
第54回渋谷区民陸上競技大会 16130811 2016年11月3日(木)      決勝一覧表
駒沢オリンピック公園陸上競技場 132090

  Page: 12016/11/03 17:21:37

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 11/3 亀井  人輪(3) 15.33/+2.4

MJアスリーツ
菅野  遥斗(3) 15.42/+2.4
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

来住南  太心(3) 15.46/+2.4
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

設楽  悠一郎(3) 15.59/+2.4
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

田村  優翔(3) 15.62/+2.4
スピードS

近藤  琉生(3) 15.81/+2.4
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

樺山  資大(3) 16.09/+2.4
北青山ＲＣ

鈴木  頼庵(3) 16.23/+2.4
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

男子小
学３年

１００ｍ 11/3 上河内  理来(4) 14.90/-0.6
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

平川  和輝(4) 15.14/-0.6
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

山本  夏弦(4) 15.26/-0.6
渋谷ＪＲＣ

山本  隼暉(4) 15.60/-0.6
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

山本  光輝(4) 15.73/-0.6
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

相良  聡太(4) 16.00/-0.6
渋谷本町学園小

小島  稜平(4) 16.01/-0.6
渋谷ＪＲＣ

古橋  一晟(4) 16.15/-0.6
北青山ＲＣ

男子小
学４年

１００ｍ 11/3 金  寛人(5) 13.41/+2.9
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

古川  裕也(5) 13.68/+2.9
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

栗原  主玖(5) 13.97/+2.9
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

真下  毅大(5) 14.24/+2.9
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

南嶋  涼(5) 14.58/+2.9
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

吉田  理人(5) 14.58/+2.9
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

石井  優佑(5) 14.83/+2.9
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

神津  弘輝(5) 15.02/+2.9
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

男子小
学５年

１００ｍ 11/3 諸星  真優(6) 12.56/+1.2
NGR清明学園小

榎元  一休(6) 13.44/+1.2
MJアスリーツ

岡本  皓季(6) 13.46/+1.2
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

池田  竜大(6) 13.70/+1.2
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

藤本  健太朗(6) 14.33/+1.2
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

野澤  悠星(6) 14.48/+1.2
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

中島  寛明(6) 14.78/+1.2
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

根岸  慧(6) 14.90/+1.2
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

男子小
学６年

８００ｍ 11/3 直井  唯真(4)  2:47.48
国本小

梅田  剛志(4)  2:51.70
北青山ＲＣ

樺山  資大(3)  2:53.29
北青山ＲＣ

山本  夏弦(4)  2:57.07
渋谷ＪＲＣ

高木  瀬那(4)  2:57.93
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

木田  啓一(4)  2:58.82
渋谷ＪＲＣ

平野  怜地(3)  2:59.44
青南SC

守田  風翔(4)  2:59.96
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

男子小
学３・
４年 ８００ｍ 11/3 荻野  慶人(5)  2:37.20

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
北村  光(6)  2:37.45
横国附鎌倉小

真下  毅大(5)  2:39.78
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

丸茂  シンバ(6)  2:39.86
渋谷ＪＲＣ

安斎  拓真(5)  2:43.52
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

松江  耕輔(6)  2:47.24
渋谷ＪＲＣ

諸星  真優(6)  2:48.89
清明学園小

田端  稜希(5)  2:49.16
ほんまちクラブ

男子小
学５・
６年 走幅跳 11/3 平川  和輝(4)   3m88/+1.9

NGRﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ
来住南  太心(3)   3m46/+1.0
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

山本  光輝(4)   3m41/+0.9
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

鈴木  頼庵(3)   3m27/+1.5
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

村上  敬汰(3)   3m26/+2.9
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

守屋  遥翔(4)   3m26/+1.9
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

阿部  遥斗(4)   3m16/+1.3
青南SC

木村  虎之助(4)   3m10/-0.3
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

男子小
学３・
４年 走幅跳 11/3 池田  竜大(6)   4m35/+1.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
神津  弘輝(5)   4m16/-0.2
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

小笠原  大知(5)   3m97/+1.3
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

伊能  伶(6)   3m82/+0.6
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

南嶋  涼(5)   3m81/+1.6
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

中島  寛明(6)   3m79/+1.3
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

藤本  健太朗(6)   3m79/+1.2
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

織田  真尋(6)   3m77/+0.7
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

男子小
学５・
６年 ヴォーテックス投 11/3 峰岸  将仁(4)  40m64

青南SC
佐々木  瑛太(4)  37m45
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

渡辺  暁斗(4)  35m29
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

ﾆｷﾞｯﾁ ﾊﾟｽｶﾙ富(4)  33m77
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

渡邉  樹一(4)  30m76
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

山本  夏弦(4)  30m31
渋谷ＪＲＣ

数野  遥土(4)  29m24
東京陸協

小林  航基(4)  28m90
渋谷ＪＲＣ

男子小
学３・
４年 ヴォーテックス投 11/3 根岸  慧(6)  54m30

NGRﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ
古川  裕也(5)  48m78
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

小田  紘希(5)  46m31
ハリアーズ

南嶋  涼(5)  45m44
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

菅原  優(5)  44m25
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

福田  伊吹(6)  43m26
MJアスリーツ

佐藤  優太(6)  42m64
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

京角  史都(5)  40m67
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

男子小
学５・
６年 １００ｍ 11/3 武田  直起(1) 12.42/+0.9

青山学院中
尾下  楓真(1) 13.17/+0.9
青山学院中

石原  諒(1) 13.21/+0.9
上原中

小田桐  荘祐(1) 13.94/+0.9
渋谷中

泉  駿汰(1) 14.20/+0.9
代々木中

平田  真裕(1) 14.39/+0.9
渋谷中

武田  空我(1) 14.42/+0.9
渋谷ＪＲＣ

開  智也(1) 14.48/+0.9
渋谷本町学園中

男子中
学１年

１００ｍ 11/3 数野  大樹(3) 11.34/+1.4
NGR東京陸協

阿藤  宏朗(2) 11.71/+1.4
原宿外苑中

橋本  勇希(2) 11.97/+1.4
松濤中

高田  大成(2) 12.05/+1.4
代々木中

遠藤  悠己(3) 12.07/+1.4
渋谷中

諏訪戸  皇(2) 12.20/+1.4
渋谷本町学園中

吉田  匡輝(3) 12.33/+1.4
渋谷中

関口  雄介(3) 12.52/+1.4
渋谷中

男子中
学２・
３年 ２００ｍ 11/3 橋本  勇希(2) 24.69/+0.6

松濤中
高田  大成(2) 25.10/+0.6
代々木中

諏訪戸  皇(2) 渋谷本町学園中 25.86/+0.6
三村  秀雄(3) 渋谷中

横山  靖人(2) 26.22/+0.6
代々木中

粟野  佑輝(3) 28.96/+0.6
代々木中

４００ｍ 11/3 関口  雄介(3) 57.51
渋谷中

福本  大知(2) 57.60
代々木中

小林  夏樹(2) 58.88
原宿外苑中

川崎  淳平(1)  1:15.20
代々木中

８００ｍ 11/3 宇藤  亮太(3)  2:11.07
NGR渋谷中

小田  涼之介(3)  2:15.09
松濤中

光明  優輝(3)  2:15.11
青山学院中

渡辺  容輔(3)  2:21.19
渋谷中

二川  勝太朗(2)  2:34.83
代々木中

男子中
学

１５００ｍ 11/3 白石  将隆(1)  4:42.16
NGR青山学院中

片岡  龍哉(1)  4:43.13
青山学院中

武田  空我(1)  4:54.40
渋谷ＪＲＣ

金光  陸(1)  5:10.80
上原中

山口  颯希(1)  5:20.43
渋谷本町学園中

石井  翔(1)  5:24.99
渋谷本町学園中

菅沼  響来(1)  5:35.14
青山学院中

田中  信一朗(1)  5:46.42
渋谷中

男子中
学１年

１５００ｍ 11/3 光明  優輝(3)  4:44.29
青山学院中

竹内  大宙(3)  4:44.84
松濤中

斎藤  零央(2)  4:54.93
青山学院中

横田  知己(2)  4:55.78
青山学院中

小池  慧(3)  4:56.41
渋谷中

小椋  照大(2)  5:03.52
松濤中

吉川  泰生(2)  5:03.53
渋谷中

野中  智貴(2)  5:29.69
渋谷中

男子中
学２・
３年 走高跳 11/3 小宮  陸友(2) 1m56

代々木中
芳野  誉丸(2) 1m45
松濤中

走幅跳 11/3 腰高  錬人(2)   5m93/+3.3
松濤中

小宮  陸友(2)   5m82/+2.8
代々木中

井田  歩希(3)   5m74/+0.9
松濤中

利光  通明(2)   5m59/+1.8
A.F.T.C.

竹内  大宙(3)   5m19/+3.2
松濤中

塚田  濯(2)   4m95/+2.1
上原中

二川  勝太朗(2)   4m17/+0.9
代々木中

砲丸投
(5.000kg)

11/3 諸石  ロマン(2)   6m37
原宿外苑中

男子中
学

１００ｍ 11/3 金田  悠利 11.22/+2.1
中大同好会

金城  貴之 11.27/+2.1
青山学院大

熊井  健人 11.34/+2.1
明大同好会

三宅  雄斗 11.42/+2.1
明大同好会

土屋  雅紀 11.45/+2.1
日大法

菊地  良 11.46/+2.1
青山学院大

足立  健太 11.48/+2.1
目黒陸協

大谷  悠貴(1) 11.50/+2.1
渋谷高

２００ｍ 11/3 金子  信 22.47/+0.8
ユメオミライ

金田  悠利 23.09/+2.2
中大同好会

竹本  純平 23.10/+1.7
中大同好会

小林  大輝 23.24/+0.8
明大同好会

川尻　ｱﾝｼﾞｪﾛ実 23.38/+2.2
東京陸協

菊池  祐一 23.46/+1.9
レジェンズ

余座  直樹 23.51/+1.0
明大同好会

三宅  雄斗 23.53/+2.2
明大同好会

４００ｍ 11/3 碓井  涼 48.99
NGRレジェンズ

川尻　ｱﾝｼﾞｪﾛ実 52.45
東京陸協

石川  聖也 52.71
早大同好会

鈴木  恒平 53.99
法大Ⅱ部

石田  拳人 55.04
ニューモード

内藤  弘樹 55.41
中央工学校

渡辺  真伍 55.45
十条SC

三浦  彬暉 56.46
中大同好会

８００ｍ 11/3 渡辺  真伍  2:04.39
十条SC

小池  正敏  2:09.59
中央工学校

岩淵  野衣  2:12.35
埼玉医大

井口  晋太朗  2:21.22
東医歯大

白土  裕輔(2)  2:38.02
関東国際高

１５００ｍ 11/3 篠田  裕太朗  4:18.40
日大法

戸田  昂  4:19.31
北青山ＲＣ

赤川  玲  4:21.92
埼玉医大

手代木  聡  4:29.84
東京陸協

横山  芳生  4:30.87
中央工学校

成田  直樹  4:36.72
東京陸協

佐藤  佑樹  4:37.03
中央工学校

鄭  博仁  4:39.87
順大医学部

走高跳 11/3 加藤  舜 2m05
EGR日大

松鵜  竜次郎 1m99
日体大

平塚  玄空 1m96
日大

先崎  航 1m96
東海大

池畑  塁 1m85
ニューモード

村上  健 1m80
明大同好会

池田  直樹 1m75
慈恵医大

佐々木  瑞祈 1m75
ニューモード

走幅跳 11/3 平賀  勇輝   6m74/+2.3
タイシン

伊藤  雄太   6m55/+2.5
タイシン

武田  光平   6m40/+2.8
東京陸協

村上  健   6m19/+1.5
明大同好会

前新  亮   6m12/+0.8
タイシン

鈴木  恒平   5m55/+1.9
法大Ⅱ部

王  堯鋒(2)   4m86/+1.3
関東国際高

砲丸投
(7.260kg)

11/3 柳沢  宏  12m04
WAVETC

川口  均  10m89
TFC相模

今井  康正   8m69
東京RC

小谷  孝太(2)   8m46
関東国際高

石川  淳史   8m25
一橋ＡＣ

倉田  佳明   7m92
渋谷陸協

やり投
(800g)

11/3 長嶋  達史  53m25
明大同好会

羽鳥  純  50m81
東京陸協

内藤  陽水  49m54
法大Ⅱ部

小林  翼  47m41
中大同好会

中島  颯也  46m28
中央工学校

古橋  弘光  44m60
東京陸協

小島  郁也  44m30
法大Ⅱ部

宮原  悠平  39m51
法大Ⅱ部

男子

１００ｍ 11/3 青山  茂生 11.74/+0.9
NGRレジェンズ

中馬  賢克 12.04/+0.9
NGR東京陸協

根米  宏冶 12.08/+0.9
NGR東京陸協

駒牧  盛年 12.52/+0.9
東村山市陸協

三坂  昭博 12.57/+0.9
東京陸協

滿留  隆斗 12.63/+0.9
渋谷ＪＲＣ

磯田  岳人 12.73/+0.9
東京陸協

金尾  尚志 12.78/+0.9
レジェンズ

１５００ｍ 11/3 一ノ瀬  博文  4:49.79
目黒区陸協

小松  洋  4:51.90
東京陸協

男子壮
年

４×１００ｍ 11/3 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸA 54.63
金  寛人(5)
三戸  優也(6)
池田  竜大(6)
真下  毅大(5)

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂA 55.82
南嶋  涼(5)
古川  裕也(5)
野澤  悠星(6)
根岸  慧(6)

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂB 57.41
中島  寛明(6)
佐藤  優太(6)
伊能  伶(6)
神津  弘輝(5)

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞA 58.28
藤本  健太朗(6)
栗原  主玖(5)
三浦  佐和貴(6)
岡本  皓季(6)

MJアスリーツ  1:00.31
亀井  人輪(3)
橋本  成矢(5)
福田  伊吹(6)
榎元  一休(6)

青南SC D  1:00.65
守山  檀(5)
井上  旺州(5)
常田  莉人(5)
平野  大智(5)

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂC  1:01.83
鍋島  圭登(5)
ﾆｷﾞｯﾁ ﾊﾟｽｶﾙ富(4)
織田  真尋(6)
村上  敬汰(3)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸB  1:02.34
石井  優佑(5)
吉田  理人(5)
橘  亮人(5)
安斎  拓真(5)

男子小
学

４×１００ｍ 11/3 松濤中 47.46
井田  歩希(3)
腰高  錬人(2)
芳野  誉丸(2)
橋本  勇希(2)

渋谷中A 48.02
吉田  匡輝(3)
遠藤  悠己(3)
関口  雄介(3)
三村  秀雄(3)

代々木中A 48.79
横山  靖人(2)
小宮  陸友(2)
福本  大知(2)
高田  大成(2)

青山学院中 49.88
矢澤  諄平(2)
松村  亘祐(2)
尾下  楓真(1)
武田  直起(1)

上原中 53.87
小野田  優也(2)
塚田  濯(2)
中村  壮吾(1)
石原  諒(1)

渋谷本町学園中 54.85
青木  優弥(1)
開  智也(1)
石井  翔(1)
諏訪戸  皇(2)

渋谷中B 55.72
小林  修也(2)
清水  琉生(2)
小田桐  荘祐(1)
平田  真裕(1)

男子中
学

４×１００ｍ 11/3 明大同好会B 44.36
今関  大輔
熊井  健人
福原  拓巳
肥留川  和賢

徐行時々進撃 45.08
小林  翼
金田  悠利
出口  和樹
米山  浩太

中大同好会A 45.64
荒井  一暢
竹本  純平
田所  倫平
三浦  彬暉

明大同好会A 46.00
大澤  永輝
浜田  真一
斎藤  駿
村上  健

渋谷高A 46.45
大谷  悠貴(1)
田村  聡紀(1)
関口  智之(2)
楠  大智(2)

渋谷高B 49.84
中島  英臣(2)
羽生  遼太郎(2)
宮澤  琉弥(2)
出村  黎也(2)

渋谷OB 50.14
今井  智裕
佐伯  周
鄭  博仁
山崎  哲哉

男子

凡例（EGR:大会タイ記録/ NGR:大会新記録）
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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 11/3 荒井  英(3) 16.09/+1.1

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ
ｶﾞｰﾄﾞﾅ ﾚｲﾁｪﾙ麻由(3)16.48/+1.1
渋谷ＪＲＣ

松村  瑞月(3) 16.55/+1.1
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

原  くるみ(3) 16.75/+1.1
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

平川  紗衣(3) 16.80/+1.1
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

ｸﾗﾌﾞ  桜ｸﾞﾚｰｽ(3) 16.92/+1.1
青南SC

高橋  怜美(3) 17.37/+1.1
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

安斎  真理明(3) 17.50/+1.1
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

女子小
学３年

１００ｍ 11/3 宮原  紫乃(4) 14.74/+0.7
NGRｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

澤田  さくら(4) 15.07/+0.7
A.F.T.C.

田中  美優(4) 15.19/+0.7
渋谷本町学園小

ﾛｽ  瑚花ｱﾃﾞｨｱ(4) 15.29/+0.7
A.F.T.C.

ﾇﾜｴﾒ ｸﾞﾚｰｽ(4) 15.42/+0.7
A.F.T.C.

河野  花帆(4) 15.45/+0.7
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

齊藤  にいな(4) 15.60/+0.7
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

岩本  真帆(4) 15.62/+0.7
港陸上クラブ

女子小
学４年

１００ｍ 11/3 吉雄  陽香(5) 14.24/+1.4
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

二木  遥菜(5) 14.62/+1.4
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

西塚  結衣(5) 14.82/+1.4
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

宗雪  日南(5) 14.88/+1.4
北青山ＲＣ

中村  彩良(5) 14.89/+1.4
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

尾崎  七菜(5) 14.98/+1.4
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

村上  夢空(5) 14.99/+1.4
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

小川  華央(5) 15.06/+1.4
渋谷ＪＲＣ

女子小
学５年

１００ｍ 11/3 東  真衣(6) 13.13/+3.1
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

沼波  愛和(6) 13.21/+3.1
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

長島  憂季(6) 13.53/+3.1
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

長島  布美子(6) 13.91/+3.1
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

金澤  美香(6) 14.82/+3.1
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

隈元  風羽南(6) 14.85/+3.1
渋谷本町学園小

瀬戸口  ひなた(6) 15.03/+3.1
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

山口  渚奈(6) 15.44/+3.1
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

女子小
学６年

８００ｍ 11/3 河野  花帆(4)  2:49.56
NGRｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

齊藤  にいな(4)  2:49.58
NGRｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

柿沼  叶芽(4)  2:58.33
ほんまちクラブ

釜萢  寧々(4)  3:00.05
ほんまちクラブ

中河  愛海(4)  3:00.64
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

石澤  結菜(4)  3:04.57
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

武内  瑠那(4)  3:05.02
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

原  くるみ(3)  3:07.13
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

女子小
学３・
４年 ８００ｍ 11/3 栗原  りな(5)  2:40.89

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
鈴木  優空(6)  2:43.43
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

石井  冴(6)  2:45.34
渋谷本町学園小

山口  渚奈(6)  2:46.22
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

冨田  実那(6)  2:48.30
北青山ＲＣ

横山  美萌(5)  2:51.71
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

鈴木  咲空(6)  2:54.10
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

中島  あんな(5)  2:55.72
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

女子小
学５・
６年 走幅跳 11/3 宮原  紫乃(4)   3m86/+2.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
仮屋  愛優(4)   3m69/+1.5
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

齊藤  にいな(4)   3m47/+2.0
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

平川  紗衣(3)   3m44/+1.9
ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

原田  莉々文(4)   3m32/+1.4
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

杉浦  唯(4)   3m32/+2.9
港陸上クラブ

半谷  妃奈理(4)   3m23/+2.0
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

杉浦  めい(4)   3m09/+0.9
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

女子小
学３・
４年 走幅跳 11/3 中村  彩良(5)   4m46/+1.2

NGRﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ
二木  遥菜(5)   4m20/+1.3

NGRﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ
長島  布美子(6)   4m04/-0.1
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

西塚  結衣(5)   4m02/+3.0
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

長島  憂季(6)   3m80/+2.8
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

山口  遥(6)   3m79/+0.2
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

岡野  寧々(5)   3m75/-0.6
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

尾崎  七菜(5)   3m70/+1.1
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

女子小
学５・
６年 ヴォーテックス投 11/3 宮原  紫乃(4)  33m94

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
半谷  妃奈理(4)  33m47
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

杉浦  めい(4)  31m05
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

佐藤  杏花里(4)  30m63
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

河野  花帆(4)  29m26
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

福田  早紗(4)  25m10
MJアスリーツ

仮屋  愛優(4)  24m25
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

高橋  奏心(3)  22m35
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

女子小
学３・
４年 ヴォーテックス投 11/3 村山  奈菜(5)  38m28

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
小川  華央(5)  37m13
渋谷ＪＲＣ

ｶﾞｰﾄﾞﾅ ｱﾝｼﾞｪﾗ由奈(5)  30m87
渋谷ＪＲＣ

村上  夢空(5)  30m31
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

中村  彩良(5)  24m63
ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

和田  章乃(6)  15m77
渋谷ＪＲＣ

金成  玲奈(5)  14m94
青南SC

女子小
学５・
６年 １００ｍ 11/3 髙見  佳代(1) 13.67/+1.2

青山学院中
金森  咲也子(1) 14.27/+1.2
青山学院中

有野  美梨(1) 14.35/+1.2
松濤中

岸田  菜津穂(1) 14.38/+1.2
渋谷中

塚田  渚弥(1) 14.40/+1.2
渋谷本町学園中

熊谷  星花(1) 14.54/+1.2
渋谷ＪＲＣ

浜島  伊織(1) 14.62/+1.2
渋谷本町学園中

芦澤  木寧(1) 15.03/+1.2
松濤中

女子中
学１年

１００ｍ 11/3 倉持  琴美(3) 13.89/+1.2
代々木中

西山  華愛(3) 13.89/+1.2
原宿外苑中

田村  菜奈(2) 14.11/+1.2
松濤中

稲野辺  美晴(2) 14.31/+1.2
青山学院中

藤郷  雪乃(2) 14.41/+1.2
渋谷本町学園中

野村  まり(2) 14.52/+1.2
代々木中

中島  優里(2) 14.53/+1.2
渋谷中

ダウ  マイア(2) 14.53/+1.2
松濤中

女子中
学２・
３年 ２００ｍ 11/3 玄間  七海(1) 29.06/-0.2

渋谷本町学園中
川本  彩奈(2) 29.51/-0.2
原宿外苑中

西條  日奈子(1) 29.73/-0.2
代々木中

藤郷  雪乃(2) 29.77/-0.2
渋谷本町学園中

浜島  伊織(1) 29.93/+2.2
渋谷本町学園中

塚田  渚弥(1) 30.20/-0.2
渋谷本町学園中

安戸  乃彩(2) 30.47/-0.2
渋谷中

中島  優里(2) 30.54/-0.2
渋谷中

８００ｍ 11/3 有野  美梨(1)  2:37.67
松濤中

小山  栞奈(3)  2:39.28
渋谷中

野村  まり(2)  2:48.77
代々木中

室園  文(2)  2:49.76
原宿外苑中

玄間  七海(1)  2:53.11
渋谷本町学園中

八木下  萌菜(2)  2:54.98
渋谷中

安宅  美結(1)  2:56.19
渋谷中

土｀野  悠未(1)  2:56.99
渋谷本町学園中

１５００ｍ 11/3 広瀬  流花(3)  5:24.28
代々木中

山田  彩乃(3)  5:43.63
青山学院中

伊藤  瑞起(2)  5:49.28
青山学院中

木暮  緋南(2)  5:56.80
青山学院中

相原  由佳(1)  6:11.62
渋谷中

走高跳 11/3 泉  琴美(2) 1m40
代々木中

ﾄｰﾍﾞｯｸ ﾛｰﾚﾝ(3) 1m35
松濤中

西條  日奈子(1) 1m25
代々木中

北川  明海(2) 1m25
松濤中

ダウ  マイア(2) 1m20
松濤中

走幅跳 11/3 金森  咲也子(1)   4m42/+0.3
青山学院中

西山  華愛(3)   4m30/+1.8
原宿外苑中

落合  聖(1)   4m29/+2.4
代々木中

樋渡  花菜(1)   4m28/+1.7
代々木中

芦澤  木寧(1)   4m26/+2.0
松濤中

髙木  夕(2)   3m98/+2.5
原宿外苑中

藤田  桜子(1)   3m77/+1.9
渋谷本町学園中

佐藤  七海(2)   3m50/ 0.0
松濤中

砲丸投
(2.721kg)

11/3 倉持  琴美(3)   9m00
代々木中

川本  彩奈(2)   8m76
原宿外苑中

山田  菜々子(2)   8m05
代々木中

三浦  碧姫(2)   6m51
渋谷本町学園中

女子中
学

１００ｍ 11/3 田井  茜 12.23/+2.0
NGR日体大

牧野  百恵 12.49/+2.0
NGR日体大

上口  有帆 12.64/+2.0
NGR青山学院大

加藤  美玖 12.82/+2.0
タイシン

菅原  奈々子(2) 13.89/+2.0
渋谷高

皆木  陽南子(2) 13.89/+2.0
渋谷高

塩塚  翠 14.06/+2.0
慶應三四会

轟木  有里珠(1) 14.13/+2.0
渋谷高

２００ｍ 11/3 奥田  真澄 25.86/+1.8
青山学院大

森下  友加里 26.65/+1.8
早大同好会

倉  紫織 26.92/+1.8
法大Ⅱ部

松本  友里恵 27.33/+1.8
早大同好会

荒川  明日香 28.37/+1.8
早大同好会

皆木  陽南子(2) 28.72/+1.8
渋谷高

塩塚  翠 29.58/+1.8
慶應三四会

轟木  有里珠(1) 30.38/+1.8
渋谷高

４００ｍ 11/3 奥田  真澄 57.84
NGR青山学院大

倉  紫織  1:00.67
法大Ⅱ部

西村  生  1:03.21
タイシン

池崎  恵  1:08.73
A.F.T.C.

富岡  誠子  1:13.52
埼玉医大

８００ｍ 11/3 菅原  由梨子(2)  2:40.30
渋谷高

宇野  瑛理香(2)  2:51.36
渋谷高

坪井  恵莉(2)  2:51.63
渋谷高

１５００ｍ 11/3 岡田  京子(1)  5:47.71
渋谷高

渡部  晃子(2)  6:12.64
渋谷高

真柄  那々子  6:18.44
慈恵医大

走幅跳 11/3 山縣  彩瑛   5m46/+2.1
NGR青山学院大

武藤  瑞希   4m68/+2.3
埼玉医大

女子

４×１００ｍ 11/3 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸA 52.75
NGR沼波  愛和(6)

長島  憂季(6)
長島  布美子(6)
東  真衣(6)

渋谷本町学園小 58.70
隈元  風羽南(6)
青木  音緒(6)
石井  冴(6)
吉澤  椛乃(6)

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞA 59.37
中島  あんな(5)
中村  彩良(5)
村上  夢空(5)
二木  遥菜(5)

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞB  1:00.88
山口  遥(6)
横山  美萌(5)
岡野  寧々(5)
金澤  美香(6)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸC  1:01.07
繁田  さな子(6)
山口  渚奈(6)
栗原  りな(5)
澤村  クレタ(5)

青南SC C  1:01.39
橋本  桃子(5)
野澤  亜衣(5)
金成  玲奈(5)
後藤  凜(5)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸD  1:01.45
宮原  紫乃(4)
西塚  結衣(5)
齊藤  にいな(4)
村山  奈菜(5)

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ  1:02.06
吉雄  陽香(5)
瀬戸口  ひなた(6)
瀬戸口  あん(4)
平川  紗衣(3)

女子小
学

４×１００ｍ 11/3 代々木中C 54.77
倉持  琴美(3)
石井  伶(3)
広瀬  流花(3)
亀井  美佑(3)

青山学院中 55.21
酒井  彩(2)
髙見  佳代(1)
稲野辺  美晴(2)
金森  咲也子(1)

渋谷本町学園中 55.63
三浦  碧姫(2)
玄間  七海(1)
塚田  渚弥(1)
藤郷  雪乃(2)

原宿外苑中 56.19
川本  彩奈(2)
山口  蘭(2)
髙木  夕(2)
西山  華愛(3)

松濤中 56.81
ダウ  マイア(2)
有野  美梨(1)
芦澤  木寧(1)
田村  菜奈(2)

代々木中A 56.94
山田  菜々子(2)
泉  琴美(2)
及川  結依(2)
野村  まり(2)

渋谷中A 57.23
坂井  凜花(2)
中島  優里(2)
安戸  乃彩(2)
岸田  菜津穂(1)

代々木中B 58.32
樋渡  花菜(1)
西條  日奈子(1)
大澤  菜々(1)
落合  聖(1)

女子中
学

４×１００ｍ 11/3 渋谷高A 54.74
菅原  奈々子(2)
菅原  由梨子(2)
皆木  陽南子(2)
轟木  有里珠(1)

渋谷高B 59.59
佐谷  友理香(2)
小山  夏(2)
白戸  まりこ(2)
宇野  瑛理香(2)

女子

凡例（NGR:大会新記録）


