
平成２９度　江戸川区民駅伝競走大会 平成３０年１月２８日（日）

一般の部
ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名

1 夢∞幻　Ａ 11 小岩高校　Ｂ
2 夢∞幻　Ｂ 12 七小ランナーズ
3 ＫＡＣレジェンド 13 清新ＪＡＣ　ペーラン
4 小松川高校　Ａ 14 清新ＪＡＣ　ビルド
5 小松川高校　Ｂ 15 Ｃ東京①
6 五葛西駅伝部 16 小岩二中教員チーム
7 紅葉川高校　Ａ 17 ラン・デ・ミルフィーユ　Ａ
8 紅葉川高校　Ｂ 18 ラン・デ・ミルフィーユ　Ｂ
9 紅葉川高校　Ｃ 19 アイテーション
10 小岩高校　Ａ エントリ―　19チーム

女子の部
ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名

1 篠崎中　Ａ 23 小岩二中　Ｂ
2 篠崎中　Ｂ 24 小岩三中　Ａ
3 篠崎中　Ｃ 25 小岩三中　Ｂ
4 清新二中 26 小岩三中　Ｃ
5 篠崎二中　Ａ 27 小岩三中　Ｄ
6 篠崎二中　Ｂ 28 小岩三中　Ｅ
7 篠崎二中　Ｃ 29 小岩五中
8 瑞江三中　Ａ 30 鹿骨中　Ａ
9 瑞江三中　Ｂ 31 鹿骨中　Ｂ
10 南葛西中 32 松江四中
11 鹿本中　Ａ 33 清新一中
12 鹿本中　Ｂ 34 小松川高校
13 二之江中　Ａ 35 小岩高校
14 二之江中　Ｂ 36 ＨＩＰＰＯ
15 二之江中　Ｃ 37 清新ＪＡＣ エンジョイ
16 二之江中　Ｄ 38 Ｊガールズ
17 東葛西中 39 清新ＪＡＣコラボ　Ａ（ｵｰﾌﾟﾝ）
18 葛西三中 40 清新ＪＡＣコラボ　Ｂ（ｵｰﾌﾟﾝ）
19 松江五中 41 清新ＪＡＣ小女　Ａ（ｵｰﾌﾟﾝ）
20 西葛西中 42 清新ＪＡＣ小女　Ｂ（ｵｰﾌﾟﾝ）
21 瑞江中
22 小岩二中　Ａ エントリ―　42チーム

男子の部
ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名

1 小松川一中水泳部 22 小岩一中
2 篠崎中　Ａ 23 瑞江中
3 篠崎中　Ｂ 24 小岩二中　Ａ
4 篠崎中　Ｃ 25 小岩二中　Ｂ
5 篠崎二中　Ａ 26 小岩二中　Ｃ
6 篠崎二中　Ｂ 27 小岩三中　Ａ
7 篠崎二中　Ｃ 28 小岩三中　Ｂ
8 瑞江三中　Ａ 29 小岩三中　Ｃ
9 瑞江三中　Ｂ 30 小岩三中　Ｄ
10 南葛西中 31 小岩五中
11 鹿本中 32 鹿骨中　Ａ
12 二之江中　Ａ 33 鹿骨中　Ｂ
13 二之江中　Ｂ 34 鹿骨中　Ｃ
14 東葛西中 35 松江四中
15 葛西三中 36 清新一中
16 葛西中 37 清新ＪＡＣ中男　Ａ（ｵｰﾌﾟﾝ）
17 松江五中　Ａ 38 清新ＪＡＣ中男　Ｂ（ｵｰﾌﾟﾝ）
18 松江五中　Ｂ 39 清新ＪＡＣ小男　Ａ（ｵｰﾌﾟﾝ）
19 松江五中　Ｃ 40 清新ＪＡＣ小男　Ｂ（ｵｰﾌﾟﾝ）
20 松江五中　Ⅾ 41 清新ＪＡＣ小男　Ｃ（ｵｰﾌﾟﾝ）
21 西葛西中 エントリ―　41チーム

エントリ―　計　102チーム
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江戸川区歌

（昭和40年9月制定）
岡　久美子　作詞
清水　保雄　作曲

一、風もみどりの　香にあけて　かがやく朝の　太陽に
　　空もいらかも　晴れわたる　希望の都市よ　わがさとよ
　　ああ　江戸川はあこがれの　夢がたのしく　わくところ

四、世界に挑む　若人が　陸と水とで　競い合い
　　日々の努力で　高めゆく　誇れる都市よ　わがさとよ
　　ああ　江戸川は未来への　きらめく虹の　立つところ


