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第５５回 青梅市民体育大会「陸上競技」結果一覧    2014年10月19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 長山 展也 16"2 小山 翔太 田中 亨拓 宮寺 冬羽 宮崎 藍輝 福泉 利軌

１００ｍ (青梅二小) （+0.9m） (青梅二小) (青梅六小) (七小RR) (霞台小) (青梅六小)

小学男子５年 濱野 雅也 15"1 池上 陸 宇津木 淳哉 水野 暖己 伊藤 春汰 伊藤 樹生

１００ｍ （+1.7m） (青梅六小) (友田小) (霞台小) (七小RR) (若草小)

小学男子６年 鈴木 脩斗 14"7 百合 哉也 安藤 穣 小沼 駿太 宍倉 拓輝

１００ｍ (七小RR) （±0m） (若草小) (七小RR) (河辺小) (河辺小)

小学男子４年 田中 壱星 木下 大徳 池山 直輝 公門 悠

１５００ｍ (霞台小) (霞台小) (霞台小) (若草小)

小学男子５年 浅田 智哉 古賀 智也 橋本 龍 宮尾 正希 石井 碧音 奈良野 淳也

１５００ｍ (霞台小) (霞台小) (霞台小) (霞台小) (友田小) (友田小)

小学男子６年 増田 陸人 伊藤 蒼月 虻川 幸希 山口 祐貴 金持 大和 小山 正栄

１５００ｍ (霞台小) (若草小) (友田小) (友田小) (霞台小)

中学男子１年 松本 雅翔 12"8 寄主 嗣恩 鈴木 一聖 川野 勝史 松岡 陸空 山﨑 賢人

１００ｍ (青梅二中) （+0.5m） (霞台中) (青梅六中) (青梅二中) (新町中) (青梅泉中)

中学男子２年 高山 陸生 12"2 岡部 龍 奥村 優貴 小松 龍斗 細谷 陸 藤原 秀星

１００ｍ (霞台中) （+1.2m） (新町中) (青梅泉中) (青梅泉中) (新町中) (青梅二中)

中学男子３年 大内 広昭 11"7 土田 康永 相田 主税 森田 航平 藤井 塁成 小林 駿平

１００ｍ (青梅二中) （±0m） (青梅西中) (青梅泉中) (青梅西中) (青梅六中) (青梅二中)

中学男子１年 宿田 浩雅 村上 智哉 杉本 琉緯 中島 陸斗 市川 真伍 石川 諒

１５００ｍ (新町中) (青梅泉中) (青梅泉中) (霞台中) (青梅六中) (青梅二中)

中学男子２年 上野 拓也 石井 汰樹 水野 裕理 森田 駿介 千葉 匡 島津 宇粒

１５００ｍ (青梅泉中) (青梅二中) (青梅六中) (青梅泉中) (青梅泉中) (青梅泉中)

中学男子共通 水村 龍真 石川 雅也 木嶋 勇輔 平林 涼 松井 祐太朗 青柳 泰

３０００ｍ (青梅二中) (青梅二中) (青梅泉中) (青梅二中) (霞台中) (青梅西中)

一般男子 小柳津 章文 11"9 持田 繁和 橘内 豪 坂口 道彦 船木 淳 渡辺 知希

１００ｍ (青梅二中教員) （+0.6m） (青梅西中OB) (青梅西中OB) (青梅西中OB) (青梅西中OB)

一般男子 岡田 達明 有賀 駿

１５００ｍ (青梅六小教員) (青梅西中OB)

一般男子 柴 雅典 肥後 佳樹

５０００ｍ (青梅走友会) (東芝青梅)

壮年男子４０才 重信 大志 13"6 河野 孝次

１００ｍ （+1.2m）

壮年男子４０才 石川 肇 今村 茂治 石井 宏明 日野 裕一郎

３０００ｍ (東芝青梅) (目指せ完歩ず) (目指せ完歩ず)

種目

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位

記録
(風力)

記録 記録 記録 記録 記録

16"4 16"5 17"3 17"4 17"4

15"7 15"7 15"7 16"0 16"1

15"4 15"8 15"8 16"2

6'07"5 6'09"8 6'54"7 7'05"7

5'46"0 5'46"9 5'59"1 5'59"4 6'00"6 6'31"3

5'17"7 5'30"9 5'38"2 5'44"3 5'45"1 5'50"5

13"4 13"5 13"5 14"1 14"3

12"4 12"5 12"6 12"8 13"0

5'04"6 5'07"9 5'10"7 5'12"4 5'20"3 5'33"8

12"2 12"3 12"3 12"5 12"8

4'54"9 5'17"0 5'18"2 5'27"9 5'30"0 5'34"8

10'13"6 10'17"2

12"1 12"3 12"8 12"9 13"1

4'33"8 5'28"9

17'11"4 20'14"5

15"1

10'22"2 11'39"4 11'53"6 13'37"5

11'39"511'05"910'26"210'22"5
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氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

所　属 所　属 所　属 所　属 所　属 所　属

種目

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位

記録
(風力)

記録 記録 記録 記録 記録

壮年男子５０才 杉田 弘之 13"6 久保 明彦 浅野 晃市 山添 剛

１００ｍ (青梅陸協) （+2.3m） (青梅走友会) (東芝青梅)

壮年男子５０才 山口 雅人 山﨑 眞一 吉田 寿文 笠島 雅彦

３０００ｍ (東芝) (青梅走友会) (リガク駅伝部) (目指せ完歩ず)

壮年男子６０才以上 齋藤 安己 14"4

１００ｍ （+2.3m）
壮年男子６０才以上 伊藤 芳男 石倉 一夫

３０００ｍ (鼓代神RC) (青梅走ろう会)

小学女子４年 土屋 晴香 16"5 坂口 詩由杏 吉川 杏 原島 瀬奈 須崎 莉音 寄主 愛織

１００ｍ (青梅六小) （+1.1m） (霞台小) (霞台小) (七小RR) (青梅五小) (若草小)

小学女子５年 高橋 雪乃 15"6 菅井　 希愛 山根 紗世 折内 瑠渚 加藤 優実 松原 夢乃

１００ｍ (若草小) （+0.3m） (今井小) (霞台小) (七小RR) (霞台小) (霞台小)

小学女子６年 伊藤 未琉来 15"2 旭 りりか 大川 華乃子 阪井 英里彩 猪﨑 翠 佐々木 麗葉

１００ｍ (七小RR) （-0.6m） (河辺小) (霞台小) (七小RR) (河辺小) (今井小)

小学女子４年 虻川 幸華 佐藤 萌 水野 歩美 小峰 しおん

８００ｍ (若草小) (若草小) (七小RR) (若草小)

小学女子５年 武谷 みらい 相沢 凪咲 加藤 花 冨塚 望来 渡邉 満友 馬場 果音

８００ｍ (河辺小) (霞台小) (今井小) (霞台小) (七小RR) (今井小)

小学女子６年 岡野 里子 小林 未唯 斉藤 ひなた 森山 めぐみ 重信 真波 兵藤 愛華

８００ｍ (霞台小) (今井小) (霞台小) (河辺小) (今井小) (霞台小)

中学女子１年 山田 千夏 14"0 永渕 桜 金井 あゆ 下笹 瑞季 本橋 ゆりえ 須崎 日香梨

１００ｍ (青梅泉中) （+0.1m） (青梅二中) (青梅西中) (新町中) (霞台中) (青梅西中)

中学女子２年 川島 菜々実 14"0 秦 菜々美 森園 麻未 小村 奈央 早坂 向日葵 小林 梨乃

１００ｍ (青梅西中) （+0.6m） (青梅西中) (新町中) (青梅六中) (青梅西中) (新町中)

中学女子３年 納谷 あかり 14"2 中田 美祈 志村 彩華 上野 舞佳 佐藤 茜 武谷 ひかる

１００ｍ (青梅西中) （+0.9m） (霞台中) (青梅西中) (霞台中) (霞台中) (霞台中)

中学女子１年 平田 ひかる 武井 幸姫 岡本 莉紗 宮崎 綾乃 中村 瑠花 小野本 真優

１５００ｍ (青梅三中) (新町中) (青梅二中) (青梅泉中) (新町中) (青梅二中)

中学女子２年 大津 葉子 平城 彩花 奥富　 祐奈

１５００ｍ (青梅西中) (青梅三中) (青梅三中)

中学女子３年 梅林 香歩 宮寺 あずさ 峯岸 奈央

１５００ｍ (青梅二中) (青梅二中) (青梅西中)

一般女子

１００ｍ

13"7 14"3 17"1

11'42"6 11'48"5 12'42"0 15'37"6

11'49"8 14'25"1

17"1 17"2 17"2 17"5 18"1

15"9 16"1 16"3 16"9 17"1

15"7 15"9 15"9 16"1 16"3

3'16"2 3'19"1 3'21"7 3'21"8

2'49"3 2'51"2 2'57"1 3'00"5 3'04"4 3'05"1

2'52"8 2'58"2 3'01"6 3'05"0 3'06"3 3'12"1

14"4 14"5 14"6 14"7 15"0

14"2 14"2 14"5 14"6 14"7

14"4 14"5 14"7 14"7 14"9

5'25"9 5'46"7 5'49"1 5'56"8 6'01"2 6'05"2

5'41"2 5'45"4 5'56"5

5'47"4 5'52"0 6'18"7
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氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

所　属 所　属 所　属 所　属 所　属 所　属

種目

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位

記録
(風力)

記録 記録 記録 記録 記録

一般女子

３０００ｍ

壮年女子４０才 竹内 亜希子

３０００ｍ (青梅若草RRC)

壮年女子５０才

３０００ｍ

小学男子 七小RRA 友田小A 河辺小A 霞台小A 若草小 青梅六小

４×１００ｍＲ (七小RR) (友田小) (河辺小) (霞台小) (若草小) (青梅六小)

中学男子低学年 若草小 友田小A 河辺小A 霞台小B 霞台小A 新町中

４×１００ｍＲ (若草小) (友田小) (河辺小) (霞台小) (霞台小) (新町中)

中学男子共通 青梅二中 霞台中 青梅泉中 新町中 吹上中

４×１００ｍＲ (青梅二中) (霞台中) (青梅泉中) (新町中) (吹上中)

一般男子 青梅西中OB

４×１００ｍＲ (青梅西中OB)

小学女子 河辺小A 霞台小A 七小RRA 霞台小B 友田小A 河辺小B

４×１００ｍＲ (河辺小) (霞台小) (七小RR) (霞台小) (友田小) (河辺小)

中学女子低学年 青梅西中 新町中 青梅泉中 霞台中

４×１００ｍＲ (青梅西中) (新町中) (青梅泉中) (霞台中)

中学女子共通 青梅西中 新町中 霞台中

４×１００ｍＲ (青梅西中) (新町中) (霞台中)

11'45"5

58"3 1'00"4 1'00"4 1'02"0

1'02"8 1'03"3 1'03"9 1'05"1 1'05"7 1'05"7

1'02"1 1'02"8 1'03"7

56"1 56"6 56"7

51"2 51"8 55"1 55"9 57"6

48"6

1'03"8 1'04"4 1'06"0

1'02"8 1'03"3 1'03"9 1'05"1 1'05"7 1'05"7


