
開催日 2017/8/26

陸協名  [江東区陸上競技協会] 競技会名 第２０回江東区ナイター陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 江東区夢の島競技場 ｺｰﾄﾞ  [132070]

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 備  考
小共男子  8/26     1 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂA秋山  岳範(4) 村上  敬汰(4) 後藤  碧志(5) ﾆｷﾞｯﾁ  ﾊﾟｽｶﾙ富(5)       59.50

    2 城北A.C.A 岸威吹(6) 村上  駿(6) 目黒蓮大(2) 山田大輝(4)     1:01.52
    3 A.F.T.C.A 長内  航平(3) ﾇﾜｴﾒ  ｺﾞｯﾄﾞﾌﾘｰ(3)澤田  ﾛﾐｵ(3) ﾛｽ  ｱｼﾞｬｰﾆ仁朗(3)     1:09.53
    4 SRC 佐藤  羽(4) 水澤  勇仁(4) 岩  佑紀(5) 大竹  希明(4)     1:14.06
    5 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂB江川  颯大(2) 塩見  羽丘(3) 熊谷  虹丸(1) 小林  理人(1)     1:17.40

共通男子  8/26  1組     1 小岩一A 齋藤  飛翔(2) 小坂  光緑(3) 斉藤  佑貴(2) 島﨑  翔也(3)       46.89
    2 深川五A 石橋  依穏(3) 小川  育大(2) 芦田  虎太郎(2)佐藤  新大(2)       51.63
    3 城北A.C.A 永野拓海(1) 渡辺健太(1) 小林  隼(1) 芹川  優波(3)       52.33
    4 足立十一C 齋藤  快斗(1) 川端  将太(1) 瀬戸口  貫太(1)上野  賢人(1)       52.50
    5 第二砂町B 白山  夏輝(1) 土肥  晃太朗(1)藤田  大起(1) 山本  翔太(1)       54.11
    6 小岩二C 石崎  伶人(1) 笹川  稜央(1) 神田  優杏(1) 若代  大樹(1)       55.81

貫井C 欠場      
 2組     1 大泉 小田  淳之介(3)大竹  颯太(3) 吉川  凌央(2) 石澤  一稀(3)       47.12

    2 小岩二A 三浦  一真(3) 田中  寿弥(3) 池田  尚也(3) 間島  武蔵(3)       48.87
    3 中村A 松尾  大樹(3) 木場  貫太(3) 三屋  哉汰(3) 町田  悠(3)       49.78
    4 中村C 真田  謙之介(1)中村  彩人(1) 坂井  宏至(1) 浅倉  龍風(1)       56.75
    5 深川六B 福本  建人(1) 山本  翔太(2) 岩瀬  奏太(2) 青木  翔吾(2)       57.47

赤羽岩淵B 中村  亮太(1) 安喰  慶翔(1) 渡邉  陸仁(1) 渡辺  友輝(1) 欠場      
東大附属A 欠場      

 3組     1 立石C 川田  智也(3) 藤原  聖(3) 柏井  大地(3) 末田  慶吾(3)       46.04
    2 足立十四A 王  富生(3) 白勢  和馬(3) 佐藤  史彰(3) 青木  駿介(3)       48.23
    3 立石A 今井  翔太(2) 片山  上総(2) 及川  和馬(2) 永井  崇史(2)       50.16
    4 原宿外苑A 根岸  想(1) 中村  天晴(1) 棚原  そら(3) 小林  夏樹(3)       50.40
    5 田柄A 髙橋  優斗(2) 小倉  蒔励(2) 堀  隼矢(2) 飽田  海音(2)       52.20
    6 貫井B 町田  勇気(2) 関口  晃央(2) 田場  陸(2) 澁谷  匡祐(2)       53.51

中村B 柴田  匠(2) 長内  大義(2) 横山  輝(2) 町田  昂亮(2) 失格      
 4組     1 貫井A 大﨑  俊輔(3) 貝沢  太陽(3) 内野  光(3) 並木  力也(3)       46.69

    2 大鳥 横山  契太(2) 石川  慶龍(2) 北川  音和(2) 田中  迅(2)       51.01
    3 多摩落合A 中靏  陽登(2) 橋本  誠司(2) 小島  翔弥(2) 山本  大珠(2)       51.06
    4 亀戸B 中本  太一(1) 佐々木  恭太郎(1)海宝  康壮(1) 堂端  晴琉(1)       53.39
    5 中瀬A 篠田  航輝(1) 木内  幸太郎(1)佐藤  宏明(1) 髙田  智彰(1)       54.70

多摩落合B 欠場      
駒沢A 欠場      

 5組     1 第二砂町A 藤田  祐大(2) 長谷川  優人(2)福永  大雅(2) 川窪  裕(2)       50.25
    2 第三亀戸A 向根  祐太(2) 西村  冴太郎(2)吉岡  風人(2) 松本  琉依(2)       53.83
    3 田柄B 宮下  渉(1) 工藤  楓麿(1) 池田  悠真(1) 五十嵐  雄介(1)       54.76
    4 大泉学園A 石井  壮琉(1) 田中  耀太(1) 斧淵  星也(1) 木村  璃空(1)     1:02.59

十条富士見有働  快斗(1) 小林  恭正(1) 坂巻  寿彦(1) 斉藤  丈(1) 欠場      
町田山崎A 欠場      
深川三A 秋元  空道(3) 鍛  将太(3) 中川  航(3) 荒木  大河(3) 欠場      

 6組     1 小岩二B 松浦  来知(2) 田波  翼(2) 松浦  貴勝(2) 兵藤  航流(2)       52.13
    2 深川五B 須藤  隼斗(1) 島原  拓大(1) 髙橋  ﾘｮｳｼﾞ(1)堀  嵩瑞(1)       55.71
    3 開進四A 水田  悠斗(1) 吉田  敦哉(1) 江里口  要(1) 一戸宇太郎(1)     1:01.10

深一 欠場      
深川六A 欠場      
東金町A 欠場      
赤羽岩淵A 欠場      
足立十四C 欠場      

チーム名 競技者名１
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 7組     1 亀戸A 松田  晴音(2) 廣濱  晃輔(2) 川角  浩斗(2) 岩井  佑太郎(2)       49.37
    2 深川三C 石川  蓮大(1) 鈴木  成(1) 國井  創太(1) 鈴木  和惟(1)       52.87
    3 深川二B 御前  柊音(2) 野村  祐星(1) 布施  天晶(2) 和田  直幸(1)       54.83
    4 足立十一B 市村  太陽(2) 渡邉  空斗(2) 金田  麗人(2) 井谷  壮太(2)       54.88
    5 立石B 神谷  翼斗(1) 吉田  拓己(1) 大場  蒼生(1) 永田  大哉(1)       55.04

深川三B 横山  貴裕(2) 八木  壮太(2) 岩井  大河(2) 三城  暁(2) 失格      
三鷹中等A 欠場      
足立十四B 欠場      

 8組     1 深川二A 田村  陸(3) 冨田  柊(3) 井上  創太(3) 植竹  亮太(2)       47.15
    2 足立十一A 奥田  貫太(3) 清水  郁己(3) 金子  大輝(3) 金﨑  祐享(3)       49.73
    3 開進一C 髙野  竜太朗(3)鈴木  健也(3) 宇井  大晴(3) 小林  直樹(3)       50.49
    4 開進一B 双川  尚昭(2) 粕川  浩志(2) 城田  祥輝(2) 安藤  佑晟(2)       50.88
    5 八坂A 山田  凜士(2) 井上  永慈(3) 髙橋  朝(2) 松田  悠汰(2)       50.96
    6 開進一A 田村  理人(1) 板山  光太朗(1)見付  叙為(1) 平賀  英智(1)       52.79
    7 東大附属B 加藤  颯佑寧(1)齋藤  大勢(1) 安田  武世(1) 千田  倫(1)       54.72
    8 八坂B 奥上  道隆(1) 小原  大輝(1) 蛭川  聖矢(1) 工藤  慧大(2)       56.13

一般高校男子  8/26     1 駒大ACA 佐藤  健翔 赤峰  尚樹 内木  裕也 宮地  洸葉       44.29
    2 立教池袋B 髙見  啓壮(2) 梶山  翔平(1) 門脇  克幸(1) 貝瀬  毅楽(2)       44.89
    3 三鷹中等A 雛田  翔太(2) 関  雄大(2) 柳澤  悠貴(2) 林  優宏(2)       46.68

東大附属A 欠場      
JTFA 欠場      
立教池袋A 欠場      

小共女子  8/26     1 A.F.T.C.A 伊藤  舞(5) ﾇﾜｴﾒ  ｸﾞﾚｰｽ(5)澤田  さくら(5)ﾛｽ  瑚花ｱﾃﾞｨｱ(5)       58.42
    2 城北A.C.A 大塚凛那(4) 原あかり(6) 中西遥音(4) 坂部  あおい(4)     1:02.36

共通女子  8/26  1組     1 深川五A 西垣  琴音(3) 武田  若菜(3) 本田  梨紗(3) 柴崎  千夏(3)       54.86
    2 小岩二A 二本柳  媛佳(2)助川  嘉音(3) 角屋  麻由音(3)越智  美恵(3)       54.87
    3 深川二A 井上  ひなた(3)野澤  沙帆(3) 小杉  茉由(3) 野村  柚里香(3)       55.14
    4 亀戸B 遠田  結子(2) 橋元  日和(2) 外山  涼乃(2) 鈴木  柚葉(2)       56.88
    5 深川五B 山原  由菜(2) 富田  陽向子(2)和田  優羽(2) 日下部  梨央(2)       58.43
    6 亀戸C 定野  心咲(1) 塚田  萌佳(1) 松浦  実菜(1) 山野  琴衣(1)       59.15
    7 東大附属A 深井  祐希(1) 島田  有彩(1) 藁品  空葉(1) 今川  千杏(1)     1:02.68

 2組     1 赤羽岩淵A 砂金  香保里(3)庄司  百花(3) 関根  杏珠(3) 田中  鈴乃(3)       55.28
    2 深川二B 熊谷  衣織(1) 林  萌衣(2) 宮地  和花(1) 熊井  帆乃佳(2)       55.29
    3 桜修館 新里  桃子(1) 福井  里菜(1) 槌田  花(3) 平岡  雪乃(3)       56.26
    4 八坂A 西村  実桜(2) 島村  胡春(2) 荒木  優花(1) 奥山  綸茄(3)       58.21
    5 A.F.T.C.A 宮本  芽生(2) 渡邊  詩韻(2) 渡部  蓉子(2) 吉川  真矢(2)       58.73

第三亀戸B 欠場      
駒沢A 欠場      

 3組     1 立石A 富永  萌花(2) 渡邉  桜々(2) 小野  文緒(2) 末廣  玲奈(2)       53.68
    2 深川三B 黒沢  麻緒(2) 杉村  柊(2) 中村  香凜(2) 大内  梨央(2)       55.58
    3 中瀬B 蓮見  凜(2) 小林  清香(2) 清水  凜(2) 近藤  佑香(2)       56.17
    4 第二砂町B 高橋  美羽香(2)千田  芽依(2) 大場  心晴(2) 多田  桜子(2)       56.96
    5 多摩落合C 稲葉  好香(1) 山﨑  花菜子(1)平尾  帆菜(1) 板山  心(1)       57.15
    6 赤羽岩淵B 飯塚  七海(2) 小野澤  みなみ(2)藤原  菜摘(2) 佐野  若葉(2)       57.28
    7 足立十四C 杉村  未有(1) 佐藤日茉梨(1) 星野  愛佳(2) 飯島  琉月(3)       59.85

足立十四B 欠場      
 4組     1 足立十四A 大竹多美子(3) ﾊﾞﾝｸﾞｰﾅｶﾞﾝﾃﾞ梨名(1)藤田  かな(1) 川西  彩巴(2)       52.70

    2 大泉学園A 清水  実希(1) 木村  美紅(3) 橋本  若奈(1) 松永  莉怜(3)       55.92
    3 深川三C 瀬戸口ひなた(1)後藤  梢(1) 佐久間理緒(1) 相樂  帆乃(1)       56.57
    4 開進四A 富田  心乃(1) 松平  美優(1) 松舘  彩月(1) 町田  七風(1)       57.14
    5 赤羽岩淵C 角岡  真愛(1) 星野  未空(1) 福澤  佑希(1) 武田  優風(1)       57.76
    6 中村C 日向  渚(1) 横山  あすか(1)小宮  愛子(1) 羽山  乃愛(1)       58.17
    7 深川五C 野本  和花(1) 島本  真実(1) 三尾  響(1) 石山  亜胡(1)     1:04.05

十条富士見B嶋田  悠音(2) 古瀬  文菜(2) 菊池  愛(2) 瀬戸  咲来(2)
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 5組     1 深川三A 山下  葵(2) 府川  未来(3) 矢田  ひまり(3)武田  怜子(3)       54.58
    2 第二砂町C 阿部  来海(1) 赤荻  遥日(1) 板垣  唯来(1) 吉川  麻央(1)       55.49
    3 多摩落合A 渡邊  七海(2) 伊丹  日菜(2) 竹内  清礼(2) 廣瀬  愛海(2)       55.73
    4 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂC中村  茉莉(2) 金森  咲也子(2)横瀬  涼香(2) 服部  夏奈(2)       55.82
    5 小岩二B 田島  彩香(2) 斉藤  美伊那(2)中川  莉緒(2) 伊藤  芽唯(2)       57.08
    6 足立十一A 堀口  遥菜(1) 大野  華奈(1) 石井  葉菜(1) 森  瑞葵(1)       57.92
    7 開進一A 星  美羽(2) 田村  春奈(1) 藤島  彩羽(1) 茂木  侑香(2)       58.07
    8 深川三D 山﨑  萌衣(2) 佐藤  里紗(1) 吉田  結菜(1) 鍋田  華音(1)     1:00.34

 6組     1 中村B 宮澤  薫子(2) 瀬口  莉子(2) 大川  あずみ(2)上野  ﾓﾆｶ(2)       53.22
    2 第三亀戸A 古屋  佳音(2) ﾏｯｷｰ  ﾋｶﾘ(2) 渡部  珠生(2) 熊谷  詩織(2)       54.69
    3 亀戸A 山田  梨央(3) 牧瀬  穂里(3) 兵郷  星名(3) 大塚  みあ(3)       55.78
    4 小岩一A 名越  七海(2) 齋藤  幸枝(2) 坂田  悠歌(2) 細貝  佳音(2)       58.42

田柄C 稲垣  茜(2) 瀬谷  衣生(1) 加藤  文音(1) 石川  翠(2) 失格      
十条富士見C小野沢  佳乃(1)吹田  依亜(1) 川﨑  未来(1) 山本  琉瑚(1) 欠場      
第二砂町A 欠場      
十条富士見A秋山  奈々美(3)王  綾(3) 小平  雪子(3) ﾗﾊﾏﾝ  愛望(3) 欠場      

 7組     1 立石B 吉永  璃子(2) 柏﨑  唯(1) 小川  琉生(3) 管野  実咲(3)       52.90
    2 桐ｹ丘A 小林  凛(1) 宮本  英(1) 中尾  美友(1) 鴻田  萌子(3)       54.67
    3 中村A 白川  凜(3) 都  あやか(3) 日向  葵(3) 青木  ちひろ(3)       56.04
    4 王子桜 山本  慧(2) 大城  琴美(2) 及川  華澄(2) 宮寺  奈緒美(1)       56.76
    5 中瀬C 小野寺  瑠花(1)黒沢  友姫(1) 髙橋  結羽(1) 村本  愛羽(1)       57.14
    6 多摩落合B 塚本  京子(2) 中谷  理紗(2) 岡田  涼香(2) 小野  鈴奈(2)       57.92
    7 小岩一B 髙橋  晴香(1) 松本  玲奈(1) 田中  沙季(1) 高橋  志歩(1)       58.16

三鷹中等A 欠場      
一般高校女子  8/26     1 東大附属A 山田  樹里(1) 木暮  知佳(1) 永島  沙羅(1) 大澤  実紗(2)       55.49
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