 東綾瀬

 5 有川  昇志(1)    15.17  6 石井  飛鳥(1)    15.39 宮嶋  真也(1) 欠場
大泉学園 西早稲田 深川六

12組 +3.3  1 成田    倭(1)    13.50  2 畠山  陽靖(1)    13.58  3 山口  大地(1)    13.61  4 天岳  隼斗(1)    14.07
亀戸 春江 足立十四 伊興

 5 多田  宗介(1)    14.79  6 大坪葵羽(1)    15.70 竹内  正鳳(1) 欠場 山方  心翔(1) 欠場
田無一 篠崎二 緑野 大島西

13組 +4.9  1 小島龍也(1)    13.22  2 中澤  優(1)    13.30  3 知久  瑛真(1)    13.77  4 牧島  玲生(1)    13.97
町田山崎 駒沢 深川第三 田無一

 5 江口陽太(1)    14.04  6 吉岡  樹(1)    14.46  7 樋浦 彰吾(1)    14.76  8 平沼 幸之助(1)    14.95
篠崎二 深川四 深川第一 深川第一

14組 +1.3  1 平中  暖樹(1)    13.09  2 金澤  侑生(1)    14.03  3 廣田  京士朗(1)    14.37  4 菅野  秀明(1)    15.55
足立十一 中瀬 高島第二 光が丘三

 5 平野  慎人(1)    15.70  6 内田  蓮(1)    15.81 間弓  琉太(1) 欠場 白河  颯太朗(1) 欠場
南が丘 大島西 深川第三 大島西

15組 +2.2  1 八巻  健真(1)    12.92  2 竹内  優気(1)    12.96  3 中村    嶺(1)    13.18  4 田中  歩(1)    13.19
王子桜 中瀬 亀戸 光が丘三

 5 金森  愛斗(1)    14.17  6 石川  巧朗(1)    15.19  7 髙??  吾聡(1)    15.92 花輪  大和(1) 欠場
高島第二 大島西 南が丘 光が丘三

16組 +1.1  1 武藏  大地(1)    12.13  2 山下  桂汰(1)    12.97  3 鎌田  羽琉(1)    13.09  4 松嶋  来成(1)    14.58
南が丘 大泉学園 中瀬 深川八

 5 菊池  晃誠(1)    14.60  6 田村  諒恭(1)    14.71  7 三浦  湊(1)    15.26 赤峰    済(1) 欠場
桐ｹ丘 大島西 小岩二 深川八

17組 +2.6  1 菊地大和(1)    12.57  2 小田 遼太郎(1)    12.85  3 松永  悠希(1)    13.26  4 星野  史弥(1)    13.81
篠崎二 大泉 大泉西 深川第三

 5 藤原世名(1)    13.85  6 松尾  健寿(1)    14.60  7 亀田  拓海(1)    14.80 遠藤  翔樹(1) 欠場
篠崎二 大泉学園 深川五 足立十四
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18組 +3.6  1 関澤  情(1)    13.37  2 中嶋航己(1)    14.00  3 冨野  武(1)    14.39  4 吉田  周平(1)    14.77
東大附 東綾瀬 大島西 小岩二

 5 竹内  凪(1)    15.11  6 高岩  海月(1)    15.34  7 山口  葵徠斗(1)    15.75 鈴村  瑞生(1) 欠場
光が丘三 大泉学園 深川五 深川第三

19組 +4.5  1 青山    禄(1)    12.77  2 瀬谷  駿疾(1)    13.16  3 秋葉  飛人(1)    13.53  4 二村  英知(1)    13.85
田無一 足立十四 王子桜 深川第三

 5 湊寿門(1)    14.34  6 守谷  春之助(1)    14.67  7 藤沼 友希(1)    14.94 鈴木  結多(1) 欠場
篠崎二 瑞雲 大泉 大島西

1年男子  8/25  1組 +1.2  1 坂上  未羽似(1)    16.49  2 吉田  滉太郎(1)    16.51  3 千葉 玲旺(1)    18.81  4 日野  颯太(1)    19.29
多摩落合 多摩落合 深川第一A 大泉学園A

 5 湊寿門(1)    19.95  6 松尾    空(1)    20.12 勝山  竜之輔(1) 欠場 河盛晃久(1) 欠場
篠崎二A 緑野A 多摩落合 町田山崎B

 2組 +2.6  1 内田  悠翼(1)    16.83  2 髙橋  理央(1)    16.86  3 小暮  友貴(1)    18.95  4 坂本 翼(1)    19.69
多摩落合 亀戸A 亀戸A 貫井

 5 金子桐斗(1)    20.86  6 竹内  正鳳(1)    22.32 小島龍也(1) 欠場 川瀬 貫太(1) 欠場
町田山崎B 緑野A 町田山崎B 深川第一

 3組 +1.3  1 遠藤  瑞樹(1)    16.11  2 大森  克巳(1)    16.47  3 林    郁斗(1)    16.71  4 山下  桂汰(1)    17.10
足立十四A 足立十四A 足立十四A 大泉学園A

 5 青松  凌里(1)    17.85  6 小林  季弥(1)    19.55  7 安部陽翔(1)    19.92  8 中嶋航己(1)    28.46
東大附 多摩落合A 篠崎二A 東綾瀬A

2年男子  8/25  1組 +4.5  1 柚木  翔瑛(2)    12.45  2 髙嶋  遼(2)    12.52  3 清水  尽(2)    12.59  4 前田  瑚太郎(2)    12.67
篠崎二 篠崎二 第二砂町 深川第三

 5 海宝 康壮(2)    12.96  6 山根 幹太(2)    13.32  7 加藤  颯佑寧(2)    13.35
亀戸 貫井 東大附

 2組 +2.5  1 山本  翔太(2)    11.91  2 佐々木恭太郎(2)    12.29  3 宮崎  瑛之介(2)    12.98  4 大塚  悠翔(2)    14.32
第二砂町 亀戸 駒沢 大島西

 5 江里口  要(2)    15.00 安納 隆一郎(2) 欠場 会田  淳(2) 欠場
開進四 貫井 足立十一

 3組 +4.3  1 堂端 晴琉(2)    12.01  2 竹林  龍之介(2)    12.57  3 國井   創太(2)    13.32  4 栗原  優太(2)    13.41
亀戸 大島西 深川第三 篠崎二

 5 戸上  聡(2)    13.72 鈴木  脩太郎(2) 欠場 福川  理音(2) 欠場
駒沢 石川台 大島西

 4組 +3.6  1 辻  陽平(2)    11.94  2 伊藤良晟(2)    12.58  3 荒川  奏空(2)    12.92  4 大河原 望(2)    13.26
東久留米中央 町田山崎 足立十四 貫井

 5 白石  千翔(2)    13.48  6 木村  璃空(2)    14.17 岩沢  奏楽(2) 欠場
足立十一 大泉学園 開進四

 5組 +3.9  1 齋藤  大勢(2)    12.25  2 渡辺  倖弘(2)    12.33  3 稲見  啓太(2)    12.72  4 瀬戸口  貫太(2)    12.89
東大附 田無一 深川八 足立十一

 5 半田  伊吹(2)    13.68  6 梅原  海人(2)    14.58 平野  皓大(2) 欠場
瑞雲 足立十四 駒沢

 6組 +3.7  1 島原  拓大(2)    12.05  2 齋藤  快斗(2)    12.48  3 金子  幹裕(2)    13.06  4 髙橋  龍生(2)    13.19
深川五 足立十一 南が丘A 篠崎二

 5 小暮 悠人(2)    13.54  6 上遠野  暖和(2)    13.82 鷹野  宏太(2) 欠場 大野  颯空(2) 欠場
亀戸 第三亀戸 多摩落合 篠崎二

 7組 +4.0  1 大門  龍平(2)    12.24  2 鈴木      成(2)    12.35  3 水島  惇統(2)    12.65  4 佐藤  宏明(2)    12.95
南が丘A 深川第三 第二砂町 中瀬

 5 河上  昌弥(2)    13.12  6 中島  大斗(2)    13.13  7 川淵  康生(2)    13.48 笹川  稜央(2) 欠場
大島 緑野 深川第三 小岩二
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開催日 2018/8/25 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 江東区陸協 [0] 競技会名 第２１回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [18130721] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一

競技場名 江東区夢の島競技場 ｺｰﾄﾞ  [132070] 記録主任：  児玉　聡

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 8組 +3.0  1 成田 航輝(2)    12.47  2 金子  亮介(2)    12.53  3 土肥  晃太朗(2)    12.61  4 安藤  守利(2)    13.16
貫井 中瀬 第二砂町 深川五

 5 髙橋  大樹(2)    13.58  6 平木  皓元(2)    13.66  7 草薙  雄之介(2)    15.46 篠倉  広一(2) 欠場
多摩和田 ｴﾑｽﾞ81 篠崎二 桐ｹ丘

 9組 +3.3  1 萩原  海王(2)    12.31  2 久保田  穂高(2)    12.73  3 折笠太治(2)    12.96  4 大場  爽煌(2)    13.55
大泉学園 伊興 東綾瀬 西早稲田

 5 松井  良徳(2)    13.57 佐藤  遥(2) 欠場 馬場貫太朗(2) 欠場 野村  祐星(2) 欠場
多摩和田 桐ｹ丘 緑野 深川二

10組 +2.3  1 矢治  多紀音(2)    12.19  2 矢内  陸琥(2)    12.33  3 白山  夏輝(2)    12.53  4 渡辺  拓弥(2)    13.24
大泉西 瑞雲 第二砂町 多摩和田

 5 吉田  光佑(2)    13.29  6 篠田  航輝(2)    13.45  7 田鹿  聖也(2)    13.53 瀬畑  瑛喜(2) 欠場
東久留米中央 中瀬 練馬 足立十四

11組 +2.7  1 栗木  優輔(2)    12.31  2 佐藤誠大(2)    13.04  3 伊藤  礼(2)    13.04  4 石川   蓮大(2)    13.22
石川台 町田山崎 足立十一 深川第三

 5 相樂  空(2)    13.42  6 川嶋  聖成(2)    13.78  7 戸舘  慧陽(2)    13.84  8 神田  優杏(2)    14.16
大泉西 緑野 練馬 小岩二

12組 +1.8  1 山田龍馬(2)    12.54  2 小口  悠太(2)    12.57  3 中村  浩(1)    12.78  4 発知  春杜(2)    12.82
町田山崎 緑野 光が丘三 港AC

 5 永井  裕之(2)    12.86  6 岩本  尚樹(2)    13.07  7 吉岡  康太郎(2)    13.64  8 一戸  宇太郎(2)    14.92
大泉学園 西早稲田 篠崎二 開進四

13組 +2.4  1 中本 太一(2)    11.66  2 﨑山  遥斗(2)    12.49  3 上野  賢人(2)    12.69  4 髙橋  ﾘｮｳｼﾞ(2)    12.73
亀戸 亀戸 足立十一 深川五

 5 川島  那王(2)    12.87  6 池田  怜(2)    13.15  7 辰川    源(2)    13.59  8 保谷  廉(2)    13.84
大泉学園 東久留米中央 足立十四 田無一

14組 +3.5  1 井田  凪海(2)    11.77  2 ｻﾑﾘﾝ ｼｪｲﾚﾝｺｱ(2)    12.50  3 佐々木  相人(2)    12.73  4 須藤  康太(2)    12.98
松濤中 大泉 練馬 田無一

 5 渡辺  海葵(2)    12.99  6 窪田  優希(2)    13.39 阿部  亮介(2) 欠場 牛山  瑛介(2) 欠場
田無一 足立十一 開進四 松濤中

15組 +3.2  1 黒柳虎之助(2)    12.04  2 肥田  祐紀(2)    12.28  3 石澤 翔梨(2)    12.72  4 酒井  剛(2)    12.83
町田山崎 瑞雲 大泉 高島第二

 5 中鉢  雄河(2)    13.01  6 鈴木  舞流(2)    13.12  7 島田  亜輝(2)    13.51  8 細田  航志(2)    13.62
第二砂町 足立十一 足立十一 西早稲田

16組 +4.1  1 德丸  泰介(2)    12.52  2 向井  颯汰(2)    13.03  3 吉田  志道(2)    13.16  4 古屋  愛斗(2)    13.80
第二砂町 篠崎二 浅草 多摩落合

 5 佐藤  蔵弥(2)    14.37  6 有賀  悠翼(2)    14.65 高橋  秀幸(2) 欠場 中代  陸斗(2) 欠場
桐ｹ丘 小岩二 深川四 多摩和田

3年男子  8/25  1組 +2.7  1 田中  優輝(3)    11.92  2 木村  颯太(3)    12.32  3 後藤 太陽(3)    12.42  4 戸井  海智(3)    12.43
王子桜 石川台 深川第一 多摩和田

 5 堀切聡馬(3)    12.44  6 山口  浩林(3)    12.78  7 中野  瞳馬(3)    13.02
東綾瀬 大島西 浅草

 2組 +2.4  1 御前  柊音(3)    12.36  2 清水寛太(3)    13.01  3 西口  直輝(3)    13.46  4 桑原 蒼大(3)    14.27
深川二 町田山崎 深川五 亀戸

松田 晴音(3) 欠場 坂本  麻音(3) 欠場 長沼ｼﾞｮｴﾙ  雪弘(3) 欠場
亀戸 大島西 光が丘三

 3組 +3.5  1 毛塚  亘亮(3)    11.86  2 芦田  虎太郎(3)    12.36  3 川角 浩斗(3)    12.43  4 小島  翔弥(3)    12.54
多摩和田 深川五 亀戸 多摩落合

 5 永井  翔馬(3)    13.10  6 星 倫太朗(3)    13.41  7 橋本  歩(3)    13.51  8 平手   奏空(3)    14.12
緑野 亀戸 大島西 深川第三
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開催日 2018/8/25 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 江東区陸協 [0] 競技会名 第２１回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [18130721] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一

競技場名 江東区夢の島競技場 ｺｰﾄﾞ  [132070] 記録主任：  児玉　聡

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
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順
位

順
位

順
位

 4組 +3.1  1 八木   壮太(3)    11.77  2 野村  龍騎(3)    12.17  3 倉橋  真斗(3)    12.54  4 倉渕    海(3)    12.59
深川第三 中瀬 小岩二 深川八

青木 日向(3) 欠場 岩井佑太郎(3) 欠場 宮本  樹(3) 欠場 加藤  和葉(3) 欠場
大泉 亀戸 大島西 亀戸

 5組 +2.2  1 松本  琉依(3)    11.61  2 三城      暁(3)    11.65  3 伊藤  慎ﾉ介(3)    11.82  4 中林  隆太(3)    11.97
第三亀戸 深川第三 足立十一 多摩和田

 5 毛塚  圭亮(3)    11.98  6 福永  大雅(3)    12.25  7 小形  優珠(3)    13.17 北村  豊土(3) 欠場
多摩和田 第二砂町 多摩落合 東大附

 6組 +4.7  1 新津  隆景(3)    12.19  2 廣濱 晃輔(3)    12.30  3 檜山  智孝(3)    12.72  4 山田倖輝(3)    12.74
伊興 亀戸 東大附 町田山崎

 5 野﨑 壱太(3)    12.98  6 岩瀬  奏太(3)    13.25 伊藤  孝将(3) 欠場 大谷 直輝(3)
亀戸 深川六 王子桜 大泉

 7組 +1.3  1 鈴木  響(3)    11.69  2 松嶋  海成(3)    11.75  3 加藤  良明(3)    12.21  4 松戸  琉哉(3)    12.28
開進四 深川八 東京陸協 深川五

 5 河津晶斗(3)    12.38  6 保科  源(3)    12.84  7 箕輪  壮一郎(3)    13.21  8 松浦  来知(3)    13.32
篠崎二 石川台 第二砂町 小岩二

 8組 +4.5  1 吉川 凌央(3)    11.64  2 長谷川  優人(3)    11.66  3 坂下翔悟(3)    12.37  4 吉川諒(3)    12.71
大泉 第二砂町 町田山崎 東綾瀬

 5 山﨑  雄斗(3)    13.91 ｶﾜｼﾞｬ  ｻﾘﾑ(3) 欠場 谷嶋   飛來(3) 欠場 柳澤  太一(3) 欠場
大島西 開進四 深川第一 石川台

3年男子  8/25 +1.8  1 鈴木 希海(3)    15.72  2 小堀  翔太(3)    16.43  3 新津  隆景(3)    16.83  4 三城      暁(3)    16.97
大泉 葛美 伊興 深川第三A

 5 青山  璃男ﾓｰﾘｽ(3)    17.68  6 戸井  海智(3)    18.13 鈴木  響(3) 欠場 長沼ｼﾞｮｴﾙ  雪弘(3) 欠場
浅草 多摩和田A 開進四A 光が丘三

共通男子  8/25  1組 +0.4  1 矢治  多紀音(2)    24.93  2 平川  功人(2)    25.73  3 清水  尽(2)    26.34  4 檜山  智孝(3)    26.35
大泉西 田無一 第二砂町A 東大附

 5 齋藤  快斗(2)    26.60  6 中丸  朝登(1)    29.36 ｶﾜｼﾞｬ  ｻﾘﾑ(3) 棄権
足立十一A 高島第二A 開進四A

 2組 +0.7  1 長谷川  優人(3)    24.34  2 水島  惇統(2)    26.10  3 夏目 航希(2)    27.85  4 栗原  優太(2)    27.92
第二砂町A 第二砂町A 大泉 篠崎二A

一瀬  航太(1) 欠場 笹川  稜央(2) 欠場 川嶋  聖成(2) 欠場
大泉学園A 小岩二 緑野A

 3組 +2.3  1 兵藤  航流(3)    23.86  2 松嶋  海成(3)    24.39  3 武藏  大地(1)    25.19  4 野村  龍騎(3)    25.43
小岩二 深川八 南が丘A 中瀬A

北村  豊土(3) 欠場 堀    嵩瑞(2) 欠場 平野  皓大(2) 欠場
東大附 深川五 駒沢A

 4組 -0.1  1 菊地大和(1)    26.54  2 尾下 禾一(1)    27.10  3 佐々木  康介(2)    28.34 瀬畑  瑛喜(2) 欠場
篠崎二A 深川第一A 王子桜 足立十四A

渡辺  拓弥(2) 欠場 山方  心翔(1) 欠場 鈴木 希海(3) 欠場
多摩和田A 大島西C 大泉A

 5組 +1.0  1 大門  龍平(2)    25.03  2 根本  颯大(2)    28.25  3 江口陽太(1)    29.11 福川  理音(2) 欠場
南が丘A 高島第二 篠崎二B 大島西B

片桐  桜一朗(2) 欠場 山本  翔太(2) 欠場 大場  爽煌(2) 欠場
桐ｹ丘 第二砂町A 西早稲田

 6組 +0.8  1 吉川 凌央(3)    24.58  2 川島  那王(2)    26.67  3 土肥  晃太朗(2)    26.94  4 岩本  尚樹(2)    27.63
大泉A 大泉学園A 第二砂町A 西早稲田

 5 天岳  隼斗(1)    29.70 小泉  惺(1) 失格 小口  悠太(2) 欠場
伊興 大泉学園 緑野A
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 7組 +1.0  1 岩井佑太郎(3)    23.10  2 佐藤  宏明(2)    26.40  3 松浦  来知(3)    26.97  4 久保田  穂高(2)    26.98
亀戸A 中瀬B 小岩二A 伊興

 5 滝波    倫(2)    28.04  6 長谷川  滉(1)    28.70  7 平手   奏空(3)    28.97 福本  建人(2) 欠場
中瀬 光が丘三 深川第三 深川六

 8組 +2.2  1 佐々木恭太郎(2)    25.60  2 後藤 太陽(3)    26.26  3 町野 豪紀(1)    26.67  4 石井  勝斗(2)    27.30
亀戸A 深川第一A 深川第一A 浅草

 5 吉田  志道(2)    27.62  6 平沼 幸之助(1)    32.11 間弓  琉太(1) 欠場 横山  貴裕(3) 欠場
浅草 深川第一 深川第三A 深川第三

 9組 +1.3  1 甲賀  可成(3)    24.60  2 玉泉  烈(3)    25.09  3 金子  亮介(2)    26.28  4 吉田  光佑(2)    27.71
深川八 大島西 中瀬B 東久留米中央A

 5 片山  空乃助(1)    29.53  6 有川  昇志(1)    32.41 石原  涼介(1) 欠場 宮崎  瑛之介(2) 欠場
大泉学園A 大泉学園A 緑野A 駒沢A

共通男子  8/25  1組  1 川上恭(3)    54.58  2 高江洲  真司(2)    56.29  3 辻  陽平(2)    56.58  4 西村  冴太郎(3)    57.34
町田山崎 桐ｹ丘 東久留米中央A 第三亀戸

 5 河上  士友羽(3)    58.26  6 折笠太治(2)  1:03.27 横山  貴裕(3) 欠場
深川二 東綾瀬A 深川第三A

 2組  1 芦田  虎太郎(3)    57.71  2 市川  晴大(3)    58.13  3 岩沢  奏楽(2)    58.38  4 吉岡  風人(3)    59.57
深川五A 第二砂町 開進四B 第三亀戸

 5 中島  大斗(2)  1:00.87  6 稲見  啓太(2)  1:01.44  7 福本  建人(2)  1:01.67  8 川淵  康生(2)  1:02.51
緑野A 深川八 深川六 深川第三

 3組  1 田中  優輝(3)    54.61  2 阪      昭龍(2)    56.77  3 松浦  貴勝(3)  1:00.85  4 西口  直輝(3)  1:02.28
王子桜 深川第三A 小岩二 深川五A

 5 近藤天季(3)  1:03.70 伊藤  孝将(3) 欠場 井上  天祐(3) 欠場 岩谷晃貴(3) 欠場
篠崎二A 王子桜 慶應 篠崎二

共通男子  8/25  1組  1 髙木  陽(2)  2:09.55  2 田波  翼(3)  2:10.36  3 川角 浩斗(3)  2:11.13  4 遠藤  楽士(2)  2:16.57
大泉西 小岩二A 亀戸A 南が丘A

 5 大橋  由弥(3)  2:17.22  6 中野  瞳馬(3)  2:18.18  7 鷹野     駿(3)  2:21.11  8 西村  冴太郎(3)  2:22.13
多摩落合 浅草 深川第三 第三亀戸

 9 夏目 航希(2)  2:23.60 10 山本  翔太(3)  2:24.98 11 工藤　冠太(3)  2:26.32 12 柳澤  太一(3)  2:26.76
大泉 深川六 王子桜 石川台A

13 松本   勇太(3)  2:27.68 14 塚本  尊(2)  2:31.02 15 徳永  北斗(3)  2:34.96 16 伊藤    駿平(2)  2:35.35
深川第三 南が丘A 多摩和田 深川第三

17 牛山  恵希(3)  2:37.66 18 市村  太陽(3)  2:39.19 19 蓮見  優太(2)  2:40.36 水尾  豊(1) 欠場
中瀬 足立十一 ｴﾑｽﾞ81 大泉学園

宇野   柊也(2) 欠場 鶴橋  克政(3) 欠場
深川第一 深川五

 2組  1 伊野  佑輝(3)  2:09.26  2 小俣  翔三朗(2)  2:18.80  3 川上恭(3)  2:19.12  4 竹澤  巧真(3)  2:20.16
多摩和田 深川第三 町田山崎 小岩二

 5 吉岡  風人(3)  2:21.26  6 松浦  貴勝(3)  2:22.63  7 齋藤  新太(3)  2:23.31  8 毛利  颯人(3)  2:26.03
第三亀戸 小岩二A 深川第三 第三亀戸

 9 郡司   聖也(2)  2:26.04 10 吉川  凱斗(3)  2:27.24 11 鶴谷  勇人(3)  2:28.91 12 高瀬 陸羽(2)  2:33.83
深川第三 深川五 深川第三 大泉

13 青木  太洋(3)  2:37.42 14 長谷川  隼(1)  2:41.21 15 木村  颯太(3)  2:42.65 16 小林  巧弥(1)  2:48.77
小岩二A 伊興 石川台A 深川二

17 小杉  匠人(2)  2:51.60 18 田村  諒恭(1)  3:07.45 19 中川内 駿介(3)  3:28.68 倉渕    海(3) 欠場
深川二 大島西C 亀戸 深川八

藤吉 航平(3) 欠場
大泉

４００ｍ４００ｍ４００ｍ
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開催日 2018/8/25 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 江東区陸協 [0] 競技会名 第２１回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [18130721] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一

競技場名 江東区夢の島競技場 ｺｰﾄﾞ  [132070] 記録主任：  児玉　聡

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 3組  1 梅木 勇歩(3)  2:09.56  2 若代  大樹(2)  2:19.33  3 佐々木  航大(2)  2:21.79  4 橋本 陽向(3)  2:23.13
亀戸A 小岩二 第二砂町 大泉

 5 池森正志(3)  2:25.01  6 寺澤 海翔(3)  2:25.77  7 大谷  彩斗(3)  2:25.86  8 山下   尚真(2)  2:29.05
篠崎二A 大泉 深川第三 深川第三

 9 廣濱 晃輔(3)  2:32.82 10 安納 潤之佑(1)  2:35.78 11 木内幸太郎(2)  2:36.26 12 菊地  近義(2)  2:40.09
亀戸A 貫井 中瀬 伊興

13 山本  瑠夏(1)  2:41.77 14 吉野  駿太朗(1)  2:52.10 鈴木     瑠(3) 欠場 横川  敬介(3) 欠場
深川二 駒沢 深川第三 深川第一A

岩川晃太(3) 欠場 矢羽田  健人(2) 欠場 岩谷晃貴(3) 欠場 小宮  智秀(1) 欠場
東綾瀬A 多摩和田A 篠崎二A 大島西

内山  遼太郎(1) 欠場 田淵  哲浩(3) 欠場
開進四A 深川八

共通男子  8/25  1組  1 伊藤  大和(2)  4:33.00  2 髙梨  瑞葵(2)  4:36.26  3 佐藤  息吹(3)  4:43.85  4 小俣  翔三朗(2)  4:50.92
第二砂町 足立十一 西早稲田 深川第三

 5 早川  陸斗(2)  4:59.21  6 金田  麗人(3)  4:59.93  7 高橋  柊(1)  5:00.03  8 青木  太洋(3)  5:01.60
篠崎二 足立十一 足立十一 小岩二

 9 松本   勇太(3)  5:02.91 10 清水寛太(3)  5:22.93 11 二村  英知(1)  5:23.10 12 斉藤  幸兵(2)  5:25.30
深川第三 町田山崎 深川第三 十条富士見

13 菊地  近義(2)  5:31.43 14 吉武  優史(1)  5:54.75 15 池田  成里(1)  6:12.63 湊  綾寅(2) 欠場
伊興 駒沢 南が丘 篠崎二

國武  大喜(1) 欠場 蓮見  優太(2) 欠場 宇野   柊也(2) 欠場 小宮  智秀(1) 欠場
小岩二 ｴﾑｽﾞ81 深川第一 大島西

鈴村  瑞生(1) 欠場
深川第三

 2組  1 井谷  壮太(3)  4:47.46  2 若代  大樹(2)  4:49.78  3 会田  航平(3)  4:52.66  4 鶴谷  勇人(3)  4:54.54
足立十一 小岩二 足立十一 深川第三

 5 岩谷  龍(3)  5:01.39  6 郡司   聖也(2)  5:02.79  7 後藤  颯太(2)  5:09.20  8 松尾  健寿(1)  5:12.40
石川台 深川第三 光が丘三 大泉学園

 9 梅原  海人(2)  5:13.44 10 伊藤    駿平(2)  5:15.92 11 村上  優世(1)  5:19.53 12 吉田  周平(1)  5:20.95
足立十四A 深川第三 深川第三 小岩二A

13 藤光  太一(2)  5:22.52 14 有賀  悠翼(2)  5:23.65 15 金野  瑠海(1)  5:39.60 16 藤田  隼輝(1)  5:43.09
瑞雲 小岩二 大島西 王子桜

17 大森  慶次郎(1)  5:43.61 18 平塚  良雅(2)  5:52.94 19 小倉  洸希(1)  6:59.82 笠松  翔太(1) 欠場
光が丘三B 西早稲田 SRC 大島西

矢野  優光(1) 欠場
田無一

 3組  1 牟田  幸正(3)  4:42.34  2 木村  優斗(2)  4:44.15  3 佐藤  新大(3)  4:44.88  4 鈴木  虎伯(2)  4:55.55
桐ｹ丘 高島第二 深川五 十条富士見

 5 古田  丈耀(1)  5:04.97  6 高瀬 陸羽(2)  5:07.55  7 山下   尚真(2)  5:13.42  8 寺内  大翔(2)  5:14.21
足立十一 大泉 深川第三 桐ｹ丘

 9 久保田  優弥(1)  5:22.73 10 油井  晴翔(1)  5:34.55 11 鈴木  凌祐(2)  5:35.34 12 池田  洸希(2)  5:36.45
大泉学園A 深川五 桐ｹ丘 第二砂町

13 渡辺  快(1)  5:38.52 14 梶原  大雅(2)  5:39.12 15 小泉  惺(1)  5:41.95 16 緒方  隆晴(1)  5:50.32
深川第三 東大附 大泉学園 南が丘

17 武藤  伊吹(2)  6:01.01 18 渡部  陽向(1)  6:04.36 荒井  克仁(3) 欠場 藤田  暉都(1) 欠場
光が丘三 大島西 石川台 田無一

西澤  佑太(1) 欠場
大島西
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開催日 2018/8/25 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 江東区陸協 [0] 競技会名 第２１回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [18130721] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一

競技場名 江東区夢の島競技場 ｺｰﾄﾞ  [132070] 記録主任：  児玉　聡

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 4組  1 竹澤  巧真(3)  4:40.15  2 大橋  由弥(3)  4:45.09  3 池森正志(3)  4:48.27  4 熊川  耕平(2)  4:48.62
小岩二 多摩落合 篠崎二 篠崎二

 5 得平  歩武(1)  4:48.71  6 久保  遥斗(1)  4:49.95  7 齋藤  新太(3)  4:50.92  8 齋藤    瞭(1)  4:58.46
足立十一 西新宿 深川第三 中瀬

 9 永井  翔馬(3)  5:01.58 10 大谷  彩斗(3)  5:04.22 11 金子 颯馬(2)  5:12.80 12 鈴木  涼介(3)  5:18.55
緑野A 深川第三 亀戸 多摩和田

13 飯田  翼(1)  5:19.59 14 桑原 蒼大(3)  5:19.76 15 長谷川  隼(1)  5:22.42 16 舟窪 凌徠(1)  5:56.12
桐ｹ丘 亀戸 伊興 深川第一

17 金沢  真人(1)  5:57.55 麻島  守生(2) 欠場 保科  源(3) 欠場 山内  虎次郎(1) 欠場
足立十四B 光が丘三 石川台A 足立十一

岩川晃太(3) 欠場
東綾瀬

 5組  1 田中  広海(2)  4:40.49  2 浦出  虎之介(2)  4:40.94  3 遠藤  楽士(2)  4:45.99  4 佐々木  航大(2)  4:57.70
大島西 東久留米中央 南が丘 第二砂町

 5 関澤  情(1)  5:00.09  6 矢羽田  健人(2)  5:00.32  7 齋藤  玄樹(1)  5:14.40  8 高岩  海月(1)  5:19.16
東大附 多摩和田 瑞雲 大泉学園

 9 成田    倭(1)  5:25.32 10 松本  貢輝(1)  5:29.11 11 千葉  琥月(1)  5:30.01 12 石川  明渡(2)  5:33.23
亀戸A 深川第三 練馬 多摩和田

13 笹原  隆太郎(1)  5:38.69 14 竹内  凪(1)  5:48.99 15 木嶋  雄太(1)  5:55.90 横川  敬介(3) 欠場
練馬 光が丘三 深川五 深川第一

佐藤  海(3) 欠場 安納 潤之佑(1) 欠場 北島  一貴(3) 欠場 紺野  ﾘｭｳ(2) 欠場
多摩落合 貫井 足立十一 深川五

伊藤  卓斗(2) 欠場
深川四

 6組  1 田路  凌大(2)  4:35.06  2 鷹野     駿(3)  4:52.79  3 原  力也(2)  4:53.36  4 有働  快人(2)  4:53.95
十条富士見 深川第三 浅草 十条富士見

 5 毛利  颯人(3)  5:06.48  6 田波  翼(3)  5:08.84  7 藤田  桜輝(3)  5:11.11  8 鈴木  恒太朗(3)  5:13.27
第三亀戸 小岩二 王子桜 多摩落合

 9 一戸  宇太郎(2)  5:13.82 10 八木沢  朱雀(1)  5:17.47 11 犬童  翔万(2)  5:20.54 12 山崎  開地(1)  5:21.35
開進四B 小岩二A 深川八 第二砂町

13 天毛  流(1)  5:23.31 14 志茂  透侍(2)  5:24.16 15 田中  耀太(2)  5:27.99 16 吉田駿甫(1)  5:37.75
松濤中 瑞雲 大泉学園 町田山崎B

17 吉野  駿太朗(1)  5:38.21 18 平野  慎人(1)  5:42.22 19 吉野  由優(2)  6:14.37 20 小牧  悠人(2)  6:22.85
駒沢 南が丘 深川五 SRC

21 川端  悠生(2)  7:01.47
大泉学園

 7組  1 梅木 勇歩(3)  4:33.90  2 館岡  由優(3)  4:44.11  3 西村  亘(2)  4:47.26  4 長滝  陸空斗(2)  4:47.89
亀戸 中瀬 西新宿 十条富士見

 5 坂牧  亮太朗(1)  5:01.04  6 鈴木  舞流(2)  5:05.72  7 小暮  泰我(2)  5:07.48  8 近藤天季(3)  5:08.89
深川二 足立十一A 十条富士見 篠崎二

 9 塚本  尊(2)  5:12.68 10 瀧口  直人(1)  5:31.43 11 吉田  陸人(1)  5:34.71 12 小林  一真(2)  5:42.69
南が丘 桐ｹ丘 深川五 光が丘三

13 金澤  侑生(1)  5:49.05 14 名嘉  憂雅(2)  6:13.93 15 中川内 駿介(3)  7:15.65 小島圭倫(1) 欠場
中瀬C 西早稲田 亀戸 篠崎二A

馬場貫太朗(2) 欠場 國分  陽生(1) 欠場 内山  遼太郎(1) 欠場 神田  優杏(2) 欠場
緑野A 多摩和田 開進四 小岩二

鈴木     瑠(3) 欠場
深川第三



開催日 2018/8/25 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 江東区陸協 [0] 競技会名 第２１回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [18130721] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一
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共通男子  8/25  1組 +1.7  1 堂端 晴琉(2)    16.09  2 髙橋  大樹(2)    19.52  3 河合  於季(2)    19.98  4 大藤  俊介(3)    20.20
亀戸A 多摩和田A 第二砂町 大島西

阪      昭龍(2) 欠場 阿部 智宏(3) 欠場 山田倖輝(3) 欠場
深川第三 深川第一 町田山崎

 2組 +1.6  1 大谷  優斗(2)    15.83  2 中本 太一(2)    16.08  3 伊藤良晟(2)    17.39  4 佐藤誠大(2)    17.86
多摩落合 亀戸A 町田山崎A 町田山崎A

 5 辰川    源(2)    18.22  6 松田 晴音(3)    18.28  7 田中  陽都(2)    18.47  8 竹川  幸政(2)    19.07
足立十四A 亀戸A 第二砂町 第二砂町

 3組 +2.0  1 松本  琉依(3)    17.09  2 海宝 康壮(2)    19.25  3 髙橋  龍生(2)    20.17  4 岡田  一真(2)    21.05
第三亀戸 亀戸A 篠崎二A 浅草

 5 小暮 悠人(2)    21.23  6 岩瀬  奏太(3)    21.34  7 向井  颯汰(2)    21.47 市川 太陽(3) 欠場
亀戸A 深川六 篠崎二A 深川第一

一般高校男子  8/25  1組 +4.3  1 豊増  丈平    11.37  2 篠宮  健吾(1)    11.42  3 福原  康太(1)    11.78  4 三浦  祐介    12.12
WAVETC 慶應 城東 東京陸協

 5 福田  晴斗(1)    12.66  6 飯塚  創(1)    12.70  7 花野井  竣    12.88
城東 慶應 中央工

 2組 +2.0  1 松本  雄二郞    11.73  2 高山  修一    11.79  3 鬼塚  海世    12.11  4 八巻  遼    12.54
STAC 昌平AC 十条SC 天馬RC

 5 水上  良舞(1)    12.99  6 田口  良平    13.84  7 田村  直幸(3)    16.70
慶應 SRC SRC

 3組 +2.3  1 横尾  龍一    11.16  2 榮  大輔(2)    11.99  3 早川  行友    12.30  4 室  大芽(1)    13.08
いだてん 城東 昌平AC 慶應

中村  佑樹 欠場 原子  慶太 欠場 佐藤  圭司 欠場
WAVETC WAVETC WAVETC

 4組 +1.4  1 上田  裕貴    11.61  2 石川  周男(1)    11.91  3 山本  陽一    11.94  4 飯浜  佳吾(1)    12.23
ｼﾞﾗｿｰﾚ 城東 WAVETC 城東

 5 長谷川  浩    12.44  6 竹内  優太(1)    13.13 中村  健 欠場
TEAMHAL 慶應 ACKITA

 5組 +1.8  1 佐藤  裕一(2)    11.66  2 田中  夏樹    11.76  3 鈴木  翔也(2)    11.96  4 佐藤  智彦(1)    12.69
杉並 i-Link 城東 城東

 5 田原  康拓    13.00  6 吉澤  穂    15.37 林正顕 欠場 上田  啓(3) 欠場
ﾃｨｶﾞAC SRC 東京陸協 慶應

 6組 +2.3  1 香月  勇人    11.36  2 岩岡  祥平(3)    11.41  3 伊東  俊晃    11.52  4 山口  稜平    11.59
ﾃｨｶﾞAC 慶應 i-Link ﾃｨｶﾞAC

 5 矢田  恵大    11.61  6 増田  祐希(1)    11.93  7 小田島  渡    13.42 小滝  将太 欠場
東京陸協 慶應 中央工 WAVETC

 7組 +4.6  1 田中  潤    11.16  2 佐竹  俊哉    11.61  3 小林  一揮(1)    11.62  4 浅田  悠登    12.24
東京陸協 i-Link 慶應 中央工

 5 千葉  晋作(1)    12.27  6 笠原  浩樹    12.31  7 長塚  立樹    12.95 多川  知希 欠場
城東 SRC SRC ACKITA

 8組 +2.5  1 中村  光成    11.31  2 一瀬和哉    11.51  3 石井 一輝    11.54  4 殖栗  稔    11.62
ﾃｨｶﾞAC 越谷陸協 ﾐｳﾗSC 東京陸協

 5 横関  啓布    11.93  6 金子  大翔(1)    12.14  7 伊藤  優之介(1)    12.18  8 豊島  広大(1)    12.27
内田治療院 城東 慶應 慶應

 9組 +1.1  1 吉川  翔    11.01  2 増田  光一    11.83  3 古賀  功亮    11.85  4 服部  峻生    11.96
ﾃｨｶﾞAC i-Link TEAMHAL ﾃｨｶﾞAC

 5 耿  澤宇    12.44  6 楢原  潤一郎(1)    12.46  7 末崎  佑晟(1)    12.71 小島  孝嗣 欠場
中央工 慶應 ACKITA 東京陸協
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10組 +1.0  1 宮本  義久    11.35  2 毛利  ｼﾌﾞﾗｰｽﾞ(1)    11.37  3 本間成彬    11.60  4 吉村  直人(1)    12.10
TEAMHAL 城東 Sakura 慶應

 5 田部井文也    12.43  6 秋元  空道    12.92 植村  祐太 欠場 鈴木  翔大 欠場
東京陸協 ｱｽﾘｰﾄ塾 WAVETC A.F.T.C.

一般高校男子  8/25  1組 +1.5  1 岩岡  祥平(3)    23.59  2 畠山  未来    23.82  3 松本  雄二郞    23.89  4 笠原  浩樹    25.14
慶應 了徳寺学園 STAC SRC

 5 長塚  立樹    27.45  6 田村  直幸(3)    33.79 鬼塚  海世 欠場
SRC SRC 十条SC

 2組 +1.0  1 小滝  将太    22.80  2 島田  悠    24.37  3 早川  行友    25.22 高山  修一 欠場
WAVETC SRC 昌平AC 昌平AC

増田  祐希(1) 欠場 小田島  渡 欠場 植村  祐太 欠場
慶應 中央工A WAVETC

 3組 +1.1  1 中村  佑樹    23.25  2 佐藤  圭司    23.47  3 古賀  功亮    23.81  4 佐藤  裕一(2)    23.99
WAVETC WAVETC TEAMHAL 杉並

 5 耿  澤宇    25.11  6 藤代  竜徳(1)    25.37 八巻  遼 欠場
中央工A 都墨田工 天馬RC

 4組 +1.3  1 田中  潤    23.24  2 宮本  義久    23.65  3 山口  稜平    23.82  4 渡辺  譲二    23.90
東京陸協 TEAMHAL ﾃｨｶﾞACA SRC

 5 遠藤  龍和(2)    24.23 林正顕 欠場 香月  勇人 欠場 長谷川  浩 欠場
城東 東京陸協 ﾃｨｶﾞACA TEAMHAL

一般高校男子  8/25  1 有馬  優仁  2:00.76  2 岩谷  陽生(2)  2:03.95  3 田中  悠太(1)  2:07.96  4 多賀  長門  2:13.64
世田谷区陸協 城東 城東 SRC

 5 日髙  諒太(2)  2:20.64  6 森坂  匠(1)  2:30.02  7 伴  拓音(1)  2:31.58  8 窪川潤  2:39.91
城東 城東 杉並 LR東成

一般高校男子  8/25  1 有馬  優仁  4:16.26  2 谷口  南月(2)  4:17.65  3 高山  純也  4:42.65  4 山谷  樹(2)  4:51.86
世田谷区陸協 東大附 了徳寺学園 都墨田工

 5 牧野  駿斗(2)  5:24.50  6 小林  宗右(3)  6:52.69 田中  翔大(1) 欠場 安井 覚弘 欠場
杉並 SRC 城東 東京陸協

関  隼也(2) 欠場 舘岡  大樹(2) 欠場
都墨田工 都墨田工

一般高校男子  8/25  1 葛西  直樹(2) 17:18.12  2 坂本  拓己 17:28.38  3 大場  凛太郎(2) 18:11.87  4 佐藤  健 19:08.68
慶應 SRC 慶應 SRC

 5 後藤  真志 20:21.65  6 松井  拓海(2) 20:34.76  7 高井  駿瑠(2) 20:58.46 磯部  芳泰 途中棄権
東京陸協 慶應 慶應 ﾌｼﾞｸﾗ

菊池  優希哉(1) 欠場 志村  翔太 欠場 安井 覚弘 欠場
都墨田工 桐ｹ丘 東京陸協
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開催日 2018/8/25 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 江東区陸協 [0] 競技会名 第２１回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [18130721] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一
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小低女子  8/25  1組 +4.4  1 東海林  このは(2)     8.65  2 渡部  恵利花(2)     8.87  3 鍋島愛依(2)     9.17  4 早田美輝(2)     9.49

SRC 江東JAC ScriptAC ScriptAC
 5 宮腰  息吹(2)     9.55  6 小川  凜乃(2)     9.65  7 鎌田  真緒(3)    41.86

ｴﾑｽﾞ81 和良比 SRC
 2組 +1.3  1 関  奈ﾀ莉(2)     9.09  2 加来  綾菜(3)     9.22  3 結城  花(2)     9.24  4 若林  紗衣(3)     9.29

A.F.T.C. ｴﾑｽﾞ81 いだてん ｴﾑｽﾞ81
 5 星  みちる(2)     9.36  6 宮下  真佳(1)    10.97

いだてん ｸﾚﾝｻAC
 3組 +0.7  1 勇  智咲璃(3)     8.94  2 宮腰  芽吹(2)     9.32  3 松村  美優妃(3)    10.34  4 阿内  愛奈(3)    10.44

ﾃｨｶﾞAC ｴﾑｽﾞ81 扇橋 ｸﾚﾝｻAC
 5 上田  咲彩(1)    10.67  6 中川  汐莉(1)    11.48

ｸﾗﾌﾞUT ｴﾑｽﾞ81
小高女子  8/25  1組 +1.7  1 阿部  ひかり(6)    15.27  2 森嶋  悠乃(5)    15.65  3 結城  心羽(5)    15.91  4 久保田  乃愛(6)    16.58

ｴﾑｽﾞ81 ｱｽﾘｰﾄ塾 いだてん ｱｽﾘｰﾄ塾
 5 児玉  和佳(4)    16.79  6 鈴木  もか(4)    17.74  7 落合  優奈(6)    18.07

江東JAC ｴﾑｽﾞ81A ｴﾑｽﾞ81B
 2組 +10.2  1 久保木  花佳(6)    15.25  2 ｶﾞｰﾄﾞﾅ  ﾚｲﾁｪﾙ  麻由(5)    15.42  3 管野  さくら(5)    16.30  4 三木  杏夏(5)    16.64

ｸﾚﾝｻAC いだてんA いだてん ｱｽﾘｰﾄ塾
 5 蓮見  真優(4)    18.02  6 岩田  柚花(4)    18.36  7 岩田  玲花(4)    18.47 中垣  恵(6) 欠場

ｴﾑｽﾞ81 ｱｽﾘｰﾄ塾 ｱｽﾘｰﾄ塾 江東JAC
 3組 -0.5  1 ﾇﾜｴﾒ  ｸﾞﾚｰｽ(6)    13.98  2 ﾛｽ  瑚花ｱﾃﾞｨｱ(6)    14.11  3 若林  紗世(6)    14.53  4 原田  莉々文(6)    15.01

A.F.T.C. A.F.T.C. ｴﾑｽﾞ81A A.F.T.C.
 5 阿久津  心葉(5)    16.56  6 畠山  美依奈(6)    16.78 酒井  陽香(5) 欠場 坂庭  美桜(4) 欠場

いだてん いだてん SRC ｴﾑｽﾞ81A
1年女子  8/25  1組 +1.9  1 箕輪  千暖(1)    15.06  2 木村  光凛(1)    15.67  3 小山  千歩(1)    15.71  4 鈴木  杏咲美(1)    15.94

深川四 緑野 瑞雲 東大附
 5 山本  愛子(1)    16.10  6 賀川  萌桃(1)    16.13 木部  美結(1) 欠場

亀戸 駒沢 南が丘
 2組 +1.7  1 渡辺  千倖(1)    14.34  2 大棟  茉莉亜(1)    14.99  3 吉野  友菜(1)    15.14  4 長島史佳(1)    15.29

深川第三 第二砂町 緑野 町田山崎
 5 田中  里穏(1)    15.37  6 長水  千奈(1)    15.52  7 水澤  奈音(1)    17.51 (伴走)

深川二 南が丘 SRC SRC
 3組 +4.2  1 安達  咲希(1)    14.01  2 東海林  真央(1)    14.95  3 加藤  桃香(1)    14.99  4 廣田  あゆみ(1)    14.99

光が丘三 多摩落合 光が丘三 浅草
 5 花城  慈杏菜(1)    15.03  6 徳田  凜花(1)    15.10  7 杉山愛果(1)    15.41  8 井上  未梨(1)    15.96

駒沢 桐ｹ丘 町田山崎 中瀬
 4組 +3.5  1 福冨  美羽(1)    14.25  2 中島  あんな(1)    14.42  3 萩原里美(1)    14.68  4 花又  心愛(1)    14.68

中瀬 瑞雲 東綾瀬 足立十四
 5 古川  衣華(1)    15.34  6 篠田優花(1)    15.40  7 藤井  杏(1)    15.78  8 春岡那波(1)    16.43

小岩二 町田山崎 第二砂町 篠崎二
 5組 +1.8  1 西沢  優(1)    14.39  2 高見  心海(1)    14.48  3 村山美優(1)    14.57  4 西村  夢姫(1)    14.64

深川第三 西新宿 町田山崎 光が丘三
 5 忠内  美那(1)    15.53 入ｹ町  莉子(1) 欠場 小川  華央(1) 欠場 徳田  利菜(1) 欠場

大泉学園 開進四 松濤中 深川二
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 6組 +1.8  1 長友  晴(1)    14.75  2 渡辺  葵(1)    14.98  3 佐藤  史絵菜(1)    15.05  4 廣瀬  光(1)    15.14
深川第三 小岩二 東大附 多摩落合

 5 小寺 伽奈(1)    15.33  6 内野  千聖(1)    15.66  7 畠中  花(1)    15.88  8 松井  夕波(1)    16.15
大泉 駒沢 南が丘 大泉西

 7組 +2.0  1 田沼  今日子(1)    13.70  2 藤井  幸乃(1)    14.51  3 本田  優佳(1)    14.77  4 胡桃沢  美妃(1)    14.97
駒沢 第二砂町 深川第三 瑞雲

 5 平塚千幸(1)    15.28  6 荻山  詩菜(1)    16.00  7 山本仁結奈(1)    16.39 小田  菜々海(1) 欠場
町田山崎 滝野川紅葉 篠崎二 多摩和田

 8組 +0.7  1 大峰  ｲﾈｽ  そら(1)    14.53  2 辻    七海(1)    14.85  3 若林  菜名子(1)    15.28  4 松田  望愛(1)    15.31
東大附 深川八 第二砂町 多摩落合

 5 中島  結菜(1)    15.97  6 植木  ﾏﾉｱ(1)    16.22 石山  満理奈(1) 欠場 ｱﾌﾞﾕｱﾝ  ｱﾚｱ(1) 欠場
緑野 大泉西 桐ｹ丘 亀戸

 9組 +3.5  1 村上  夢空(1)    13.20  2 柿崎  菜々美(1)    14.20  3 関口  真緒(1)    14.26  4 河野 史歩(1)    15.03
小岩二 深川四 光が丘三 貫井

 5 櫛引  映那(1)    15.04  6 古田  礼奈(1)    15.71  7 小笠原  美樹(1)    17.70 常盤実乃梨(1) 欠場
滝野川紅葉 中瀬 多摩落合 東綾瀬

10組 +3.6  1 星野  苺花(1)    14.12  2 伊勢千春(1)    14.41  3 加藤  望実(1)    14.54  4 原田  結菜(1)    14.77
伊興 町田山崎 亀戸 深川第三

 5 会田  結(1)    14.85  6 中井  咲貴(1)    15.02  7 石川 知穂(1)    15.56  8 市毛  遥(1)    15.98
小岩二 深川二 大泉 緑野

11組 +5.8  1 中村  柚稀(1)    14.13  2 松田  歩凜(1)    14.62  3 富田  楓花(1)    14.72  4 木村  遥香(1)    15.13
深川第三 第二砂町 多摩落合 深川五

 5 有門 里彩(1)    15.56 松下  千洋(1) 欠場 髙野  晶帆(1) 欠場 金城琴音(1)
大泉 緑野 伊興 篠崎二

12組 +2.3  1 深澤  紗瑛(1)    14.96  2 谷岡  英美奈(1)    15.07  3 若山  寧々(1)    15.11  4 杉山  莉央(1)    15.13
開進四 深川五 第二砂町 足立十四

 5 田口美稀(1)    15.28  6 中村  日優莉(1)    15.32  7 髙林  里乃(1)    15.74  8 邨中  紅巴(1)    16.72
篠崎二 深川二 大島 小岩二

13組 +3.5  1 三上  ｱﾐﾅ(1)    12.97  2 小松 優花(1)    14.45  3 木田  輝(1)    14.46  4 本橋 こころ(1)    14.72
深川第三 貫井 光が丘三 大泉

 5 耕野  瑠杏(1)    15.07  6 大野  蘭(1)    15.60  7 渡邉  琉衣(1)    15.94  8 長谷川  寧帆(1)    16.13
中瀬 小岩二 西新宿 王子桜

14組 +2.5  1 門石  更紗(1)    13.96  2 野口唯歌(1)    14.34  3 植竹  美友(1)    15.02  4 大沢  柚杏(1)    15.45
駒沢 篠崎二 深川二 南が丘

 5 西原  陽菜美(1)    15.51  6 坂本    怜(1)    15.89 天羽  優奈(1) 欠場 田波  妃那(1) 欠場
緑野 中瀬 王子桜 小岩二

15組 +1.2  1 新田  蒼依(1)    14.33  2 尾崎  七菜(1)    14.45  3 阿部  花心(1)    15.03  4 渡邉  佳雅(1)    15.25
松濤中 深川五 深川第三 南が丘

 5 堀内  海那(1)    15.35  6 金子  優(1)    15.42  7 井上  亜珠奈(1)    15.50 吉野 珠奈(1) 欠場
南が丘 第二砂町 滝野川紅葉 貫井

16組 +2.4  1 山南  江里香(1)    14.34  2 原 えりか(1)    14.85  3 新保  桜(1)    15.12  4 庄野 美南実(1)    15.24
深川四 貫井 滝野川紅葉 深川第一

 5 茂木  ひな帆(1)    15.25  6 大﨑  姫愛(1)    15.44  7 室井  すず(1)    15.51  8 木下  天万音(1)    16.20
滝野川紅葉 大島西 亀戸 光が丘三

17組 +2.5  1 萩原  知衣子(1)    14.06  2 菅沼  千晴(1)    14.90  3 小林  萌実(1)    15.43  4 永田  夕和(1)    15.52
深川第三 第二砂町 瑞雲 滝野川紅葉

 5 藤井  莉奏(1)    15.97  6 横谷 朱音(1)    15.98  7 吉越  心玲(1)    16.01  8 栗山  果奈(1)    16.26
南が丘 大泉 東大附 南が丘

18組 +1.5  1 久保田  晴子(1)    14.73  2 長谷川  綾乃(1)    14.88  3 小野  桃香(1)    15.04  4 小内  美海(1)    15.08
開進四 大泉学園 大泉西 王子桜

 5 川畑  きなり(1)    15.11  6 髙木  璃乃(1)    15.59  7 三宅 楓(1)    15.79  8 木俣天音(1)    16.18
深川五 南が丘 大泉 町田山崎
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19組 +1.8  1 田巻  早菜(1)    13.42  2 竹川  芽唯(1)    14.48  3 髙橋 由紀(1)    14.87  4 小泉  穂乃花(1)    15.40
深川第三 伊興 深川第一 高島第二

 5 小林  音葉(1)    15.57  6 宮川  陽名(1)    15.69  7 稲垣  夏希(1)    16.15  8 小島花凜(1)    16.48
石川台 南が丘 亀戸 篠崎二

20組 +3.1  1 棚部  さわ(1)    13.71  2 佐々木  結衣(1)    14.51  3 豊﨑  天海(1)    14.78  4 磯心菜(1)    15.20
東大附 伊興 練馬 篠崎二

 5 佐藤  由佳(1)    15.23  6 富家  百優(1)    15.36  7 竹本  莉穂(1)    16.13 米山 希望(1) 失格
多摩落合 大泉学園 亀戸 大泉

21組 +1.4  1 大峰  ﾗﾌｧｴﾙ  はな(1)    14.52  2 山本  桃歌(1)    14.64  3 伊藤  実生(1)    14.71  4 小島  朱怜(1)    15.13
東大附 第二砂町 駒沢 南が丘

 5 佐々木朱憂(1)    15.35  6 広瀬  風花(1)    15.44  7 山田  茉穂(1)    16.37  8 駒井  千夏(1)    16.52
町田山崎 高島第二 瑞雲 南が丘

22組 +1.8  1 菱井夕夏(1)    14.05  2 保井  春奈(1)    14.12  3 京屋  優希(1)    14.36  4 鹿沼  芽里(1)    14.62
東綾瀬 深川二 西新宿 大泉西

 5 小宮  佳歩(1)    15.61  6 鈴木  離彩(1)    15.65  7 清水  悠花(1)    15.68 平林  凛(1) 欠場
駒沢 瑞雲 滝野川紅葉 王子桜

23組 +2.5  1 宮本  里乃亜(1)    13.41  2 吉村  ありさ(1)    14.28  3 小林  ゆい(1)    14.52  4 髙橋  麻衣(1)    14.58
松濤中 小岩二 伊興 緑野

 5 松樹  玲奈(1)    15.21  6 武田  彩(1)    15.27  7 三苫  優菜(1)    15.51  8 小川  瑠璃(1)    15.95
深川八 深川五 多摩落合 深川五

2年女子  8/25  1組 +2.2  1 中里  奈央(2)    13.82  2 佐藤   里紗(2)    14.06  3 岩澤 栞里(2)    14.22  4 湯目  さやか(2)    14.36
深川五 深川第三 大泉 駒沢

 5 熊谷  衣織(2)    14.53  6 堀口  遥菜(2)    14.70  7 八代  蛍(2)    15.41
深川二 足立十一 小岩二

 2組 +4.7  1 藤島  明日賀(2)    12.69  2 村本  愛羽(2)    13.77  3 吉川  麻央(2)    13.85  4 孫  佑菜(2)    14.51
光が丘三 中瀬 第二砂町 練馬

 5 松橋  明句(2)    14.63  6 大西  美空(2)    14.78  7 伊集院亜希穂(2)    14.96
滝野川紅葉 石川台 瑞雲

 3組 +2.7  1 菊地  葵(2)    13.49  2 富田  心乃(2)    13.87  3 小野寺瑠花(2)    14.67  4 稲葉  好香(2)    14.90
足立十一 開進四 中瀬 多摩落合

 5 中村優凜(2)    15.02 高橋  祐衣(2) 欠場 中島  捺実(2) 欠場
町田山崎 深川四 瑞雲

 4組 +3.4  1 今野奈菜(2)    13.65  2 髙橋  結羽(2)    14.10  3 宮園  実唯(2)    14.15  4 橋本  若奈(2)    14.29
町田山崎 中瀬 多摩和田 大泉学園

 5 日比こま喜(2)    14.55  6 小森  海悠(2)    14.62  7 石山  亜胡(2)    15.51
中瀬 瑞雲 深川五

 5組 +4.3  1 板垣  唯来(2)    13.00  2 小名  芹奈(2)    13.52  3 間瀬  珠海(2)    13.77  4 田中  美優(2)    13.89
第二砂町 練馬 西新宿 光が丘三

 5 杉村  未有(2)    14.00  6 栗田  恵寧(2)    14.82  7 岩本 彩郁(2)    15.63
足立十四 駒沢 深川第一

 6組 +4.2  1 赤荻  遥日(2)    13.42  2 宮地  和花(2)    13.48  3 ｴﾋｷﾞｱﾄ蘭ｽｰｻﾞﾝ(2)    13.78  4 豊田ｻﾌｨﾔｶﾄﾝ純怜(2)    14.03
第二砂町 深川二 東綾瀬 駒沢A

 5 相樂    帆乃(2)    14.08  6 町田  七風(2)    14.54 岡田  紗和(2) 欠場 鷹羽里佳子(2) 欠場
深川第三 開進四 深川四 亀戸

 7組 +3.4  1 ﾁｬｲﾙｽﾞ  直美(2)    13.52  2 板山  心(2)    13.52  3 後藤      梢(2)    13.99  4 阿部  来海(2)    14.45
石川台 多摩落合 深川第三 第二砂町

 5 定野 心咲(2)    14.58  6 島本  真実(2)    15.35  7 野本  和花(2)    15.37  8 仲田  萌絵(2)    16.02
亀戸 深川五 深川五 緑野

 8組 +3.1  1 角田  美桜(2)    14.21  2 原田  ひなり(2)    14.36  3 松尾  美香(2)    14.47  4 吉田  結菜(2)    14.74
伊興 葛西三 滝野川紅葉 深川第三

 5 髙橋  杏來(2)    14.98  6 澤多  志織(2)    15.11  7 佐原 泉美(2)    16.81 藤田  かな(2) 欠場
篠崎二 大泉学園 亀戸 足立十四
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 9組 +3.5  1 瀨戸口ひなた(2)    13.23  2 加藤 絵莉奈(2)    13.78  3 野上  明日香(2)    13.81  4 間  くるみ(2)    13.82
深川第三 大泉 第二砂町 滝野川紅葉

 5 小田桐  歩(2)    13.89  6 藤原結衣(2)    13.89  7 北原  麻衣(2)    15.02  8 金澤  百花(2)    15.17
西新宿 町田山崎 開進四 瑞雲

10組 +3.1  1 佐久間  理緒(2)    13.19  2 岸  ｸﾘｽﾃｨｰﾇ侑里(2)    14.05  3 原田  心優(2)    14.07  4 中埜  遥(2)    14.76
深川第三 西新宿 石川台 緑野

 5 谷口  遥香(2)    15.66  6 納田  和香羽(2)    15.68  7 佐藤  令彩(2)    16.14 國枝 愛(2) 欠場
瑞雲 多摩落合 緑野 深川第一

11組 +6.3  1 宮澤  舞花(2)    14.07  2 関  亜優香(2)    14.59  3 大平  菜々美(2)    14.80  4 田村  さやか(2)    14.90
大島西 滝野川紅葉 小岩二 駒沢

 5 松島  日夏(2)    15.02  6 三尾   響(2)    15.15 向井  若菜(2) 欠場 佐藤日茉梨(2) 欠場
大泉西 深川五 足立十四 足立十四

12組 +2.9  1 山里 ささら(2)    13.36  2 加藤  紗希(2)    13.47  3 藤森 優(2)    13.60  4 前島  美心(2)    14.11
大泉 足立十一 大泉 第二砂町

 5 竹内      碧(2)    14.40  6 横山  渚沙(2)    14.51  7 塚田 萌佳(2)    14.88 井原  美聡(2) 欠場
深川第三 光が丘三 亀戸 深川四

13組 +3.4  1 森 杏里(2)    13.71  2 鍋田   華音(2)    14.10  3 渡邉瑠南(2)    14.22  4 松田  佳子(2)    14.32
大泉 深川第三 東綾瀬 南が丘

 5 松尾  美秀(2)    14.41  6 泉本 ひな(2)    14.46  7 大西  青衣(2)    14.76  8 須藤  彩(2)    15.02
滝野川紅葉 大泉 緑野 第三亀戸

14組 +4.0  1 隅田  杏(2)    13.76  2 松平  美優(2)    14.21  3 大橋  奏心(2)    14.48  4 小倉  万尋(2)    14.61
緑野 開進四 深川四 大島西

 5 長谷川  七海(2)    14.67  6 松本  奏(2)    14.79  7 波多腰  世莉(2)    15.20  8 前川   結(2)    15.29
大泉学園 緑野 第二砂町 深川五

3年女子  8/25  1組 +5.9  1 稲﨑  日南(3)    12.74  2 佐治  和香(3)    13.05  3 外山 涼乃(3)    14.27  4 星野  愛佳(3)    15.28
深川二 多摩和田 亀戸 足立十四

鳴瀬  美芽(3) 欠場 伊藤  真李佳(3) 欠場 飯田   美優(3) 欠場
足立十四 伊興 深川第一

 2組 +3.6  1 後藤  美咲(3)    13.73  2 池亀  若葉(3)    13.94  3 中川  莉緒(3)    14.15  4 小関  莉菜(3)    14.35
光が丘三 足立十四 小岩二 小岩二

 5 小澤  ひな(3)    14.36  6 中野 ひかり(3)    14.75 湊谷由良(3) 欠場
東大附 深川第三 篠崎二

 3組 +4.2  1 古賀葵(3)    13.14  2 千田  芽依(3)    13.48  3 斉藤  美伊那(3)    13.64  4 熊井  帆乃佳(3)    13.66
篠崎二 第二砂町 小岩二 深川二

 5 髙橋  愛美(3)    14.09 泉田  由美(3) 欠場 横瀬  涼香(3) 欠場
西早稲田 光が丘三 東京陸協

 4組 +5.1  1 大内   梨央(3)    13.18  2 大竹菜月(3)    13.42  3 池田  伊織(3)    13.53  4 富田  陽向子(3)    13.85
深川第三 篠崎二 東大附 深川五

 5 田島  彩香(3)    14.37  6 安永  緋奈(3)    14.61 山下   希美(3) 欠場
小岩二 緑野 深川第三

 5組 +3.9  1 長舩  萌夏(3)    13.79  2 黒沢   麻緒(3)    14.07  3 河村  智香(3)    14.28  4 黒部  紗羽(3)    14.45
深川五 深川第三 石川台 大島西

 5 石井千夢(3)    15.81 山下      葵(3) 欠場 堀結菜(3) 欠場
東綾瀬 深川第三 東綾瀬

 6組 +3.7  1 川西  彩巴(3)    12.87  2 山﨑  萌衣(3)    14.13  3 和田  優羽(3)    14.27  4 渡邊  七海(3)    14.49
足立十四 深川第三 深川五 多摩落合

 5 福田麻里彩(3)    15.50 山﨑  里奈(3) 欠場 兜絢香(3) 欠場
亀戸 大島西 東綾瀬

 7組 +2.7  1 長谷川  若七(3)    13.21  2 中村   香凜(3)    13.33  3 芦澤  木寧(3)    14.04  4 二本柳  媛佳(3)    14.38
大島西 深川第三 松濤中 小岩二

 5 古川  蒼深(3)    14.44  6 日下部  梨央(3)    14.69  7 川口  真帆(3)    15.47 貝瀬ななみ(3) 欠場
深川五 深川五 滝野川紅葉 篠崎二
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3年女子  8/25  1組 +2.6  1 杉村      柊(3)    17.68  2 橋元 日和(3)    17.98  3 山村  香音(3)    18.50  4 青木  真琴(3)    18.52
深川第三 亀戸 多摩和田 開進四

 5 岡田  涼香(3)    19.24  6 中谷  理紗(3)    21.58 間瀬葉月(3) 欠場
多摩落合 多摩落合 町田山崎

 2組 +1.7  1 益子 芽里(3)    14.85  2 村杉  綾(3)    17.68  3 伊丹  日菜(3)    18.01 ﾏｯｷｰ  ﾋｶﾘ(3) 失格
大泉 光が丘三 多摩落合 第三亀戸

伊藤  真李佳(3) 欠場 勝又  陽菜(3) 欠場
伊興 多摩和田

共通女子  8/25  1組 +3.7  1 板垣  唯来(2)    26.92  2 瀨戸口ひなた(2)    27.86  3 隅田  杏(2)    28.68  4 橋元 日和(3)    29.50
第二砂町A 深川第三A 緑野A 亀戸A

 5 髙橋  麻衣(1)    30.99  6 大野  蘭(1)    33.06  7 川口  真帆(3)    33.14
緑野A 小岩二A 滝野川紅葉A

 2組 +2.2  1 富田  心乃(2)    28.46  2 芦澤  木寧(3)    29.69  3 星野  苺花(1)    30.10  4 山南  江里香(1)    30.22
開進四A 松濤中A 伊興A 深川四A

 5 平野  楓果(2)    31.16  6 大山  美采(1)    32.01 花又  愛美(1) 棄権
第三亀戸 大泉西 足立十四

 3組 +1.9  1 古賀葵(3)    27.07  2 池田  伊織(3)    27.93  3 宮園  実唯(2)    28.94  4 野本  秋音(2)    30.63
篠崎二A 東大附 多摩和田A 松濤中

 5 佐々木  結衣(1)    31.26  6 邨中  紅巴(1)    34.72 大西  美空(2) 欠場
伊興A 小岩二 石川台A

 4組 +3.0  1 川西  彩巴(3)    26.84  2 村上  夢空(1)    27.96  3 門石  更紗(1)    28.62  4 保井  春奈(1)    28.83
足立十四A 小岩二A 駒沢A 深川二C

 5 会田  結(1)    31.12 藤田  かな(2) 欠場 伊丹  日菜(3) 欠場
小岩二A 足立十四A 多摩落合A

 5組 +2.6  1 稲﨑  日南(3)    26.78  2 小林  凛(2)    27.70  3 小野寺瑠花(2)    30.45  4 仲田  萌絵(2)    33.31
深川二A 桐ｹ丘 中瀬B 緑野A

長谷川  若七(3) 欠場 熊谷  詩織(3) 欠場 髙野  晶帆(1) 欠場
大島西A 第三亀戸 伊興A

 6組 +2.4  1 三上  ｱﾐﾅ(1)    27.60  2 宮澤  舞花(2)    29.99 向井  若菜(2) 欠場 坂爪  千春(3) 欠場
深川第三A 大島西A 足立十四A 滝野川紅葉

木村  咲葉(2) 欠場 古屋  佳音(3) 欠場 小柏  葵(3) 欠場
中瀬 第三亀戸 瑞雲

 7組 +0.9  1 千田  芽依(3)    28.05  2 落合  杏(3)    28.63  3 杉村  未有(2)    30.74  4 日比こま喜(2)    31.61
第二砂町 光が丘三 足立十四A 中瀬B

 5 中埜  遥(2)    31.96  6 古川  衣華(1)    32.69 中嶋   真帆(3) 欠場 水谷  花宥(3) 欠場
緑野A 小岩二A 深川第一 足立十四A

 8組 +1.6  1 赤荻  遥日(2)    28.77  2 清水  実希(2)    29.91  3 前島  美心(2)    30.33  4 吉村  ありさ(1)    31.35
第二砂町A 大泉学園 第二砂町A 小岩二A

 5 安永  緋奈(3)    32.03  6 原田  ひなり(2)    32.38  7 中島  結菜(1)    33.54 塩入  百葉(3) 欠場
緑野 葛西三 緑野A 足立十四

 9組 +3.4  1 清水美季(3)    28.50  2 池亀  若葉(3)    29.36  3 舟引  姫花(2)    31.18  4 大竹  咲(2)    31.63
篠崎二A 足立十四A 第三亀戸 大泉学園

高橋  祐衣(2) 欠場 ﾁｬｲﾙｽﾞ  直美(2) 欠場 湊谷由良(3) 欠場 箱田  悠利(1) 欠場
深川四A 石川台A 篠崎二A 大島西

10組 +2.0  1 山下   希美(3)    28.62  2 青木  詩織(1)    28.91  3 岸  ｸﾘｽﾃｨｰﾇ侑里(2)    29.39  4 ｴﾋｷﾞｱﾄ蘭ｽｰｻﾞﾝ(2)    30.73
深川第三A 駒沢A 西新宿A 東綾瀬A

 5 長谷川  七海(2)    30.80  6 伊藤  芽唯(3)    30.99  7 森  遥香(2)    32.05 関  亜優香(2) 欠場
大泉学園A 小岩二 練馬 滝野川紅葉A
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開催日 2018/8/25 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 江東区陸協 [0] 競技会名 第２１回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [18130721] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一

競技場名 江東区夢の島競技場 ｺｰﾄﾞ  [132070] 記録主任：  児玉　聡

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

共通女子  8/25  1組  1 横山  美萌(1)  2:38.05  2 大堀  千咲(1)  2:39.34  3 平野  楓果(2)  2:40.86  4 長友  晴(1)  2:45.33
東久留米中央 瑞雲 第三亀戸 深川第三

 5 黒澤  しほ(1)  2:49.80  6 緒方  ひかり(2)  2:49.98  7 金子 真依(2)  2:51.00  8 松本  奏(2)  2:52.07
大泉学園 南が丘 大泉 緑野A

 9 石原  里真(2)  2:54.61 10 高松  栞菜(3)  2:56.57 11 局    萌花(3)  2:57.00 12 浅井  美樹(1)  2:57.53
光が丘三 深川八 足立十四 滝野川紅葉

13 橋本  小萩(1)  3:00.10 14 橋本  咲紀(1)  3:15.15 石田  彩貴(2) 欠場 塩入  百葉(3) 欠場
瑞雲 足立十四A 瑞雲 足立十四A

山本  愛子(1) 欠場 堀結菜(3) 欠場 白山  茉那美(2) 欠場 茂野  葉湖(1) 欠場
亀戸A 東綾瀬A 足立十一 足立十一

常盤実乃梨(1) 欠場
東綾瀬A

 2組  1 有野  美梨(3)  2:35.47  2 笹谷  柚遊(2)  2:35.80  3 中川  莉緒(3)  2:39.10  4 小島  花香(2)  2:41.00
松濤中 松濤中 小岩二A 篠崎二B

 5 伊藤  実生(1)  2:41.10  6 渡邉瑠南(2)  2:41.69  7 内野  千聖(1)  2:44.43  8 栗田 真帆(1)  2:46.13
駒沢A 東綾瀬A 駒沢 大泉

 9 大沢  柚杏(1)  2:46.96 10 板橋 彩夏(3)  2:48.75 11 伊藤 陽香(2)  2:50.89 12 大橋  奏心(2)  2:56.30
南が丘 大泉 大泉 深川四A

13 大矢 蓮弓(1)  2:56.52 14 塚田 萌佳(2)  3:02.77 15 山本仁結奈(1)  3:04.30 16 小島花凜(1)  3:14.64
大泉 亀戸A 篠崎二A 篠崎二B

青木  空(3) 欠場 箱田  悠利(1) 欠場 保坂  萌(1) 欠場 石井  佳奈芽(1) 欠場
西新宿 大島西B 足立十一 王子桜

田波  妃那(1) 欠場
小岩二

 3組  1 鈴木 柚葉(3)  2:34.99  2 江口結(3)  2:40.61  3 栗田  恵寧(2)  2:42.74  4 渡邉  千紘(3)  2:42.76
亀戸A 篠崎二 駒沢A 西新宿

 5 小竹  佑果(2)  2:44.01  6 笹木 心晴(1)  2:44.09  7 谷口なご美(1)  2:47.69  8 吉田百花(2)  2:49.65
光が丘三B 大泉 足立十四A 町田山崎A

 9 竹内  清礼(3)  2:50.19 10 吉岡礼葉(1)  2:51.93 11 大﨑  姫愛(1)  2:53.37 12 佐藤  結愛(1)  2:53.61
多摩落合 東綾瀬A 大島西B 深川五

13 納田  和香羽(2)  2:57.34 14 稲垣  夏希(1)  2:57.86 15 浅岡 陽麻里(1)  2:59.92 16 石川  舞彩(2)  3:02.51
多摩落合 亀戸A 大泉 瑞雲

17 吉川  朱音(1)  3:10.07 堀井  海(1) 欠場 梅澤  杏樹(2) 欠場 ｱﾌﾞﾕｱﾝ  ｱﾚｱ(1) 欠場
深川五 足立十一 慶應 亀戸A

川越  千夏(3) 欠場
足立十一

 4組  1 石井  海翠(1)  2:28.53  2 俵 やよい(3)  2:32.70  3 内藤   一花(2)  2:37.96  4 石井  葉菜(2)  2:38.34
第二砂町C 大泉 深川第三 足立十一

 5 清水  実希(2)  2:44.01  6 西沢  優(1)  2:44.27  7 大竹  咲(2)  2:44.53  8 原田  心優(2)  2:45.20
大泉学園A 深川第三 大泉学園A 石川台A

 9 佐藤  史絵菜(1)  2:53.10 10 湯目  さやか(2)  2:53.70 11 石川  愛(1)  2:56.13 12 舟引  姫花(2)  2:56.22
東大附 駒沢A 桐ｹ丘 第三亀戸

13 三苫  優菜(1)  2:56.52 14 杉山  莉央(1)  2:57.09 15 畠中  花(1)  2:57.45 16 吉野  友菜(1)  3:01.16
多摩落合B 足立十四A 南が丘 緑野A

17 賀川  萌桃(1)  3:04.90 18 駒井  千夏(1)  3:04.96 19 塩野  真雪(1)  3:09.11 20 佐藤  絢香(1)  3:12.28
駒沢 南が丘 中瀬 練馬

松平  美優(2) 欠場 廣井  望夢瑠(2) 欠場
開進四A 篠崎二
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開催日 2018/8/25 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 江東区陸協 [0] 競技会名 第２１回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [18130721] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一

競技場名 江東区夢の島競技場 ｺｰﾄﾞ  [132070] 記録主任：  児玉　聡

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 5組  1 石上栞理(2)  2:23.58  2 髙橋   里英(3)  2:27.04  3 山澤  亜莉沙(3)  2:39.39  4 安藤  穂乃花(3)  2:40.37
東綾瀬A 深川第三 大島西 開進四

 5 今井  亜美(1)  2:40.80  6 仙波  知夏(1)  2:44.31  7 鈴木  悠(3)  2:48.01  8 杉山  咲樹(3)  2:48.48
開進四B 光が丘三 大島西 練馬A

 9 鈴木  和奏(2)  2:48.91 10 廣田  あゆみ(1)  2:49.64 11 飯塚  奈津子(3)  2:50.14 12 二本柳  媛佳(3)  2:51.78
深川二 浅草 西早稲田 小岩二A

13 竹川  芽唯(1)  2:51.83 14 椎名  渚(1)  2:57.66 15 篠原  蝶(1)  3:00.73 16 佐藤  真凛(1)  3:02.20
伊興A 中瀬 深川五 中瀬

17 尾崎  瞳(1)  3:05.62 18 波多腰  沙莉(2)  3:14.19 19 市毛  遥(1)  3:31.25 小柏  葵(3) 欠場
第二砂町 第二砂町 緑野 瑞雲

春岡那波(1) 欠場 花又  愛美(1) 欠場
篠崎二A 足立十四A

共通女子  8/25  1組  1 石井  海翠(1)  5:01.34  2 髙橋   里英(3)  5:15.63  3 宮城  葵衣(3)  5:19.64  4 鈴木 柚葉(3)  5:25.09
第二砂町 深川第三 光が丘三 亀戸

 5 俵 やよい(3)  5:25.31  6 小竹  佑果(2)  5:43.82  7 吉田百花(2)  5:46.93  8 石井  希望(2)  5:51.29
大泉 光が丘三 町田山崎 深川二

 9 渡邉  千紘(3)  5:53.01 10 大平  菜々美(2)  5:59.59 11 長島史佳(1)  6:00.05 12 緒方  ひかり(2)  6:05.76
西新宿 小岩二 町田山崎B 南が丘

13 小倉  万尋(2)  6:10.22 14 平塚千幸(1)  6:19.73 15 浅岡 陽麻里(1)  6:20.26 松葉  春音(2) 欠場
大島西A 町田山崎 大泉 瑞雲

野口  小雪(2) 欠場
十条富士見

 2組  1 川﨑  響(2)  5:07.75  2 渡辺七美(2)  5:13.00  3 今井  亜美(1)  5:30.34  4 内藤   一花(2)  5:40.57
桐ｹ丘 町田山崎 開進四 深川第三

 5 小島  花香(2)  5:40.78  6 板橋 彩夏(3)  5:51.20  7 青木  空(3)  5:52.92  8 笹木 心晴(1)  5:55.52
篠崎二 大泉 西新宿 大泉

 9 吉越  心玲(1)  5:58.86 10 杉山  咲樹(3)  5:59.83 11 丸山  美千(1)  6:02.63 12 局    萌花(3)  6:25.21
東大附 練馬 瑞雲 足立十四

13 杉山愛果(1)  6:43.16 14 篠田  実希(2)  6:55.23 15 西郡  有咲(3)  6:57.65 沼野  萌花(2) 欠場
町田山崎B 西早稲田 深川五 足立十一

姫野  愛巳(2) 欠場 石上栞理(2) 欠場
高島第二 東綾瀬

 3組  1 町田  七風(2)  5:30.45  2 柴田采也可(2)  5:35.35  3 澤野  しえな(2)  5:36.12  4 吉岡礼葉(1)  5:36.27
開進四A 中瀬 西早稲田 東綾瀬

 5 谷口なご美(1)  5:43.12  6 栗田 真帆(1)  5:43.36  7 菊池  怜(2)  5:46.92  8 新田  蒼依(1)  5:55.08
足立十四 大泉 十条富士見 松濤中B

 9 伊藤 陽香(2)  6:01.84 10 渡辺  葵(1)  6:04.73 11 中村優凜(2)  6:04.79 12 曽根  渚(2)  6:15.80
大泉 小岩二A 町田山崎A 足立十一

13 大矢 蓮弓(1)  6:22.42 14 橋本  咲紀(1)  6:49.24 泉田  由美(3) 欠場 山原  由菜(3) 欠場
大泉 足立十四 光が丘三A 深川五

井口  流依(2) 欠場 西川  心乃(2) 欠場
深川二 足立十一
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開催日 2018/8/25 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 江東区陸協 [0] 競技会名 第２１回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [18130721] ﾄﾗｯｸ審判長  熊原　誠一

競技場名 江東区夢の島競技場 ｺｰﾄﾞ  [132070] 記録主任：  児玉　聡

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
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共通女子  8/25  1組 +1.4  1 清水美季(3)    16.26  2 後藤      梢(2)    17.25  3 稲葉  好香(2)    19.42  4 小林  ゆい(1)    19.68
篠崎二 深川第三A 多摩落合A 伊興A

 5 大峰  ﾗﾌｧｴﾙ  はな(1)    21.20  6 篠田優花(1)    22.77  7 山本  愛子(1)    22.87 村山美優(1) 欠場
東大附 町田山崎 亀戸A 町田山崎B

 2組 +2.5  1 大野  華菜(2)    14.92  2 古屋  佳音(3)    15.58  3 村田  明里(1)    18.12  4 平尾  帆菜(2)    18.64
足立十一 第三亀戸 多摩落合 多摩落合

 5 伊勢千春(1)    20.74  6 木俣天音(1)    21.04 片桐  おとは(2) 欠場
町田山崎B 町田山崎 桐ｹ丘

 3組 +0.6  1 山﨑  花菜子(2)    15.85  2 青木  詩織(1)    17.17  3 瀨口史華(3)    18.33  4 岩本 彩郁(2)    19.51
多摩落合 駒沢 篠崎二 深川第一A

 5 花又  心愛(1)    20.10  6 東海林  真央(1)    21.79 水谷  花宥(3) 欠場
足立十四A 多摩落合A 足立十四

 4組 +1.8  1 井上  亜珠奈(1)    18.49  2 松田  佳子(2)    18.98  3 櫛引  映那(1)    19.62  4 佐々木朱憂(1)    20.53
滝野川紅葉A 南が丘 滝野川紅葉A 町田山崎

 5 吉田  あおい(1)    21.58  6 松田  望愛(1)    21.73 佐藤  波奈(3) 欠場 二木  遥菜(1)
大島 多摩落合B 桐ｹ丘 都武蔵高附

 5組 +1.2  1 藤原結衣(2)    16.18  2 田巻  早菜(1)    16.92  3 髙橋  結羽(2)    17.26  4 岡田  紗和(2)    18.14
町田山崎A 深川第三A 中瀬B 深川四A

 5 菱井夕夏(1)    19.17  6 松橋  明句(2)    19.50 入ｹ町  莉子(1) 欠場 松下  千洋(1) 欠場
東綾瀬A 滝野川紅葉A 開進四B 緑野A

 6組 +0.4  1 村本  愛羽(2)    16.82  2 山下      葵(3)    17.73  3 鈴木  諒子(3)    17.85  4 高橋  優(2)    17.87
中瀬B 深川第三B 大島 練馬

 5 阿部  来海(2)    17.97 磯心菜(1)     0.00 西宮  珠里(1) 欠場 松館  彩月(2) 欠場
第二砂町A 篠崎二A 大泉学園 開進四

 7組 +3.1  1 橋本  若奈(2)    16.40  2 小澤  ひな(3)    20.03  3 井原  美聡(2)    20.15  4 庄野 美南実(1)    20.38
大泉学園A 東大附 深川四A 深川第一A

 5 木村  光凛(1)    22.15  6 田口  優菜(1)    22.39 飯田   美優(3) 欠場 佐藤  由佳(1) 欠場
緑野A 桐ｹ丘 深川第一A 多摩落合A

一般高校女子  8/25  1組 +3.2  1 助川  嘉音(1)    13.44  2 柴田  泉    14.08  3 永島  沙羅(2)    14.41  4 安戸  乃彩    14.59
城東 ｱｽﾘｰﾄ塾 東大附 ｱｽﾘｰﾄ塾

下平  美希(1) 欠場 吉村  美秋(1) 欠場 池崎  恵
城東 杉並 ﾃｨｶﾞAC

 2組 +1.7  1 野口  裕香里    12.83  2 東  美奈    12.93  3 八巻  澪(2)    13.40  4 井坂  彩乃(2)    13.43
江東陸恊 ｱｽﾘｰﾄ塾 天馬RC 城東

 5 戸田  季希(2)    14.41  6 栗原  唯(1)    14.65  7 竹村  明結美    14.66
杉並 東大附 SRC

一般高校女子  8/25 +2.8  1 吉武  怜実    26.91  2 斎藤  真嬉(2)    28.53  3 竹村  明結美    30.37  4 吉川  琴美    33.05
XSPO 城東 SRC SRC

伏見  はるな(2) 欠場 小林  果穂(2) 欠場 八巻  澪(2) 欠場 小林  実穂(2) 欠場
城東 城東 天馬RC 城東

一般高校女子  8/25  1 吉武  怜実  2:26.01  2 加藤  多笑(1)  2:33.28 金原  莉央(1) 欠場 籠谷  希良(1) 欠場
XSPO 東大附 城東 城東

一般高校女子  8/25  1 海老原  美保  4:52.67  2 加藤  多笑(1)  5:09.68  3 渡邉  実佳  5:17.51  4 森澤  由美子  5:32.60
ACKITA 東大附 天馬RC SRC

 5 加藤  羽奏  5:58.67  6 山川  真央  6:14.51
了徳寺学園 了徳寺学園
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