
所属 所属

ｺｳ ﾖｷ 小岩二中 ｲﾜﾀ ﾁｻﾄ

ｴﾝﾄﾞｳ ｱｽﾞｻ 東葛西中 ﾀﾑﾗ ｼｽﾞｸ 東葛RC

ｵｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 南葛西 ｵﾀﾞｼﾏ ｶﾝﾅ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ﾀﾅﾐ ｻﾔ 小岩二中 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾙﾅ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ﾎﾘｺｼ ﾏｲｶ 清新一中 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｽﾞｸ 東葛RC

ｶﾜﾀﾞ ｺｺ 二之江中 ﾏﾂｼﾀ ﾘﾝｺ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ﾏｴｼﾏ ｱｵｲ 南葛西 ｶﾄｳ ﾏｵ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ｺｽｷﾞ ﾉﾉｶ ドリーム ｼﾉｽﾞｶ ｶﾉﾝ 東葛RC

ﾎﾘﾀﾆ ﾕｲ 小岩二中 ﾅｶﾉ ﾘｱ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ｶﾈｺ ｻｸﾗ 小岩二中 ﾌﾅｺｼ ﾏｲ 瑞江三中

ﾒｸﾞﾛ  ﾘｵﾝ 清新JAC ﾌｼﾞｵｶ ｴﾏ 南葛西

ﾅｶﾑﾗ ｱﾘｻ 小岩二中 ﾏｴﾊﾗ ﾁﾅ 瑞江三中

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅ 清新一中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｽｽﾞ 小岩二中

ｲﾄｳ ﾌｳﾘ 二之江中 ｾｵ ｽｽﾞｶ 瑞江三中

ﾆｼﾔﾏ ﾂｸﾞﾐ 篠崎中 ｵｶﾞﾐ ｷｺ 清新一中

ﾀｷｻﾞﾜ ﾁﾅ 小岩二中 ｷｿｶﾞﾜ ﾅﾉﾊ 瑞江三中

ﾀﾆｶﾜ ﾙﾅ ドリーム ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 篠崎中

ﾀﾅｶ ﾓﾅ 小岩二中

ｶﾏﾀ ﾄﾜ 二之江中 中学B（目標４分45秒）

ｻﾉ ｼﾞｭﾘ 篠崎中

ｲｼｶﾜ ｶﾎ 清新一中 所属

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾕｲ ドリーム ﾂﾙﾏｷ ｺﾊﾙ 東葛RC

ﾋﾙﾀ ｺﾊﾙ 小岩二中 ｱﾏﾐﾔ ｻｴ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ｾｷ ﾕｲﾅ 二之江中 ｺﾊﾞﾔｼ  ｱﾔﾈ 清新JAC

ｶｶﾞﾜ ﾏｵ 篠崎中 ﾓﾄﾊｼ ﾊﾙﾅ 板一中

ﾐｽﾞﾉ ｱｶﾘ ドリーム ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳｺ レジェンズ

ｲｼｶﾜ ﾘｾ 二之江中 ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 藤村女高

ｻｶﾓﾄ ﾐｸ 千住ｼﾞｭﾆｱ ｶｷﾇﾏ  ﾆｺ 清新JAC

ｱｲﾐ ｵﾄ 瑞江三中 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ

ｼｮｳｼﾞ ﾕﾏ ドリーム ﾀｶｼﾛ ｻｷｶ 東葛西中

ﾌﾙﾀ ﾊﾅ 清新一中 ｻﾙﾔ ｱﾙｶ 藤村女高

ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 小岩二中

ﾜﾀﾞ ﾄﾓｶ ドリーム

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾃﾞ 小岩二中

ﾌｼﾞｻｷ ﾕｽﾞｶ 二之江中

ｺｼﾞﾏ ﾅｷﾞｻ 篠崎中

ﾌｼﾞｼﾛ ﾐｸ 二之江中

ﾓﾘ ﾏﾘﾉ 南葛西

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾅ 清新一中



第１回江戸川オープン長距離陸上競技記録会　 大会コード：21 13 0759

（令和３年11月７日（日）：江戸川区陸上競技場） ※競技開始時刻の順序で記載しております。 競技場コード：133250

No.４　中学男子１500ｍ　E（目標５分15秒） No.５　中学男子１500ｍ　E（目標５分15秒）

競技開始　10時05分 招集完了９時55分 競技開始　10時20分 招集完了10時10分

組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 年 所属 記録 組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 年 所属 記録

① 1 148 宮永 陽太 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾖｳﾀ 6 ドリーム ③ 1 372 矢城 凌 ﾔｼﾛ ﾘｮｳ 2 篠崎中

2 230 髙阿田 快空 ﾀｶｱﾀ ｶｲﾗ 2 南葛西 2 326 玉城 慶汰 ﾀﾏｼﾛ ｹｲﾀ 1 小岩二中

3 284 山口 湊太朗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀﾛｳ 1 瑞江三中 3 153 唐鎌 琉依 ｶﾗｶﾏ ﾙｲ 5 ドリーム

4 317 池田 佑也 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾔ 2 小岩二中 4 291 瀬尾 竜生 ｾｵ ﾘｭｳｾｲ 1 瑞江三中

5 342 菅野 駿 ｽｶﾞﾉ ｼｭﾝ 1 二之江中 5 378 田島 怜 ﾀｼﾞﾏ ﾚｲ 1 篠崎中

6 376 大森 将輝 ｵｵﾓﾘ ﾏｻｷ 1 篠崎中 6 235 松本 倖河 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｶﾞ 1 南葛西

7 362 石和 空虎 ｲｼﾜ ｿﾗﾄ 2 二之江中 7 354 横地 志庵 ﾖｺﾁ ｼｱﾝ 2 二之江中

8 324 関野 龍牙 ｾｷﾉ ﾘｭｳｶﾞ 1 小岩二中 8 381 山本 健人 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 1 篠崎中

9 236 谷 涼介 ﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 1 南葛西 9 287 大石 虎汰朗 ｵｵｲｼ ｺﾀﾛｳ 1 瑞江三中

10 352 浅野 登哉 ｱｻﾉ ﾄｳﾔ 2 二之江中 10 275 青柳 湧大 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 2 瑞江中

11 373 稲葉 透也 ｲﾅﾊﾞ ﾄｳﾔ 1 篠崎中 11 229 福原 碧 ﾌｸﾊﾗ ｱｵｲ 2 南葛西

12 154 岡田 海翔 ｵｶﾀﾞ ｶｲﾄ 5 ドリーム 12 150 小林 幹太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 6 ドリーム

13 355 清水 碧月 ｼﾐｽﾞ ｱﾂｷ 2 二之江中 13 264 阿部 翔和 ｱﾍﾞ ﾄﾜ 2 清新一中

14 379 野口 耀太郎 ﾉｸﾞﾁ ﾖｳﾀﾛｳ 1 篠崎中 14 320 大塚 駿祐 ｵｵﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 1 小岩二中

15 265 小田垣 青澄 ｵﾀﾞｶﾞｷ ｱｵﾄ 2 清新一中 15 344 横田 雄哉 ﾖｺﾀ ﾕｳﾔ 2 二之江中

16 151 井原 啓汰 ｲﾊﾗ ｹｲﾀ 6 ドリーム 16 357 鈴木 健介 ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ 2 二之江中

17 288 岡野 瞬 ｵｶﾉ ｼｭﾝ 1 瑞江三中 17 375 牛田 和喜 ｳｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 1 篠崎中

18 321 大槻 樹 ｵｵﾂｷ ｲﾂｷ 1 小岩二中 18 323 鈴木 裕眞 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 1 小岩二中

19 382 吉村 純 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 1 篠崎中

② 1 353 岩佐 悠生 ｲﾜｻ ﾕｳｷ 2 二之江中 No.６　中学男子１500ｍ　D（目標５分00秒）

2 356 菅井 晴孔 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｸ 2 二之江中 競技開始　10時30分 招集完了10時20分

3 322 倉田 迅人 ｸﾗﾀ ﾊﾔﾄ 1 小岩二中 組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 年 所属 記録

4 152 楠本 陸登 ｸｽﾓﾄ ﾘｸﾄ 5 ドリーム ① 1 358 内田 康太郎 ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 2 二之江中

5 374 岩本 海斗 ｲﾜﾓﾄ ｶｲﾄ 1 篠崎中 2 369 天野 圭祐 ｱﾏﾉ ｹｲｽｹ 2 篠崎中

6 286 兼子 祟琉 ｶﾈｺ ﾀｹﾙ 1 瑞江三中 3 137 関根 広大 ｾｷﾈ ｺｳﾀﾞｲ 1 東葛RC

7 318 一ノ瀬 柊 ｲﾁﾉｾ ｼｭｳ 2 小岩二中 4 258 平川 嵩真 ﾋﾗｶﾜ ｼｭｳﾏ 1 東葛西中

8 343 相澤 黎 ｱｲｻﾞﾜ ﾚｲ 1 二之江中 5 279 福山 琉斗 ﾌｸﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 2 瑞江三中

9 371 髙内 一真 ﾀｶｳﾁ ｶｽﾞﾏ 2 篠崎中 6 231 保戸田 理久 ﾎﾄﾀﾞ ﾘｸ 2 南葛西

10 112 杉山 龍太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 6 東葛RC 7 359 江面 虎次郎 ｴﾂﾞﾗ ｺｼﾞﾛｳ 2 二之江中

11 234 山中 大翔 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾄ 1 南葛西 8 259 本間 飛翔 ﾎﾝﾏ ﾋｶﾙ 1 東葛西中

12 377 酒井 創大 ｻｶｲ ｿｳﾀ 1 篠崎中 9 88 加藤 悠真 ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 6 千住ｼﾞｭﾆｱ

13 325 三浦 碧珠 ﾐｳﾗ ｱｲｼﾞｭ 1 小岩二中 10 47 伊藤 翔貴 ｲﾄｳ ｼｮｳｷ 6 清新JAC

14 290 小玉 陸翔 ｺﾀﾞﾏ ﾘｸﾄ 1 瑞江三中 11 85 𠮷田 竣貴 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｷ 6 千住ｼﾞｭﾆｱ

15 380 松本 惇弘 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 1 篠崎中 12 45 濵口 一楓 ﾊﾏｸﾞﾁ  ｲﾌﾞｷ 6 清新JAC

16 240 鷲見 知維 ｽﾐ ﾄﾓｲ 1 葛西三中 13 147 豊里 壮矢 ﾄﾖｻﾞﾄ ｿｳﾔ 5 ドリーム

17 266 平山 蒼 ﾋﾗﾔﾏ ｱｵ 2 清新一中

18 149 武士 政伸 ﾀｹｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 6 ドリーム



所属 所属

竹之下 琉輝人 ﾀｹﾉｼﾀ ﾙｷﾄ 瑞江三中 ｼﾉﾓﾘ ﾖｳｽｹ KAC

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｺｳﾀﾛｳ 清新JAC ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｷ

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊｸｶﾞ 千住ｼﾞｭﾆｱ ﾋｶｹﾞ ﾂﾊﾞｻ

ﾏｴﾊﾗ ｶｲﾙ 篠崎中 ｸﾘﾊﾗ ｱﾂﾋﾄ TKRC

ｲﾄｳ  ﾋﾛｷ 清新JAC ｶｻｲ ﾘｮｳﾀ 國大陸同

ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ 千寿桜堤 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 東京陸協

ｱﾐﾉ ﾏｺﾄ 瑞江三中 ｱｻｶﾜ ｹｲｼﾞ 國大陸同

ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾀ 小岩二中 ﾑﾀｲ ｶｽﾞﾖｼ 小岩二中

ｼｼｸﾗ ﾊﾙﾏ 東葛RC ﾋｶｹﾞ ｱﾂｼ

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 小岩三中

ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄ 篠崎中

ｺﾝﾉ ｱﾗﾀ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ﾔｷﾞｭｳ  ｺｳﾒｲ 清新JAC

ﾊﾊﾞ ｶｲｼｭｳ 瑞江三中

ﾖｺﾔﾏ  ﾊﾙﾏ 清新JAC

所属

ｷﾀﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 篠崎中

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾌﾐﾀｶ 早実中

ﾊﾞﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 野田Ｊｒ

ｶﾄｳ ﾊﾙｷ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ﾀﾆｻﾜ ﾏｻﾄ 篠崎中

ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 南中野中

ｱｻﾀﾞ ﾕｲﾄ 千住ｼﾞｭﾆｱ

ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝ 篠崎中

ﾖｼﾉ ｺｳﾖｳ 千住ｼﾞｭﾆｱ



第１回江戸川オープン長距離陸上競技記録会　 大会コード：21 13 0759

（令和３年11月７日（日）：江戸川区陸上競技場） ※競技開始時刻の順序で記載しております。 競技場コード：133250

No.１０　小学女子１０00ｍ No.１１　小学女子１０00ｍ

競技開始　11時10分 招集完了11時00分 競技開始　11時20分 招集完了11時10分

組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 年 所属 記録 組 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 年 所属 記録

① 1 166 内藤 結暖 ﾅｲﾄｳ ﾕﾉﾝ 1 野田Ｊｒ ③ 1 175 倉持 乙女 ｸﾗﾓﾁ ｵﾄﾒ 4 野田Ｊｒ

2 13 根本 陽向 ﾈﾓﾄ ﾋﾅﾀ 3 チー柴 2 179 岡田 怜煌 ｵｶﾀﾞ ﾚﾉｱ 5 野田Ｊｒ

3 178 若林 咲希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻｷ 4 野田Ｊｒ 3 114 高島 陽来 ﾀｶｼﾏ ﾊﾙｸ 5 東葛RC

4 228 椛木 優香 ｶﾊﾞｷ ﾕｳｶ 1 4 94 岩瀬 紗和 ｲﾜｾ ｻﾜ 6 千住ｼﾞｭﾆｱ

5 165 大塚 乃愛 ｵｵﾂｶ ﾉｱ 1 野田Ｊｒ 5 115 小林 優空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ 3 東葛RC

6 68 宮里 ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ﾐﾔｻﾞﾄ  ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 1 清新JAC 6 167 岡田 煌歩 ｵｶﾀﾞ ｷﾅﾎ 2 野田Ｊｒ

7 164 間中 陽希 ﾏﾅｶ ﾋﾅｷ 1 野田Ｊｒ 7 93 神長 優里 ｶﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾘ 6 千住ｼﾞｭﾆｱ

8 226 長谷川 茉帆 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾎ 1 8 185 須賀 紬 ｽｶ ﾂﾑｷﾞ 6 野田Ｊｒ

9 69 栗林 美凪 ｸﾘﾊﾞﾔｼ  ﾐﾅ 1 清新JAC 9 128 関根 菜乃 ｾｷﾈ ﾅﾉ 5 東葛RC

10 173 張谷 澪友 ﾊﾘﾔ ﾐｺﾄ 3 野田Ｊｒ 10 96 加藤 真奈 ｶﾄｳ ﾏﾅ 4 千住ｼﾞｭﾆｱ

11 249 藤田 玲央奈 ﾌｼﾞﾀ ﾚｵﾅ 2 11 180 逆井 心菜 ｻｶｻｲ ｺｺﾅ 5 野田Ｊｒ

12 161 田代 りつ花 ﾀｼﾛ ﾘﾂｶ 1 12 130 長山 未彩 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｱ 5 東葛RC

13 14 林 佳杏奈 ﾊﾔｼ ｶﾝﾅ 2 チー柴 13 182 馬場 瑛 ﾊﾞﾊﾞ ｴｲﾙ 5 野田Ｊｒ

14 176 佐野 玲奈 ｻﾉ ﾚﾅ 4 野田Ｊｒ 14 144 玉川 結菜 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾕﾅ 5 チーム柏

15 116 小林 莉空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾗ 2 東葛RC 15 132 西山 萌々花 ﾆｼﾔﾏ ﾓﾓｶ 5 東葛RC

16 174 金子 花梨 ｶﾈｺ ｶﾘﾝ 3 野田Ｊｒ 16 184 村松 汐莉 ﾑﾗﾏﾂ ｼｵﾘ 6 野田Ｊｒ

17 123 利根川 優香 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾕｳｶ 1 東葛RC 17 145 潮田 結衣 ｳｼｵﾀﾞ ﾕｲ 5 チーム柏

② 1 177 武内 美鈴 ﾀｹｳﾁ ﾐｽｽﾞ 4 野田Ｊｒ ④ 1 122 利根川 仁美 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 4 東葛RC

2 103 森田 莉穂奈 ﾓﾘﾀ ﾘｵﾅ 3 東葛RC 2 62 青木 柚奈 ｱｵｷ  ﾕﾅ 6 清新JAC

3 181 倉部 明愛 ｸﾗﾍﾞ ﾒｲ 5 野田Ｊｒ 3 119 赤塚 琉水 ｱｶﾂｶ ルミ 6 東葛RC

4 242 西岡 樹沙 ﾆｼｵｶ ｷｻ 6 東京陸協 4 64 栗林 美羽 ｸﾘﾊﾞﾔｼ  ﾐｳ 6 清新JAC

5 67 栗林 美帆 ｸﾘﾊﾞﾔｼ 林 ﾐﾎ 3 清新JAC 5 183 榎本 陽菜 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙﾅ 6 野田Ｊｒ

6 117 田村 ゆきみ ﾀﾑﾗ ﾕｷﾐ 5 東葛RC 6 120 小林 杏菜 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ 5 東葛RC

7 168 駒﨑 瑚々望 ｺﾏｻﾞｷ ｺｺﾉ 2 野田Ｊｒ 7 316 齋藤 美彩紀 ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ 5

8 131 長山 歩希 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾎﾉ 2 東葛RC 8 134 佐藤 朱莉 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 5 東葛RC

9 169 森田 栞奈 ﾓﾘﾀ ｶﾝﾅ 2 野田Ｊｒ 9 66 大野ｸﾞｪﾝ 亜優 ｵｵﾉｸﾞｪﾝ ｱﾕ 4 清新JAC

10 121 小林 柚菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 3 東葛RC 10 12 渡邉 沙紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 5 チー柴

11 11 杉浦 静香 ｽｷﾞｳﾗ ｼｽﾞｶ 5 チー柴 11 97 髙橋 希ノ葉 ﾀｶﾊｼ ﾉﾉﾊ 4 千住ｼﾞｭﾆｱ

12 186 大和 澄玲 ﾔﾏﾄ ｽﾐﾚ 6 野田Ｊｒ 12 143 椎橋 千怜 ｼｲﾊﾞｼ ﾁｻﾄ 6 チーム柏

13 10 斉藤 璃子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 6 チー柴 13 111 森谷 日向タ ﾓﾘﾔ ﾋﾅﾀﾀ 5 東葛RC

14 170 荒川 紗瑛 ｱﾗｶﾜ ｻｴ 3 野田Ｊｒ 14 63 渡辺 葉凪 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾊﾅ 6 清新JAC

15 162 太田 楓生 ｵｵﾀ ﾌｳ 6 SLRC 15 110 長塚 結南 ﾅｶﾞﾂｶ ﾕｲﾅ 6 東葛RC

16 171 椎山 百々花 ｼｲﾔﾏ ﾓﾓｶ 3 野田Ｊｒ 16 92 長 優里花 ﾁｮｳ ﾕﾘｶ 6 千住ｼﾞｭﾆｱ

17 172 野口 侑里 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 3 野田Ｊｒ 17 104 小森 心結 ｺﾓﾘ ﾐﾕ 5 東葛RC



第１回江戸川オープン長距離陸上競技記録会　 大会コード：21 13 0759

（令和３年11月７日（日）：江戸川区陸上競技場） ※競技開始時刻の順序で記載しております。 競技場コード：133250

No.１２　小学男子１０00ｍ No.１３　小学男子１０0０ｍ

競技開始　11時30分 招集完了11時20分 競技開始　11時40分 招集完了11時30分

組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 年 所属 記録 組 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 年 所属 記録

① 1 202 鳥海 裕太 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳﾀ 3 野田Ｊｒ ③ 1 310 岡崎 悠理 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾘ 5 城北AC

2 198 大橋 遥 ｵｵﾊｼ ﾊﾙ 3 野田Ｊｒ 2 102 森田 悠馬 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾏ 6 東葛RC

3 193 嵯峨 琉生 ｻｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 3 野田Ｊｒ 3 218 椎名 流星 ｼｲﾅ ﾙｷｱ 6 野田Ｊｒ

4 196 墨野倉 旭 ｽﾐﾉｸﾗ ｱｻﾋ 3 野田Ｊｒ 4 51 小口 大翔 ｵｸﾞﾁ  ﾀｲｶﾞ 4 清新JAC

5 204 木村 大翔 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ 3 野田Ｊｒ 5 52 佐藤 麟太郎 ｻﾄｳ  ﾘﾝﾀﾛｳ 4 清新JAC

6 191 大井 煌生 ｵｵｲ ｺｳｾｲ 2 野田Ｊｒ 6 105 小森 壱晴 ｺﾓﾘ ｲﾁｾｲ 2 東葛RC

7 364 関根 琉翔 ｾｷﾈ  ﾘｭｳﾄ 2 清新JAC 7 223 奥村 颯士 ｵｸﾑﾗ ｿｳｼ 6 野田Ｊｒ

8 190 染谷 旺佑 ｿﾒﾔ ｵｳｽｹ 2 野田Ｊｒ 8 7 老沼 賢心 ｵｲﾇﾏ ｹﾝｼﾝ 5 チー柴

9 200 大塚 稜馬 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳﾏ 3 野田Ｊｒ 9 1 伊澤 歩生 ｲｻﾞﾜ ｱｵｲ 4 SLRC

10 15 畠山 叶成 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾅﾙ 2 チー柴 10 224 山口 優真 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾝ 6 野田Ｊｒ

11 195 藤崎 叶真 ﾌｼﾞｻｷ ﾄｳﾏ 3 野田Ｊｒ 11 50 高嶋 晄士 ﾀｶｼﾏ  ｱｷﾄ 5 清新JAC

12 197 市之瀬 勇人 ｲﾁﾉｾ ﾊﾔﾄ 3 野田Ｊｒ 12 5 渡川 凪 ﾄｶﾞﾜ ﾅｷﾞ 5 チー柴

13 199 染谷 龍 ｿﾒﾔ ﾘｭｳ 3 野田Ｊｒ 13 100 米本 翔 ﾖﾈﾓﾄ ｼｮｳ 3 東葛RC

14 201 田部 龍汰 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 3 野田Ｊｒ 14 57 渡邊 瑛史 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｴｲｼ 4 清新JAC

15 203 相川 瑠輝亜 ｱｲｶﾜ ﾙｷｱ 3 野田Ｊｒ 15 222 椎山 十帆 ｼｲﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 6 野田Ｊｒ

16 188 佐野 駿斗 ｻﾉ ﾊﾔﾄ 2 野田Ｊｒ 16 311 梯 太陽 ｶｹﾊｼ ﾀｲﾖｳ 4 城北AC

17 56 高橋 寛 ﾀｶﾊｼ  ｶﾝ 4 清新JAC 17 220 深瀬 凜太郎 ﾌｶｾ ﾘﾝﾀﾛｳ 6 野田Ｊｒ

18 192 倉部 光輝 ｸﾗﾍﾞ ﾐﾂｷ 3 野田Ｊｒ 18 8 山田 琉碧 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲ 3 チー柴

19 194 若林 晃希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 3 野田Ｊｒ 19 219 小石沢 大翔 ｺｲｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 6 野田Ｊｒ

20 187 張谷 湊友 ﾊﾘﾔ ﾐﾅﾄ 1 野田Ｊｒ 20 125 淺村 奏太 ｱｻﾑﾗ ｶﾅﾀ 3 東葛RC

21 60 小塚 授琉 ｺﾂﾞｶ  ｼﾞｭﾙ 1 清新JAC 21 54 安部 智樹 ｱﾍﾞ  ﾄﾓｷ 4 清新JAC

22 189 間宮 小二郎 ﾏﾐﾔ ｺｼﾞﾛｳ 2 野田Ｊｒ 22 221 金井 優空 ｶﾅｲ ｿﾗ 6 野田Ｊｒ

② 1 211 染谷 環太 ｿﾒﾔ ｶﾝﾀ 5 野田Ｊｒ ④ 1 89 小峰 太樹 ｺﾐﾈ ﾀｲｼﾞｭ 6 千住ｼﾞｭﾆｱ

2 9 杉浦 琉也 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｭｳﾔ 3 チー柴 2 4 樋口 隼 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 6 東京陸協

3 363 佐藤 剣心 ｻﾄｳ  ｹﾝｼﾝ 2 清新JAC 3 87 赤尾杉 夏斗 ｱｶｵｽｷﾞ ﾅﾂ 6 千住ｼﾞｭﾆｱ

4 217 倉持 元気 ｸﾗﾓﾁ ｹﾞﾝｷ 6 野田Ｊｒ 4 99 塚原 冬伍 ﾂｶﾊﾗ ﾄｳｺﾞ 5 東葛RC

5 135 佐藤 正宗 ｻﾄｳ ﾏｻﾑﾈ 2 東葛RC 5 309 松岡 真輝 ﾏﾂｵｶ ﾏｻｷ 6 城北AC

6 215 大塚 登馬 ｵｵﾂｶ ﾄｳﾏ 5 野田Ｊｒ 6 86 多比良 京弥 ﾀﾋﾗ ｷｮｳﾔ 6 千住ｼﾞｭﾆｱ

7 139 本間 雪斗 ﾎﾝﾏ ﾕｷﾄ 6 チーム柏 7 113 高島 夕海 ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾄ 6 東葛RC

8 214 野平 大椰 ﾉﾋﾗ ﾀﾞｲﾔ 5 野田Ｊｒ 8 251 渡邉 翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 6

9 126 淺村 稀樹 ｱｻﾑﾗ ﾀﾂｷ 1 東葛RC 9 107 飯塚 篤弥 ｲｲﾂﾞｶ ｱﾂﾔ 6 東葛RC

10 205 内藤 楽 ﾅｲﾄｳ ﾗｸ 3 野田Ｊｒ 10 141 斉藤 煌真 ｻｲﾄｳ ｺｳﾏ 5 チーム柏

11 58 柘植 壮太 ﾂｹﾞ  ｿｳﾀ 3 清新JAC 11 163 太田 朔哉 ｵｵﾀ ｻｸﾔ 4 SLRC

12 209 山口 煌心 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾝ 4 野田Ｊｒ 12 109 根上 漣 ﾈｶﾞﾐ ﾚﾝ 6 東葛RC

13 142 奥山 泰成 ｵｸﾔﾏ ﾀｲｾｲ 4 チーム柏 13 308 江上 泰正 ｴｶﾞﾐ ﾀｲｾｲ 6 城北AC

14 133 西山 譲 ﾆｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 2 東葛RC 14 106 唐木 陽大 ｶﾗｷ ｱｷﾋﾛ 6 東葛RC

15 210 染谷 利央 ｿﾒﾔ ﾘｵ 5 野田Ｊｒ 15 140 野口 大輔 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 5 チーム柏

16 212 西山 拓輝 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｷ 5 野田Ｊｒ 16 129 倉持 壮 ｸﾗﾓﾁ ｿｳｼ 5 東葛RC

17 213 西 将生 ﾆｼ ﾏｻｷ 5 野田Ｊｒ 17 138 高田 和幸 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 6 チーム柏

18 216 弘永 将大 ﾋﾛﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 5 野田Ｊｒ 18 90 岡﨑 翔 ｵｶｻﾞｷ ｶｹﾙ 5 千住ｼﾞｭﾆｱ

19 59 嶋根 恵 ｼﾏﾈ  ｹｲ 1 清新JAC 19 53 須山 慶 ｽﾔﾏ  ｹｲ 4 清新JAC

20 206 椎名 皇成 ｼｲﾅ ｺｳｾｲ 4 野田Ｊｒ 20 6 五十嵐 大晴 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｾｲ 5 チー柴

21 208 榎本 光希 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｷ 4 野田Ｊｒ 21 55 三日尻 陸 ﾐｶｼﾞﾘ  ﾘｸ 4 清新JAC

22 207 金井 謙心 ｶﾅｲ ｹﾝｼﾝ 4 野田Ｊｒ 22 91 北山 凌太朗 ｷﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 4 千住ｼﾞｭﾆｱ

23 127 関根 快 ｾｷﾈ ｶｲ 5 東葛RC



第１回江戸川オープン長距離陸上競技記録会　 大会コード：21 13 0759

（令和３年11月７日（日）：江戸川区陸上競技場） ※競技開始時刻の順序で記載しております。 競技場コード：133250

No.１４　中学女子3000ｍ No.１５　中学男子3000ｍ

競技開始　11時55分 招集完了11時45分 競技開始　12時10分 招集完了12時00分

組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 年 所属 記録 組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 年 所属 記録

① 1 42 大木 優奈 ｵｵｷ  ﾕﾅ 1 清新JAC ① 1 3 樋口 総司 ﾋｸﾞﾁ ｿｳｼﾞ 2 堀切中

2 263 竹安 結衣 ﾀｹﾔｽ ﾕｲ 3 清新一中 2 29 大藤 真之 ﾀﾞｲﾄｳ  ﾏｻﾕｷ 2 清新JAC

3 38 矢作 彩音 ﾔﾊｷﾞ  ｱﾔﾈ 3 清新JAC 3 77 山川 朔太朗 ﾔﾏｶﾜ ｻｸﾀﾛｳ 1 千住ｼﾞｭﾆｱ

4 78 大塚 あかり ｵｵﾂｶ ｱｶﾘ 3 千住ｼﾞｭﾆｱ 4 31 山本 大幹 ﾔﾏﾓﾄ  ﾀﾞｲｷ 1 清新JAC

5 43 青木 萌奈 ｱｵｷ  ﾓﾅ 1 清新JAC 5 124 淺村 蒼士 ｱｻﾑﾗ ｿｳｼ 1 東葛RC

6 41 永渡 希音 ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾉﾉﾝ 1 清新JAC 6 34 原 智尋 ﾊﾗ  ﾁﾋﾛ 1 清新JAC

7 306 宇野 木花 ｳﾉ ｺﾉｶ 3 城北AC 7 304 松下 幸永 ﾏﾂｼﾀ ﾕｷﾄ 1 城北AC

8 40 水城 央 ﾐｽﾞｷ  ﾋﾛ 2 清新JAC 8 35 矢部 瑞希 ﾔﾍﾞ  ﾐｽﾞｷ 1 清新JAC

9 44 廣瀬 美柚 ﾋﾛｾ  ﾐﾕ 1 清新JAC 9 297 丸山 一慶 ﾏﾙﾔﾏ ｲｯｹｲ 3 城北AC

10 269 恒本 風奏 ﾂﾈﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ 2 清新一中 10 37 江口 夢十 ｴｸﾞﾁ  ﾕﾒﾄ 1 清新JAC

11 307 冠城 彩乃 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｱﾔﾉ 2 城北AC 11 274 杉野 主宙 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 1 清新一中

12 301 濱田 恵馬 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲﾏ 2 城北AC

No.１６　高校・一般男子・女子5000ｍ 13 33 庄司 勇吹 ｼｮｳｼﾞ  ｲﾌﾞｷ 1 清新JAC

競技開始　12時40分 招集完了12時30分 14 36 大給 真生 ｵｷﾞｭｳ  ﾏｻｷ 1 清新JAC

組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 所属 記録 15 295 坂口 海斗 ｻｶｸﾞﾁ ｶｲﾄ 3 城北AC

① 1 339 菊池 吉紘 ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾛ 東京陸協 16 303 沼上 悠真 ﾇﾏｶﾞﾐ ﾕｳﾏ 1 城北AC

2 292 有福 悠汰 ｱﾘﾌｸ ﾕｳﾀ 早大同 17 32 内藤 駿 ﾅｲﾄｳ  ｼｭﾝ 1 清新JAC

3 241 西岡 樹輝 ﾆｼｵｶ ﾀﾂｷ 都若総高 18 305 山田 真士 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 1 城北AC

4 257 岩瀬 弘之 ｲﾜｾ ﾋﾛﾕｷ ＳWＡＣ ② 1 293 角張 凜 ｶｸﾊﾞﾘ ｶﾚﾝ 3 城北AC

5 253 須川 嘉一郎 ｽｶﾞﾜ ｶｲﾁﾛｳ 2 20 山本 拓歩 ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｸﾐ 3 清新JAC

6 276 前田 裕樹 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 東京陸協 3 262 本木 雅規 ﾓﾄｷ ﾏｻﾉﾘ 3 清新一中

7 248 髙田 由基 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｷ 東京陸協 4 25 橋本 翼 ﾊｼﾓﾄ  ﾂﾊﾞｻ 3 清新JAC

8 314 黒田 岳志 ｸﾛﾀﾞ ﾀｹｼ 湾岸TC 5 23 浅井 怜 ｱｻｲ  ﾚｲ 3 清新JAC

9 243 御廐敷 志乃 ｵﾝﾏﾔｼｷ ｼﾉ 帝科大 6 300 髙橋 大智 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 2 城北AC

10 246 村 朋香 ﾑﾗ ﾄﾓｶ 帝科大 7 24 中村 幸太郎 ﾅｶﾑﾗ  ｺｳﾀﾛｳ 3 清新JAC

11 244 田口 綾乃 ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 帝科大 8 27 小林 駆 ｺﾊﾞﾔｼ  ｶｹﾙ 2 清新JAC

12 245 白樫 典子 ｼﾗｶｼ ﾉﾘｺ 帝科大 9 299 貝塚 祐 ｶｲﾂﾞｶ ﾀｽｸ 2 城北AC

13 247 山口 あずさ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ 帝科大 10 28 曽我 瑛 ｿｶﾞ  ｱｷﾗ 2 清新JAC

11 302 森 啓太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 2 城北AC

12 26 小林 天 ｺﾊﾞﾔｼ  ｿﾗ 2 清新JAC

13 360 中里 温明 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊﾙｱｷ 3 二之江中

14 22 熊崎 陸 ｸﾏｻﾞｷ  ﾘｸ 3 清新JAC

15 296 林 春空 ﾊﾔｼ ﾊﾙｱ 3 城北AC

16 21 神邑 亮佑 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 3 清新JAC

17 298 向津 翼 ﾑｶﾂ ﾂﾊﾞｻ 3 城北AC

18 361 落合 大貴 ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲｷ 2 二之江中

19 294 岸本 駿吾 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝｺﾞ 3 城北AC


