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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 5/5 三田  真也 11.06/+3.1

W.TFC

小橋川  僚(高2) 11.16/+3.1

日大豊山高

芦田  周平(高3) 11.17/-2.7

久我山高

反田  礼也(高2) 11.19/+0.1

都松が谷高

村上  玲央(高2) 11.22/-2.7

久我山高

茂木  聡汰(高2) 11.24/+3.1

日大二高

矢作  陸(高3) 11.25/+3.1

都武蔵野北高

大芝  健人(高1) 11.29/-0.6

久我山高

２００ｍ 5/5 三田  真也 22.38/-2.8

W.TFC

星野  蒼太(高3) 22.47/-1.3

都松が谷高

芦田  周平(高3) 22.55/-2.8

久我山高

田上  智基(高3) 22.76/-1.3

日大豊山高

舘上  光輝 22.85/-2.8

航空電子

反田  礼也(高2) 22.90/-1.3

都松が谷高

戸島  延真(高3) 22.96/-2.8

都松が谷高

丸山  将 22.97/-2.8

昌平AC

４００ｍ 5/5 星野  蒼太(高3) 49.41

都松が谷高

丸山  将 49.64

昌平AC

遠藤  洸希(高2) 50.31

都板橋高

鳥羽  勇斗(高3) 50.83

日大豊山高

井戸川  竜馬(高2) 50.85

都松が谷高

千葉  亮 51.02

慶應義塾大

神山  健太(高3) 51.08

都板橋高

林  亮介(高3) 51.28

日大豊山高

１５００ｍ 5/5 安藤  啓之(高3)  4:07.62

玉川学園高

大久保  育磨(高3)  4:09.73

都青梅総合高

小礒  夏樹  4:12.47

十条SC

藤本  博也  4:13.48

日大文理

小林  達哉(高1)  4:13.54

日大豊山高

津村  恵太郎(中3)  4:14.85

駒場東邦中

原  大了(高3)  4:15.88

開成高

金子  佑太朗(中3)  4:16.58

寺尾中

１１０ｍＨ

(1.067m)

5/5 柏木  悠 15.66/-1.7

H2O

上横手  優樹(高3) 15.69/-1.7

日本工大駒場高

髙木  昇(高3) 16.00/-1.7

都松が谷高

加藤  舜涼(高2) 16.00/-3.0

都城東高

上松  利弘 16.00/-1.7

ARRC

工木  大地(高3) 16.12/-3.0

帝京大高

宗崎  泰杜(高3) 16.30/-3.0

都武蔵野北高

菊池  陽々紀(高2) 16.39/-3.0

都八王子東高

男子

１１０ｍＨ

(0.991m)

5/5 小林  真名世(中2) 16.12/-2.3

横浜奈良中

前田  裕汰(中2) 18.86/-0.9

鶴川二中

石田  慶(中3) 19.08/-0.9

駒場東邦中

金  広登(中2) 19.25/-2.3

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

伊藤  和之丞(中2) 20.58/-0.9

国分寺四中

竹下  寛人(中2) 21.03/-2.3

駒場東邦中

安藤  公昭(中2) 21.48/-0.9

篠崎二中

飯塚  友哉(中2) 21.76/-0.9

横浜奈良中

男子中
学

４×１００ｍ 5/5 日本工大駒場高 42.75

佐藤  将騎(高2)

安田  圭吾(高2)

小島  拓己(高3)

山﨑  拓海(高2)

久我山高 42.83

村上  玲央(高2)

芦田  周平(高3)

清水  幹斗(高2)

大芝  健人(高1)

都国分寺高 43.24

篠田  知希(高2)

村上  啓雄(高3)

鼻崎  佑(高3)

山下  祐介(高3)

都武蔵野北高 43.24

矢作  陸(高3)

飯塚  勇人(高3)

松山  弘汰(高2)

小美濃  零也(高2)

國學院高A 43.40

大野  裕也(高2)

長崎  汰地(高3)

榮山  聡(高3)

山下  裕翔(高3)

都西高 43.46

深谷  友亮(高3)

福地  清康(高3)

内村  黎央(高3)

栗原  怜也(高3)

都つばさ総合高 43.48

渡邊  千里(高1)

石森  勇希(高2)

清水  亮(高3)

岸田  朋也(高3)

都板橋高 43.71

村山  大和(高3)

遠藤  洸希(高2)

土広  陽平(高3)

永峯  笙(高2)

走高跳 5/5 山下  和宏 1m89

海洋大

長張  修也(高2) 1m86

日出高

松本  茜(高2) 1m83

日本工大駒場高

佐藤  勇斗(高2) 1m77

都八王子東高

菊地  智久 1m74

早大同好会

上横手  優樹(高3) 1m74

日本工大駒場高

松本  侑樹 1m71

順天堂医陸

本橋  羽(中3) 1m71

南千住二中

走幅跳 5/5 小島  祐樹(高2)   6m98/-0.8

都城東高

松岡  晃輝(高1)   6m72/+1.0

日本工大駒場高

芝山  浩平   6m70/+1.1

順天堂医陸

永峯  笙(高2)   6m60/+1.5

都板橋高

寺澤  豪(高2)   6m55/+3.6

國學院高

田中  宏武(高3)   6m50/+0.3

帝京大高

池田  晃希(高3)   6m43/-1.1

都青梅総合高

村山  大和(高3)   6m27/-0.6

都板橋高

砲丸投

(7.260kg)

5/5 渡辺  凌  12m20

駒大ＡＣ

富岡  真広  11m39

STAC

海老原  諒充   8m26

了徳寺学園

阿部  光之進   8m15

法大工

砲丸投

(6.000kg)

5/5 市川  直紀(高3)  11m38

都八王子東高

朝岡  白露(高2)  11m36

都豊多摩高

倉持  憲成(高2)  10m87

都駒場高

大林  傑(高3)  10m63

明学東村山高

筒井  瑛淑(高2)   9m98

日本学園高

加藤  海莉(高1)   9m47

都松が谷高

山口  智也(高2)   9m13

明学東村山高

山崎  皇司郎(高1)   8m82

駒場東邦高

砲丸投

(5.000kg)

5/5 鳥海  隼之介(中3)   9m66

光が丘三中

高岡  慧輔(中3)   9m60

横浜奈良中

野村  和幸(中3)   8m39

鶴川二中

仲宗根  伸(中2)   7m75

鶴川二中

小高  拓巳(中3)   7m66

駒場東邦中

松本  将太(中2)   7m55

駒場東邦中

安藤  欣真(中3)   6m80

多摩辺中

榎  馨晴(中2)   6m40

鶴川二中

男子

１００ｍ 5/5 西田  晴香(高2) 12.61/+0.9

日本工大駒場高

多田  萌子(高2) 12.75/+0.8

久我山高

間渕  桃奈(高1) 12.75/+1.8

日大二高

岩川  舞香(高3) 12.80/+1.8

都西高

橋本  伊代(高1) 12.89/+1.8

日本工大駒場高

甲斐  安生衣(高3) 12.92/+1.3

明学東村山高

綿貫  真尋(中1) 12.96/+0.8

新座六中

片居木  眞子(高3) 12.97/+0.8

都松が谷高

２００ｍ 5/5 ﾌｾｲﾆ  玲南(高3) 25.75/-1.6

日出高

甲斐  安生衣(高3) 26.99/-1.6

明学東村山高

藤波  こはる(高3) 27.02/-1.6

玉川学園高

野口  まゆか(中2) 27.08/-1.5

白百合学園中

寺島  しずく(高1) 27.16/-1.6

都青梅総合高

田中  雪乃(高2) 27.25/-1.6

都国分寺高

川上  莉央(高1) 27.76/-1.5

都松が谷高

鈴木  悠香(高3) 27.86/-1.5

拓大一高

４００ｍ 5/5 平野  桃子(高3)  1:00.09

江戸川女高

伊藤  裕香(高2)  1:00.25

江戸川女高

秋葉  璃奈(高2)  1:00.30

都城東高

間渕  桃奈(高1)  1:00.65

日大二高

西原  真子(高3)  1:01.09

駒大高

天野  紗弥香(高3)  1:01.21

日大二高

幸村  穂野香(高2)  1:01.37

駒大高

羽鳥  真由(高3)  1:01.73

江戸川女高

１５００ｍ 5/5 道下  美槻(中3)  4:52.92

新座二中

藤田  千賀子(高3)  4:53.57

玉川学園高

芝本  芽依(中3)  4:57.84

寺尾中

中村  眞子(高2)  5:04.42

日大二高

中田  結愛(高3)  5:05.22

江戸川女高

金井  美由(中2)  5:05.33

寺尾中

足立  涼美(中3)  5:07.86

新座二中

小野　祥子(中3)  5:12.35

田無四中

１００ｍＨ

(0.840m)

5/5 金谷  千里 15.77/-2.9

早大同好会

石庭  華子(高2) 16.66/-2.0

日本工大駒場高

澤田  ﾏﾘｱ(高2) 16.88/-2.9

都三鷹中等

廣瀬  梨花(高3) 16.91/-2.0

都駒場高

遠藤  紀香(高3) 17.46/-2.9

日本工大駒場高

保住  夏希(高1) 17.50/-2.0

日本工大駒場高

榑林  亜珠可(高2) 18.04/-2.1

日体桜華高

三枝  美晴(高2) 18.44/-2.0

都駒場高

女子

１００ｍＨ

(0.762m)

5/5 津川  瑠衣(中3) 15.11/-1.0

鶴川二中

醍醐  愛理(中1) 15.22/+0.2

府中AC

白田  穂乃佳(中3) 15.48/-1.0

新座六中

浅野  咲希(中3) 15.58/-1.0

新座二中

今村  輝子(中3) 15.89/-1.0

寺尾中

吉田  日向(中3) 16.31/-2.2

多摩辺中

久下  美優香(中2) 16.54/-1.0

新座六中

桜庭  美月(中2) 16.73/-1.0

新座六中

女子中
学

４×１００ｍ 5/5 日本工大駒場高 49.27

西田  晴香(高2)

梅津  茜(高3)

橋本  伊代(高1)

山本  早姫(高3)

都つばさ総合高 50.41

伊藤  優希(高2)

和喜田  美咲(高3)

中島  さちこ(高2)

中嶋  彩画(高3)

都西高 50.54

小林  紗弓(高2)

岩川  舞香(高3)

鍜治屋  沙月(高3)

桝田  結夢(高3)

江戸川女高 50.71

村山  裕美(高3)

伊藤  裕香(高2)

平野  桃子(高3)

羽鳥  真由(高3)

國學院高 50.78

星崎  千佳(高2)

川本  詩乃(高2)

大野  真夜帆(高3)

石山  茉歩(高3)

駒大高A 50.86

幸村  穂野香(高2)

西原  真子(高3)

井坂  友香(高1)

田口  茉弥(高1)

早大同好会 50.91

石川  桃花

野崎  由佳

宮下  奈々

金谷  千里

日大二高A 51.11

小栗  七海(高2)

天野  紗弥香(高3)

亀山  咲音(高3)

間渕  桃奈(高1)

砲丸投

(4.000kg)

5/5 吉田  結花(高3)  10m79

日体桜華高

德田  沙那子(高3)  10m73

都三鷹中等

縞居  優生(高3)  10m67

都板橋高

秋山  優香(高3)  10m02

日体桜華高

小澤  寿乃(高1)   9m25

都板橋高

青木  彩(高2)   8m85

日体桜華高

杉田  明日美(高3)   8m63

都国分寺高

青野  なぎさ(高1)   8m22

星美学園高

砲丸投

(2.721kg)

5/5 小栗  愛海(中3)  11m90

日大二中

藤本  逸希(中3)  10m72

青梅三中

高山  夏葵(中3)   9m55

青梅三中

鈴木  桃葉(中3)   9m54

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

堀  祐理(中3)   9m07

光が丘三中

倉持  琴美(中3)   8m93

代々木中

名倉  涼音(中3)   8m35

寺尾中

山崎  凛子(中3)   8m09

国分寺四中

走高跳 5/5 佐藤  佑香 1m60

鎌倉女大

小林  紗弓(高2) 1m51

都西高

檜山  ひかる(高3) 1m51

都城東高

小池  桃香(高3) 1m51

都南平高

小菅  南央(高3) 1m48

都三鷹中等

平原  知佳(中2) 1m48

諏訪中

吉田  日向(中3) 1m48

多摩辺中

藤井  奈月美(高1) 都城東高1m40

中村  朱里(高3) 都松が谷高

倉重  美南(高1) 都青梅総合高

走幅跳 5/5 山﨑  美夏(高2)   5m56/+3.1

都松が谷高

石山  茉歩(高3)   5m21/+2.9

國學院高

青野  なぎさ(高1)   5m16/+0.6

星美学園高

小栗  七海(高2)   5m05/+0.1

日大二高

田子  敬乃(中2)   4m87/+1.5

鶴川二中

佐藤  智奈津(高3)   4m80/+3.0

玉川学園高

佐藤  悠稀乃(高3)   4m78/+3.0

玉川学園高

樋口  涼夏(中3)   4m76/+2.7

寺尾中

女子


