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第５２回 青梅市民体育大会「陸上競技」結果一覧    2011年10月16日

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

所　属 所　属 所　属 所　属 所　属 所　属

小学男子４年 山崎　駿 15"4 恩田　颯真 川野　勝史 乙丸　裕也 荒内　陽樹 保坂　風我

１００ｍ (河辺小) （±0m） (一小) (二小) (七小) (若草小) (河辺小)

小学男子５年 島﨑　幹哉 15"4 奥村　優貴 吉田　尚史 島﨑　正哉 加藤　翔大 森谷　彰太

１００ｍ (五小) （-0.2m） (若草小) (今井小) (五小) (霞台小) (今井小)

小学男子６年 中野　大輔 13"2 大内　広昭 古澤　利樹 宍倉　翔太 相田　主税 近藤　諒

１００ｍ (七小) （-0.9m） (二小) (一小) (河辺小) (若草小) (若草小)

小学男子４年 山口　璃空 棚田　翼 鹿島　琉緯 井手　昌敏 福田　康太 大西　紘士朗

１５００ｍ (霞台小) (河辺小) (霞台小) (河辺小) (今井小) (吹上小)

小学男子５年 山口　凌 石井　汰樹 中野　正太 立川　哲平 西田　隆聖 横島　龍偉

１５００ｍ (今井小) (友田小) (河辺小) (霞台小) (三小) (今井小)

小学男子６年 長野　飛龍 棚田　大地 小山　将弥 竹島　裕貴 眞鳥　耕太 木嶋　勇輔

１５００ｍ (霞台小) (河辺小) (六小) (若草小) (六小) (若草小)

中学男子１年 武田　勇太 12"8 合田　竜一 堀江　晶太 工藤　優輝 武本　雄大 土方　竜介

１００ｍ (一中) （-0.8m） (泉中) (新町中) (泉中) (霞台中) (西中)

中学男子２年 鈴木　晟 12"6 吉田　巨人 桑原　祐斗 上野　哲也 石川　良我 木村　光希

１００ｍ (泉中) （+1.6m） (新町中) (霞台中) (泉中) (三中) (泉中)

中学男子３年 横川　滉鷹 12"1 羽賀　祥真 東海林　颯 橋本　侑弥 浜中　優佑 小野　大樹

１００ｍ (二中) （+0.6m） (霞台中) (二中) (西中) (西中) (二中)

中学男子１年 野上　翔大 佐藤　寅奏 神定　修 大久保　智法 笹　紘輝 関谷　宏夢

３０００ｍ (二中) (新町中) (泉中) (二中) (霞台中) (西中)

中学男子２年 小山　大輝 山中　優 森田　恭平 寺本　和真 木村　悠耶 藤井　周作

３０００ｍ (西中) (霞台中) (泉中) (新町中) (西中) (霞台中)

中学男子３年 軽石　将一 青木　一葉 伊東　修平 佐藤　奏一 笹原　啓資

３０００ｍ (霞台中) (西中) (二中) (二中) (泉中)

中学男子１年 矢崎　友裕 関戸　淳平 高橋　力也 関口　拓馬 久保　琳太郎 鈴木　達也

走幅跳 (西中) (泉中) (二中) (二中) (西中) (一中)

中学男子２年 塚澤　直也 中村　匠吾 山宮　斗宏 久保　弥巳 和田　疾風 奈良野　幸也

走幅跳 (二中) (新町中) (二中) (新町中) (西中) (新町中)

中学男子３年 越沼　央光 石田　洋介 森山　嘉文 大久保　弘幸

走幅跳 (霞台中) (二中) (霞台中) (二中)

一般男子 榎本　将典 12"7

１００ｍ (アロカ好走会) （±0m）

一般男子 平山　航 植田　忠昭

１５００ｍ (青梅走友会) (五小)

3m83

3m61

4m384m595m26 5m00

5'13"0 6'27"0

4m88 4m25 4m22 4m16 4m07

4m41 4m29 4m13 4m12 4m03

10'31"0 10'38"0 11'28"0 11'45"0 12'02"0 12'12"0

10'13"0 11'10"0 11'11"0 11'50"0 11'56"0

12"2 12"4 12"5 12"7 14"2

11'02"0 11'20"0 11'24"0 11'34"0 12'06"0 12'06"0

12"9 13"2 13"5 13"5 13"7

12"7 12"8 12"8 12"9 13"0

5'31"0 5'42"0 5'45"0 5'58"0 6'02"0 6'10"0

5'34"0 5'37"0 5'50"0 5'57"0 6'08"0 6'12"0

14"2 14"4 14"6 14"9 15"0

5'36"0 5'41"0 5'48"0 5'57"0 5'58"0 6'27"0

15"5 16"5 16"6 16"7 17"3

15"5 15"8 15"9 16"0 16"3
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一般男子

５０００ｍ

壮年男子４０才 斎藤　和久 14"7

１００ｍ （±0m）

壮年男子４０才 佐藤　義哉 吉田　寿文 石井　宏明 岩田　昭吾

３０００ｍ (青梅走友会) (リガク駅伝部)

壮年男子５０才 久保　明彦 13"3 杉田　弘之 浅野　晃一

１００ｍ (青梅走友会) （+0.3m） (アロカ好走会) (東芝青梅)

壮年男子５０才 山﨑　眞一 山口　雅人 鈴木　広高 佐田　常泰

３０００ｍ (青梅走友会) (東芝青梅) (東芝青梅) (東芝青梅)
壮年男子６０才以上 伊藤　芳男 島崎　平三郎 橋場　正 石倉　一夫

３０００ｍ (鼓代神・RC) (木野下クラブ) (青梅走ろう会) (青梅走ろう会)

小学女子４年 山田　千夏 16"2 本橋　ゆりえ 伊藤　くるみ 大串　桂音 佐藤　悠菜 奥村　佳奈

１００ｍ (若草小) （±0m） (河辺小) (若草小) (七小) (霞台小) (若草小)

小学女子５年 小村　奈央 15"3 吉原　歩美 岡部　あす香 乙部　菜々美 高野　鈴蘭 福井　朋香

１００ｍ (七小) （±0m） (霞台小) (河辺小) (霞台小) (霞台小) (七小)

小学女子６年 横倉　渚 15"2 大野　夏音 宮野　りん 井手　友紀子 坂本　百香 岩間　州波

１００ｍ (六小) （+0.4m） (新町小) (六小) (河辺小) (若草小) (若草小)

小学女子４年 大野　真澄 中村　瑠花 久保　月乃

８００ｍ (六小) (藤橋小) (霞台小)

小学女子５年 前川　恵美莉 長江　彩音 斉藤　亜乃 上山　結子 野﨑　萌花 野原　加奈子

８００ｍ (霞台小) (今井小) (霞台小) (六小) (今井小) (今井小)

小学女子６年 武谷　ひかる 佐藤　茜 村木　愛

８００ｍ (河辺小) (河辺小) (若草小)

中学女子１年 山崎　史央里 14"3 脇本　亜希子 増田　透子 西野　珠梨 中丸　真由美 酒井　瑠花

１００ｍ (泉中) （-0.2m） (霞台中) (新町中) (新町中) (霞台中) (泉中)

中学女子２年 並木　遥果 13"8 斉藤　彩里 伊藤　梨菜 浜中　美穂 伊藤　玲菜 瀬戸　アラヤ

１００ｍ (霞台中) （+0.4m） (吹上中) (霞台中) (吹上中) (霞台中) (三中)

中学女子３年 渡邊　真央 13"7 佐藤　優美 古谷　芽生 豊田　奈未 久保　美穂 丹生　早咲

１００ｍ (霞台中) （+1.3m） (霞台中) (霞台中) (霞台中) (西中) (新町中)

中学女子１年 保坂　優希奈 窪野　涼子 櫻木　小波 村上　舞 遊馬　志於 帯刀　唯

１５００ｍ (霞台中) (霞台中) (一中) (一中) (新町中) (新町中)

中学女子２年 塩野　美津希 石幡　のぞ美 赤坂　友梨 原島　由衣 松本　矢真芽 島田　茜

１５００ｍ (西中) (一中) (一中) (泉中) (吹上中) (二中)
5'44"0 5'46"0 5'51"0 5'51"0 6'02"0 6'03"0

14"6 14"7 14"9 15"1 15"6

5'55"0 5'57"0 6'03"0 6'18"0 6'23"0 6'24"0

14"5 14"9 14"9 15"0 15"5

13"9 14"0 14"1 14"2 14"4

3'07"0 3'09"0 3'09"0 3'29"0 3'32"0 3'36"0

2'53"0 3'09"0 3'25"0

15"2 15"5 15"6 15"6 15"7

3'05"0 3'10"0 3'32"0

16"5 17"0 17"1 17"1 18"2

15"4 15"7 15"9 16"7 18"2

11'29"0 11'33"0 11'38"0 11'38"0

12'39"0 12'46"0 13'04"0 13'42"0

11'22"0 12'07"0 12'20"0 14'24"0

13"5 14"6
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中学女子３年 久保田　璃野 栗原　瑞季

１５００ｍ (霞台中) (新町中)

中学女子１年 山崎　桃果 井上　美歩 横田　胡桃 高橋　柚花 伊東　由乃 浅田　ゆり

走幅跳 (霞台中) (霞台中) (三中) (吹上中) (二中) (三中)

中学女子２年 下田　幸奈 宮島　彩 中村　裕香 渡部　舞香 小俣　菜々 篠崎　絵理花

走幅跳 (霞台中) (霞台中) (三中) (三中) (泉中) (三中)

中学女子３年 杉浦　桃菜 木村　実のり 相澤　実歩

走幅跳 (西中) (西中) (新町中)

一般女子

１００ｍ

一般女子 小川　まり子

３０００ｍ (青梅若草RRC)

壮年女子４０才 岩田　幸子

３０００ｍ

壮年女子５０才

３０００ｍ

小学男子 二小 七小 霞台小 若草小 河辺小 六小

４×１００ｍＲ (二小) (七小) (霞台小) (若草小) (河辺小) (六小)

中学男子１年 泉中1 西中1 一中1 二中1

４×１００ｍＲ (泉中) (西中) (一中) (二中)

中学男子２年 泉中2 霞台中2 新町中2 三中2 西中2

４×１００ｍＲ (泉中) (霞台中) (新町中) (三中) (西中)

中学男子３年 二中3 霞台中3 西中3

４×１００ｍＲ (二中) (霞台中) (西中)

一般男子

４×１００ｍＲ

小学女子 七小 河辺小 霞台小 六小 若草小 五小

４×１００ｍＲ (七小) (河辺小) (霞台小) (六小) (若草小) (五小)

中学女子１年 新町中1 霞台中1 二中1 泉中1

４×１００ｍＲ (新町中) (霞台中) (二中) (泉中)

中学女子２年 一中2 吹上中2 西中2 三中2 二中2 新町中2

４×１００ｍＲ (一中) (吹上中) (西中) (三中) (二中) (新町中)

中学女子３年 新町中3 霞台中3

４×１００ｍＲ (新町中) (霞台中)

3m34

3m44

55"3 56"7

57"3 57"6 59"1 59"2 1'00"3 1'02"9

51"3 51"4 53"4 53"5 53"8

49"2 49"5

59"0 59"1 1'00"8 1'01"5

1'02"4 1'02"8 1'03"9 1'04"2 1'04"7 1'05"7

53"3

58"2 59"9 1'01"3 1'01"9 1'02"0 1'03"1

53"6 55"0 56"2 56"5

12'03"0

3m85 3m75 3m73 3m50 3m45

3m97 3m88 3m84

4m14 3m94 3m47

3m51 3m43

5'43"0 6'13"0

14'47"0


