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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 4/2 塚越　健太郎 11.28/-2.4

東京・東京陸協

飯塚　雄大 11.46/-2.4

東京・アルプロンＡＣ

舩越　由規 11.53/-2.4

広島・国際武道大

高橋　利紀 11.70/-2.4

東京・Testudo

豊増　丈平 11.91/-2.4

東京・國學院大

江口　嘉成 11.98/-2.4

愛知・トヨタ自動車

山中　駿佑 12.11/-4.0

東京・teamJTF

五十嵐　康成 12.19/-2.4

東京・Testudo

１００ｍ

第2レース

4/2 塚越　健太郎 11.29/-1.8

東京・東京陸協

飯塚　雄大 11.33/-1.8

東京・アルプロンＡＣ

舩越　由規 11.60/-1.8

広島・国際武道大

田中　　潤 11.67/-2.2

東京・東京陸協

江口　嘉成 11.82/-1.8

愛知・トヨタ自動車

高橋　利紀 11.84/-1.8

東京・Testudo

五十嵐　康成 11.96/-1.8

東京・Testudo

髙山　修一 12.13/-2.2

埼玉・越谷市陸協

８００ｍ 4/2 小林　秀真  2:44.55

東京・駒沢中

男子

８００ｍ 4/2 鈴木　朋樹  1:44.24

Ｔ５４・城西国際大

男子車
いす

１１０ｍＨ

(1.067m)

4/2 栗城アンソニー 14.70/-2.3

東京・国際武道大

樋口　天山 14.96/-2.3

千葉・国際武道大

田中　伸哉 15.26/-2.2

大分・国際武道大

川浪　　駿 15.27/-2.3

愛知・国際武道大

土屋　　徹 15.29/-2.3

千葉・国際武道大

田淵　貴志 15.54/-2.2

兵庫・国際武道大

箱田　裕之 15.61/-2.2

茨城・国際武道大

早福　由晴 15.62/-2.2

新潟・国際武道大

１１０ｍＨ(1.067m)

第2レース

4/2 栗城アンソニー 14.45/-2.0

東京・国際武道大

樋口　天山 15.01/-2.0

千葉・国際武道大

土屋　　徹 15.09/-2.0

千葉・国際武道大

田中　伸哉 15.10/-0.9

大分・国際武道大

阿部　真弥 15.30/-2.0

北海道・国際武道大

飯久保　明洋 15.33/-0.9

山梨・国際武道大

早福　由晴 15.43/-2.0

新潟・国際武道大

箱田　裕之 15.46/-0.9

茨城・国際武道大

男子一
般･高
校

走高跳 4/2 大山　　健 1m90

群馬・しきしま倶楽部

走幅跳 4/2 薦田　匡周   6m65/+2.8

東京・東京陸協

石見　源太郎   6m59/+2.6

東京・SMARTSAC

春名　絢斗   5m58/+2.7

東京・学習院高

荻原　　健   5m56/+2.4

神奈川・湘南アスリート

落合　航矢   5m20/+2.8

東京・学習院高

佐々木　樂   4m48/+2.0

東京・駒沢中

森蔭　　玲   4m36/+4.1

東京・三田国際学園中

落合　利駆   4m36/+2.7

東京・駒沢中

男子

砲丸投

(5kg)

4/2 甘糟　日向  12m11

東京・三田国際学園中

男子中
学

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ

100m-200m-400m

4/2 安川　大介  2236

茨城・日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大

12.01/-3.0-23.46/-3.0-50.96

柴田　拓弥  2003

茨城・日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大

11.92/-3.0-24.25/-3.0-54.17

鈴木　大地  1954

静岡・白寿生科学

12.17/-3.0-24.54/-3.0-53.31

大﨑　崚矢  1803

東京・東京陸協

12.37/-3.2-24.79/-3.0-54.94

ﾑﾊﾐﾄﾞ･ｱﾎﾏﾄﾞ  1640

茨城・日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大

12.72/-3.2-25.68/-3.0-54.86

山田　敬介  1613

埼玉・埼玉陸協

12.30/-3.2-25.21/-3.0-58.67

男子

１００ｍ 4/2 児島　里菜 13.26/-4.0

岡山・東京学芸大

佐藤　緑咲 14.04/-3.4

東京・学習院女子中

河村　直美 14.26/-4.0

東京・東京学芸大

中山　穂香 14.46/-2.8

東京・学習院女子高

今成　愛菜 14.57/-4.0

東京・三田国際学園高

新井　陽子 14.57/-2.8

東京・学習院女子高

石井　理香子 14.62/-4.0

東京・駒沢中

柳　　彩音 14.73/-3.4

東京・学習院女子高

１００ｍ

第2レース

4/2 利藤　野乃花 12.66/-0.9

東京・東京学芸大

舘谷　美咲 12.78/-2.5

富山・東京学芸大

児島　里菜 13.05/-2.5

岡山・東京学芸大

河村　直美 14.14/-2.5

東京・東京学芸大

石井　理香子 14.25/-2.5

東京・駒沢中

岩野　さおり 14.32/-2.5

東京・府中ＡＣ

髙桑　早生 14.53/-2.5

Ｔ４４・エイベックス

岩﨑　響子 14.65/-0.9

東京・府中ＡＣ

８００ｍ 4/2 稲川　夏希  2:41.45

東京・学習院女子中

賀川　瑛梨  2:42.99

東京・駒沢中

波多野　まどか  2:43.80

埼玉・飯能高

森山　華桜  2:55.55

東京・三田国際学園中

玄地　里佳子  3:01.98

東京・三田国際学園中

島崎　凜子  3:02.46

東京・学習院女子高

女子

１００ｍＨ

(0.838m)

4/2 足立　花子 14.94/-2.2

神奈川・東京学芸大

羽鳥　　遥 15.42/-2.2

福井・東京学芸大

児島　里菜 16.15/-2.2

岡山・東京学芸大

河村　直美 17.80/-2.2

東京・東京学芸大

小林　聖菜 17.81/-2.2

埼玉・飯能高

１００ｍＨ(0.838m)

第2レース

4/2 足立　花子 14.63/-1.0

神奈川・東京学芸大

羽鳥　　遥 14.80/-1.0

福井・東京学芸大

児島　里菜 15.83/-1.0

岡山・東京学芸大

河村　直美 16.99/-1.0

東京・東京学芸大

小林　聖菜 17.13/-1.0

埼玉・飯能高

女子一
般･高
校

１００ｍＨ

(0.762m)

4/2 醍醐　愛理 15.81/-2.1

東京・府中ＡＣ

阿部　春花 17.74/-2.1

東京・府中ＡＣ

森　　佳蓮 19.77/-2.1

東京・三田国際学園中

武藤　碧輝 19.98/-2.1

東京・駒沢中

鈴木　玖瞳 20.09/-2.1

東京・駒沢中

秋山　萌々香 20.15/-2.1

東京・稲城第六中

１００ｍＨ(0.762m)

第2レース

4/2 醍醐　愛理 15.90/-3.2

東京・府中ＡＣ

阿部　春花 18.35/-3.2

東京・府中ＡＣ

鈴木　玖瞳 19.17/-3.2

東京・駒沢中

武藤　碧輝 19.86/-3.2

東京・駒沢中

秋山　萌々香 20.00/-3.2

東京・稲城第六中

女子中
学

４×１００ｍ 4/2 東京学芸大 48.80

児島　里菜

利藤　野乃花

舘谷　美咲

安西　この実

稲城第六中Ａ 53.84

武鑓　咲希

北川　博子

岡田　知佳

渡辺　里美

府中ＡＣ 54.29

阿部　春花

岩野　さおり

岩﨑　響子

醍醐　愛理

学習院女中･高Ａ 55.07

島津　由海子

新井　陽子

柳　　彩音

中山　穂香

学習院女中･高Ｂ 56.87

八太　理菜子

佐藤　緑咲

藤本　美乃里

鈴木　まりあ

稲城第六中Ｃ 57.64

星野　由美

赤石澤　優菜

秋山　萌々香

松村　美咲

稲城第六中Ｂ 57.73

吉村　　葉

伴　　美空

石田　夏帆

大友　菜々子

稲城第六中Ｄ 59.72

堀川　　玲

宝谷　静香

志村　明果

末次　南海

走幅跳 4/2 榎園　琴音   3m80/+3.6

東京・学習院女子高

女子

砲丸投

(2.721kg)

4/2 志村　明果   9m14

東京・稲城第六中

高橋　空弓   6m96

東京・三田国際学園中

末次　南海   6m95

東京・稲城第六中

女子中
学

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ

(女子)

100m-200m-400m

4/2 安西　この実  2685

東京・東京学芸大

13.17/-2.8-26.29/-2.0-58.13

芹沢　美紅  2389

静岡・東京学芸大

14.03/-2.3-27.90/-2.0-1:00.42

相田　彩菜  2245

静岡・Runway

14.08/-2.3-28.85/-2.0-1:03.12

和田　あかり  1641

東京・港陸上クラブ

15.22/-2.3-31.60/-2.0-1:15.00

女子


