
 

第６８回板橋区民体育大会 

平成２７年１０月４日（日） 

日本陸連公認第４種区立新河岸陸上競技場 

陸上競技大会メダリスト一覧 

 

 

準優勝      優勝       ３位 

区長杯 
板橋区立高島平第三中学校リレーチーム 

監督 石田祐一（顧問） 

男子 

吉田 裕介 小川 陽介 関口 嵐 林 弘喜           ５０秒５ 

女子              

別府 知紗 菅野 百花 飯澤 琴夏 菊池 愛華 ５４秒６ 

 



リレー

小学男子4×100m 決勝
大会記録(GR) 53秒7 （ミウラＳＣ） 平成18年

優勝 ミウラSC A 吉岡 稜平 近藤 啓介 篠 悠人 白浜 稔也 １分０２秒５
準優勝 ミウラSC B 水戸 琉喜斗 片岡 玄太 岡本 怜大 篠 瑛道 １分０３秒９

３位 板橋AC A 飯澤 航洋 芝崎 悠真 齊藤 遼平 ケベ ママドゥ １分０５秒２

小学女子4×100m 決勝
大会記録(GR) 57秒9 板橋ＡＣ（若林-海老沢-所-田辺） 平成22年

優勝 板橋AC A 久住 ひかる 益子 芽里 井上 奈苗 岡本 唯花 ５６秒５ 大会新記録
準優勝 ミウラSC A 久保 諒歩 柳下 優輝 近藤 ひより 片山 あやめ ５７秒７ 大会新記録

３位 板橋AC B 庄屋 結香 山口 紗來 大山 果桜 開田 彩未 １分０４秒９

中学男子4×100m 決勝
大会記録(GR) 45秒7 （中台） 平成元年

優勝 上板橋一中 A 山岸 浩 鈴木 智弘 塚原 智也 星 和也 ５０秒１
準優勝 高島三中 A 吉田 裕介 小川 陽介 関口 嵐 林 弘喜 ５０秒５

３位 赤塚三中 A 蒔田 望太郎 山川 万葉 小林 和音 泉 拓也 ５０秒９

中学女子4×100m 決勝
大会記録(GR) 52秒6 （志村四中） 平成元年

優勝 高島三中 B 別府 知紗 菅野 百花 飯澤 琴夏 菊池 愛華 ５４秒６
準優勝 高島三中 A 小沼 玲奈 池田 杏海 大沢 愛美 藤﨑 ありす ５５秒０

３位 高島一中 A 内田 絵実加 高下 百世 瀧本 純菜 横山 奈々佳 ５５秒３



トラック

総合順位 種目 氏名 所属 記録

優勝 小学男子3･4年60m 金 寛人 スポーツマジック 8秒8

準優勝 小学男子3･4年60m 飯澤 航洋 板橋AC 9秒4

３位 小学男子3･4年60m 本間 陽斗 ミウラSC 9秒5

優勝 小学男子5･6年100m 村山 喜一 スポーツマジック 13秒7

準優勝 小学男子5･6年100m ケベ ママドゥ 板橋AC 14秒0

準優勝 小学男子5･6年100m 白浜 稔也 ミウラSC 14秒0

優勝 小学女子3･4年60m 原 あかり 9秒4

準優勝 小学女子3･4年60m 中村 香女 板橋AC 9秒6

３位 小学女子3･4年60m 及川 美来 9秒6

優勝 小学女子5･6年100m 岡本 唯花 板橋AC 13秒5

準優勝 小学女子5･6年100m 益子 芽里 板橋AC 13秒7

３位 小学女子5･6年100m 片山 あやめ ミウラSC 14秒0

優勝 中学男子1年100m 山田 響 志村三中 12秒5

準優勝 中学男子1年100m 関口 嵐 高島三中 12秒6

３位 中学男子1年100m 福塚 翔太朗 志村三中 12秒8

優勝 中学男子2年100m 森田 大毅 ミウラSC 11秒7

準優勝 中学男子2年100m 林 弘喜 高島三中 12秒0

３位 中学男子2年100m 高野 乾辰 板橋一中 12秒3

３位 中学男子2年100m 仁平 悠介 上板橋一中 12秒3

優勝 中学男子3年100m 谷井 洸円 ミウラSC 10秒8

準優勝 中学男子3年100m 山岸 浩 上板橋一中 12秒0

３位 中学男子3年100m 星 和也 上板橋一中 12秒3



総合順位 種目 氏名 所属 記録

優勝 中学男子200m 森田 大毅 ミウラSC 24秒0

準優勝 中学男子200m 林 弘喜 高島三中 25秒2

３位 中学男子200m 関口 嵐 高島三中 26秒3

優勝 中学男子1・2年1500m 髙野 将都 赤塚第一 4分30秒0

準優勝 中学男子1・2年1500m 沼井 優斗 ミウラSC 4分37秒1

３位 中学男子1・2年1500m 石塚 優斗 高島二中 4分46秒0

優勝 中学男子3000m 行ノ内 達雄 赤塚三中 10分23秒3

準優勝 中学男子3000m 須田 直幸 上板橋三 10分28秒2

３位 中学男子3000m 佐藤 滉一郎 上板橋三 10分33秒4

優勝 中学女子1年100m 矢作 鈴香 赤塚第一 13秒0

準優勝 中学女子1年100m 菊池 愛華 高島三中 13秒1

３位 中学女子1年100m 飯澤 琴夏 高島三中 13秒5

優勝 中学女子2年100m 大谷 永愛 ミウラSC 12秒8

準優勝 中学女子2年100m 藤﨑 ありす 高島三中 13秒4

３位 中学女子2年100m 高下 百世 高島一中 13秒7

優勝 中学女子3年100m 石川 楓菜 高島三中 13秒3

準優勝 中学女子3年100m 内室 美琴 上板橋三 13秒5

３位 中学女子3年100m 横溝 莉子 板橋一中 13秒6

優勝 中学女子200m 矢作 鈴香 赤塚第一 27秒7

準優勝 中学女子200m 石川 楓菜 高島三中 27秒8

３位 中学女子200m 藤﨑 ありす 高島三中 28秒1

優勝 中学女子1年800m 石原 咲良 高島三中 2分47秒0

準優勝 中学女子1年800m 望月 結 上板橋三 3分02秒3



総合順位 種目 氏名 所属 記録

優勝 中学女子2・3年800m 高野 栞秀 赤塚三中 2分34秒2

準優勝 中学女子2・3年800m 櫛田 向日葵 赤塚第一 2分42秒0

３位 中学女子2・3年800m 佐藤 芳美 志村三中 2分45秒0

優勝 一般男子100m 内野 快斗 都高島 10秒9

準優勝 一般男子100m 廣田 紫苑 都高島 11秒1

３位 一般男子100m 遠藤 洸希 板橋高校 11秒3

優勝 一般男子40歳代100m 志田 直樹 板橋AC 12秒2

準優勝 一般男子40歳代100m 伊藤 慎一 ボグレルトレ 12秒4

３位 一般男子40歳代100m 中村 智夫 板橋AC 13秒1

優勝 一般男子50歳代100m 森畑 孝志 板橋AC 12秒3

準優勝 一般男子50歳代100m 山下 哲司 板橋AC 12秒9

３位 一般男子50歳代100m 荒川 智行 13秒5

優勝 一般男子60歳以上100m 武藤 清 14秒5

準優勝 一般男子60歳以上100m 髙雄 國男 板橋AC 14秒9

優勝 一般男子200m 内野 快斗 都高島 22秒9

準優勝 一般男子200m 大木 伸一朗 都高島 23秒1

３位 一般男子200m 土広 陽平 板橋高校 23秒2

優勝 一般男子800m 山田 武志 日大豊山 2分01秒2

準優勝 一般男子800m 馬場 勝也 都高島 2分01秒8

３位 一般男子800m 神山 健太 板橋高校 2分04秒4

優勝 一般男子1500m 田中 剣 都高島 4分27秒7

準優勝 一般男子1500m 出藏 諒司 板橋高校 4分31秒2

３位 一般男子1500m 加賀 隼介 都立志村 4分39秒6



総合順位 種目 氏名 所属 記録

優勝 一般男子60歳以上1500m 武藤 清 6分24秒9

準優勝 一般男子60歳以上1500m 新田 茂博 高島平走友会 6分27秒8

３位 一般男子60歳以上1500m 平野 悦雄 高島平走友会 6分30秒7

優勝 一般男子3000m 馬場 勝也 都高島 9分20秒1

準優勝 一般男子3000m 﨑村 広鷹 都高島 9分31秒7

３位 一般男子3000m 西片 優二 9分38秒4

優勝 一般男子40歳以上3000m 鈴木 謙一 10分45秒4

優勝 一般女子100m 江口 真奈 都高島 13秒5

準優勝 一般女子100m 柳田 楓奈 都高島 13秒6

３位 一般女子100m 和田 ミッチィ 板橋高校 13秒7

優勝 一般女子200m 豊島 風音 都高島 27秒5

準優勝 一般女子200m 江口 真奈 都高島 28秒1

３位 一般女子200m 今井 美季 都高島 28秒2

優勝 一般女子1500m 藤ノ木 百々花 都高島 5分26秒3

準優勝 一般女子1500m 長尾 美波 都高島 5分27秒5

３位 一般女子1500m 川村 こころ 都高島 5分45秒3



走高跳

中学男子走高跳
大会記録(GR) 1ｍ81 羽柴 裕之（志村五） 平成4年

氏名/所属 記録

優勝 伊藤 鴻児(3) 1m77
上板橋三

準優勝 山本 侃治(2) 1m40
高島一中

３位 武田 龍星(2) 1m40
高島一中

中学女子走高跳
大会記録(GR) 1ｍ58 松戸 光（高島三） 平成19年

氏名/所属 記録
優勝 堀越 美海(3) 1m35

高島一中
準優勝 田村 杏樹(1) 1m20

赤塚第一
３位 菅野 百花(1) 1m20

高島三中

一般男子走高跳
大会記録(GR) 1ｍ96 深沢 和也（板橋陸協） 平成10年

 1ｍ96 佐々木 綱(ｳｪﾙﾈｽ)平成12年
氏名/所属 記録

優勝 増田 健太 1m85
日大豊山

準優勝 森尻 友来 1m70

３位 長谷川 雄生 1m60
都高島

一般女子走高跳 開始時刻
大会記録(GR) 1ｍ56 志賀 保枝（板橋陸協） 平成7年

氏名/所属 記録
優勝 森田 未夢 140

板橋高校



走幅跳

小学男子3･4年走幅跳
大会記録(GR) 3m24 篠　瑛道（ミウラSC）平成26年

氏名/所属 記録/風
優勝 本間 陽斗(4) 3m58 大会新記録

ミウラSC -0.6
準優勝 布施 蔵人(4) 3m31 大会新記録

ミウラSC 0.7
３位 齊藤 祐太(4) 3m13

板橋AC -0.6

小学男子5･6年走幅跳
大会記録(GR) 4m62 志村 光斗（光星）平成13年

氏名/所属 記録/風
優勝 白浜 稔也(6) 3m68

ミウラSC -0.8
準優勝 近藤 啓介(6) 3m55

ミウラSC -0.6
３位 篠 瑛道(5) 3m50

ミウラSC -1.4

小学女子3･4年走幅跳
大会記録(GR) 3m20 岡本 唯花（板橋AC）平成25年

氏名/所属 記録/風
優勝 中村 香女(4) 2m94

板橋AC -0.2
準優勝 原 あかり(4) 2m94

-0.4
３位 篠 有華(3) 2m65

ミウラSC -1.3

小学女子5･6年走幅跳
大会記録(GR) 4m01 星野 結南（ミウラＳＣ）平成26年

氏名/所属 記録/風 備考
優勝 片山 あやめ(6) 4m21 大会新記録

ミウラSC -0.4
準優勝 久保 諒歩(5) 3m44

ミウラSC -0.7
３位 近藤 ひより(6) 3m27

ミウラSC -1.2



中学男子1年走幅跳
大会記録(GR) 5ｍ55 高波 宏之（板橋一） 昭和59年

氏名/所属 記録/風
優勝 福田 大河(1) 5m19

ミウラSC 0.5
準優勝 小石 勇太(1) 4m99

志村三中 3.6
３位 豊田 兼(1) 4m84

ミウラSC 0.3

中学男子2・3年走幅跳
大会記録(GR) 6ｍ47 照屋 朝浩（赤塚一） 昭和55年

氏名/所属 記録/風
優勝 山岸 浩(3) 5m31

上板橋一中 1.8
準優勝 仁平 悠介(2) 5m00

上板橋一中 0.5
３位 高木 絃希(2) 4m97

ミウラSC 0.7

中学女子1年走幅跳
大会記録(GR) 4ｍ48 山崎 利恵（上板二） 平成2年

氏名/所属 記録/風
優勝 空閑 ななみ(1) 3m93

上板橋三 2
準優勝 鈴木 彩音(1) 3m90

高島三中 1.8
３位 鈴木 アド(1) 3m90

高島二中 2.8

中学女子2・3年走幅跳
大会記録(GR) 5ｍ10 須藤 美樹（高島三） 平成19年

氏名/所属 記録/風
優勝 宮原 日向(3) 4m92

高島三中 3.3
準優勝 池田 杏海(2) 4m38

高島三中 3.2
３位 齊藤 乃杏(2) 4m28

高島一中 4.2



一般男子走幅跳
大会記録(GR) 6ｍ84 大野 憲次（明治大） 昭和62年

氏名/所属 記録/風
優勝 村山 大和 6m33

板橋高校 0.4
準優勝 平沼 滉大 6m25

日大豊山 0.5
３位 長谷川 雄生 6m09

都高島 1.6

一般女子走幅跳
大会記録(GR) 5ｍ19 板谷 有夏（豊山女子） 平成11年

氏名/所属 記録/風
優勝 市川 莉奈子 3m97

東京家政大附 0.9
準優勝 尾形 結音 3m92

東京家政大附 -0.4
３位 中村 未尋 3m49

都立志村 0.2



砲丸投

中学男子砲丸投(5kg)

大会記録(GR) 10ｍ98 細谷 啓太（志村三） 平成18年

氏名/所属 記録

優勝 大澤 寿如(3) 9m29

上板橋三

準優勝 星野　 敦史(2) 6m74
高島二中

中学女子砲丸投(2.72kg)
大会記録(GR) 11ｍ65 坂口美恵子（上板橋一） 平成17年

氏名/所属 記録
優勝 中村 まつり(3) 9m03

板橋AC
準優勝 後藤 まのん(3) 6m99

高島一中
３位 木村 遥(2) 6m62

高島三中

一般男子砲丸投(7.26kg)
大会記録(GR) 15m34 佐々木 孝（大山ANA BAR） 平成17年

氏名/所属 記録
優勝 石田 愼之介 9m75

準優勝 寶田 涼太郎 8m78

都高島

３位 西川路 康貴 6m59
都高島

一般女子砲丸投(4kg)

大会記録(GR) 9ｍ82 波方 愛弓（板橋陸協） 平成18年
氏名/所属 記録

優勝 縞居 優生 9m62
板橋高校

準優勝 岡崎 百華 8m60
都高島

３位 川邉 璃佳 8m14
東京家政大附


