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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
６０ｍ 7/10 関  慶允(4)  8.94/-2.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ  ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊﾅﾝ(4) 9.30/-0.7

A.F.T.C.

平川  和輝(4)  9.51/-2.8

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

秀島  功晟(4)  9.55/-3.2

東京KC

西村  櫂(4)  9.59/-3.0

J.VIC

鬼崎  耀晴(4)  9.59/-0.7

東京陸協

柴崎  歩夢(4)  9.61/-2.1

由木ＡＣ

ｵﾛﾎﾞｾﾚ  凌太朗ｵｻﾄ(4) 9.61/-2.1

東京陸協

６０ｍＨ

(0.600m)

7/10 小林  秀多(4) 11.21/-2.1

白金クラブ

赤澤  正龍(3) 11.35/-2.6

バディ陸上

村上  敬汰(3) 11.77/-2.1

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

安倍  朋希(3) 11.82/-0.1

バディ陸上

本間  俊哉(4) 12.05/-2.6

ミウラＳＣ

守屋  遥翔(4) 12.06/-3.0

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

青木  誠也(3) 12.13/-0.1

東京ドリーム

岸  大翔(4) 12.32/-3.0

バディ陸上

走幅跳 7/10 平川  和輝(4)   4m00/+2.6

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

西村  櫂(4)   3m64/+1.1

J.VIC

ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ  ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊﾅﾝ(4)  3m51/+1.9

A.F.T.C.

八井  勇也(4)   3m42/+2.5

いだてん

井  龍馬(4)   3m42/+1.6

東京陸協

村上  敬汰(3)   3m39/+0.8

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

宮坂  玲皇(4)   3m36/+3.7

いだてん

深澤  希海(4)   3m34/+3.1

北青山RC

ジャベリックボール投 7/10 小林  秀多(4)  43m69

白金クラブ

中西  巧(4)  43m31

白金クラブ

本木  雅規(4)  38m57

清新JAC

渡邊  陽人(4)  35m87

清新JAC

安藤  駿(4)  34m75

白金クラブ

宇都宮  歩夢(4)  34m50

ＫＭＣ陸上ク

内田  俊(4)  34m38

由木ＡＣ

長濱  純大(4)  33m16

港南小ＲＣ

男子小
学3・4

年

１００ｍ 7/10 ﾍﾞｲﾄﾏﾝ  礼門(5) 13.68/-0.9

府中AC

金  寛人(5) 13.80/-0.9

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

杉本  晴駿(5) 13.90/-0.9

青戸ＡＣ

古川  裕也(5) 14.33/-0.9

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

南嶋  涼(5) 14.55/-0.9

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

飯澤  航洋(5) 14.68/-0.9

板橋AC

本間  陽佑(5) 15.00/-0.9

一心舎ＡＣ

長崎  大和(5) 15.04/-0.9

A.F.T.C.

男子小
学5年

１００ｍ 7/10 花井  風河(6) 13.26/-3.6

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

春名  一汰(6) 13.47/-3.6

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

宇佐美  鳳(6) 13.62/-3.6

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

三戸  優也(6) 13.71/-3.6

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

片山  大地(6) 13.76/-3.6

杉並Jr.

遊馬  想人(6) 13.87/-3.6

東京ドリーム

岡本  皓季(6) 13.88/-3.6

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

古屋  新太(6) 13.94/-3.6

世田谷RC

男子小
学6年

８００ｍ 7/10 高木  陽(6)  2:17.31

城北A.C

ｶﾃﾝﾃﾞ  ｲﾌﾞﾗﾋﾑ聖(6)  2:23.40

東京陸協

木村  凛太朗(6)  2:23.87

清新JAC

渡辺  健太(6)  2:26.05

城北A.C

牛島  夢貴(5)  2:27.35

ＫＪＲ陸上

角野  奏太(6)  2:28.88

ＫＪＲ陸上

遠藤  真輝(6)  2:29.37

バディ陸上

田中  徳和(6)  2:31.45

バディ陸上

８０ｍＨ

(0.762m)

7/10 ﾍﾞｲﾄﾏﾝ  礼門(5) 13.16/-1.2

府中AC

吉岡  稜平(6) 13.79/-1.2

ミウラＳＣ

渡邊  温音(6) 13.93/-1.2

清新JAC

高原  一希(5) 13.99/-1.2

ＫＭＣ陸上ク

伊能  伶(6) 14.03/-1.2

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

藤本  健太朗(6) 14.20/-1.2

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

発知  春杜(6) 14.58/-1.2

港南小ＲＣ

坂口  敬祐(5) 14.96/-1.2

府中AC

４×１００ｍ 7/10 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 52.72

金  寛人(5)

三戸  優也(6)

池田  竜大(6)

宇佐美  鳳(6)

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂB 55.32

佐藤  優太(6)

古川  裕也(5)

大森  悠生(6)

堀口  太輝(5)

清新JAC 56.11

鳴澤  麻音(6)

北谷  開(6)

渡邊  温音(6)

木村  凛太朗(6)

バディ陸上 56.80

反町  悠誠(5)

鈴木  和惟(6)

石井  渉瑛(6)

五木田  季晋(6)

いだてん 56.80

田端  大(6)

濵田  雄大(6)

佐藤  千駿(6)

永田  大哉(6)

ミウラＳＣ 56.86

片岡  玄太(6)

北楯  利高(6)

吉岡  稜平(6)

篠  悠人(6)

ＫＭＣ陸上ク 58.71

高橋  優(5)

菅野  新太朗(6)

青柳  優太郎(6)

秦  憲伸(6)

走高跳 7/10 田川  永和(6) 1m45

清新JAC

榎元  一休(6) 1m29

MJアスリーツ

菅野  新太朗(6) 1m23

ＫＭＣ陸上ク

小湊  絆(6) 1m23

品川学園

荻野  慶人(5) 1m20

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

今井  直人(6) 飛田給ＡＣ 1m15

佐山  直毅(6) 入新井第一小

齋藤  慶文(6) 板橋AC

走幅跳 7/10 秦  憲伸(6)   4m81/+1.7

ＫＭＣ陸上ク

北谷  開(6)   4m66/+3.6

清新JAC

池田  竜大(6)   4m49/+2.9

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

中瀬  桜嘉(6)   4m37/+0.8

若葉陸上C

神津  弘輝(5)   4m27/-1.5

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

武田  知己(5)   4m25/-1.8

J.VIC

青柳  優太郎(6)   4m19/+0.3

ＫＭＣ陸上ク

佐山  直毅(6)   4m13/ 0.0

入新井第一小

ジャベリックボール投 7/10 外島　大翔  54m78

江東JAC

堀口  太輝(5)  49m39

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

根岸  慧(6)  48m11

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

松永  睦生(6)  47m83

由木ＡＣ

北谷  康朗(6)  45m42

日野JAC

中林  烈星(6)  43m75

あきる野KC

福田  伊吹(6)  43m65

MJアスリーツ

沼倉  圭吾(6)  42m69

ＫＭＣ陸上ク

男子小
学5・6

年

６０ｍ 7/10 森  菜々子(4)  9.36/-1.2

いだてん

ｼﾗ  ﾌｧﾝﾀ恵理加(4)  9.40/-1.2

ＫＭＣ陸上ク

宮原  紫乃(4)  9.45/-1.2

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

福西  和香子(4)  9.52/-3.6

府中AC

小川  史織(4)  9.53/-2.3

府中AC

小俣  音琶(4)  9.56/-2.1

日野JAC

ﾇﾜｴﾒ  ｸﾞﾚｰｽ(4)  9.61/-3.8

A.F.T.C.

梶山  日桜里(4)  9.68/-3.1

東京陸協

６０ｍＨ

(0.600m)

7/10 仮屋  愛優(4) 11.12/-0.3

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

ｼﾗ  ﾌｧﾝﾀ恵理加(4) 11.26/-1.5

ＫＭＣ陸上ク

福西  和香子(4) 11.43/-1.0

府中AC

辻  紫那(4) 11.55/-0.3

ＫＭＣ陸上ク

真野  友芭(4) 11.62/-0.3

バディ陸上

澤井  唯乃(4) 12.08/-1.0

ＫＭＣ陸上ク

小若  歩羽(4) 12.48/-0.3

東京ドリーム

住田  妃南(4) 13.17/-1.0

バディ陸上

走幅跳 7/10 小川  史織(4)   3m57/+1.9

府中AC

仮屋  愛優(4)   3m43/+2.7

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

山田  南(4)   3m29/+1.7

いだてん

真野  友芭(4)   3m27/+2.0

バディ陸上

森  菜々子(4)   3m21/+2.0

いだてん

齊藤  にいな(4)   3m16/+2.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

原田  莉々文(4)   3m15/+1.1

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

小阪  凜(4)   3m14/+1.7

府中AC

ジャベリックボール投 7/10 渡辺  ﾊﾝﾅ(4)  34m66

港南小ＲＣ

山崎  凜延(4)  25m61

清新JAC

杉浦  めい(4)  25m34

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

河野  花帆(4)  25m20

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

千野  さくら子(4)  23m89

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

秋元  優里(4)  22m82

府中AC

北谷  笑(4)  22m65

日野JAC

黒川  祈(4)  22m34

法政クラブ

女子小
学3・4

年

１００ｍ 7/10 醍醐  未玖(5) 14.43/-2.8

府中AC

三上  ｱﾐﾅ(5) 14.72/-2.8

いだてん

二木  遥菜(5) 14.93/-2.8

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

吉雄  陽香(5) 15.05/-2.8

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

樋田  なつ美(5) 15.29/-2.8

青戸ＡＣ

西塚  結衣(5) 15.30/-2.8

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

高田  茉奈(5) 15.32/-2.8

ミウラＳＣ

天野  可蓮(5) 15.42/-2.8

板橋AC

女子小
学5年

１００ｍ 7/10 関田  結穂(6) 13.30/-2.2

武蔵野東AC

東  真衣(6) 13.42/-2.2

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

長島  憂季(6) 13.92/-2.2

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

ｴﾋｷﾞｱﾄ  蘭ｽｰｻﾞﾝ(6) 13.95/-2.2

東京ドリーム

上島  周子(6) 14.02/-2.2

アカデミーJr

小俣  彩音(6) 14.18/-2.2

日野JAC

ﾊﾞﾝｸﾞｰﾅｶﾞﾝﾃﾞ  梨名(6)14.48/-2.2

青戸ＡＣ

女子小
学6年

８００ｍ 7/10 磯野  友希(6)  2:26.97

清新JAC

西川  心乃(6)  2:29.72

ＫＪＲ陸上

ﾊﾞﾝｸﾞｰﾅｶﾞﾝﾃﾞ  梨名(6)  2:31.69

青戸ＡＣ

保坂  萌(5)  2:31.88

ＫＪＲ陸上

池田  悠音(5)  2:32.82

清新JAC

新井  夏妃(6)  2:34.55

Ｒ－キッズ

成澤  南波(6)  2:34.91

城北A.C

佐々木  希(6)  2:35.87

世田谷RC

８０ｍＨ

(0.762m)

7/10 小泉  璃莉(6) 13.06/-2.5

府中AC

佐藤  芽依(6) 13.25/-2.5

ＫＭＣ陸上ク

渡邉  心(6) 13.68/-2.5

ＫＭＣ陸上ク

白川  莉奈(6) 13.72/-2.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

二木  遥菜(5) 13.80/-2.5

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

鈴木  萌望香(6) 14.07/-2.5

バディ陸上

中村  彩良(5) 14.45/-2.5

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

岡野  寧々(5) 15.00/-2.5

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

４×１００ｍ 7/10 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 52.80

沼波  愛和(6)

長島  憂季(6)

長島  布美子(6)

東  真衣(6)

武蔵野東AC 54.90

竹嶋  結美(6)

関田  結穂(6)

加藤  理佐(6)

山根  倫(6)

府中AC 55.03

小川  和那(6)

小泉  璃莉(6)

佐藤  可南子(6)

醍醐  未玖(5)

ＫＭＣ陸上ク 56.97

的場  香佳(6)

池田  涼佳(6)

桐井  瑞季(6)

佐藤  芽依(6)

いだてん 57.57

斎藤  奈緒(6)

柏﨑  唯(6)

赤井  紀香(6)

政所  瑞祈(6)

日野JAC A 58.15

藤本  加子(6)

小俣  彩音(6)

石黒  朱夏(6)

小澤  咲希(6)

Ｒ－キッズ 58.56

加藤  美奈(6)

橋本  小春(6)

新井  夏妃(6)

白川  由菜(6)

清新JAC 58.67

島野  明寿香(6)

中村  絢音(6)

石川  優咲(5)

菅井  千晶(5)

走高跳 7/10 原田  玲奈(5) 1m26

東京陸協

松澤  凜(6) 1m23

府中AC

森  采音(6) 1m20

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

横溝  美希(6) 1m15

ＫＭＣ陸上ク

児玉  朋佳(6) 1m15

江東JAC

荒川  麻奈(6) 1m15

飛田給ＡＣ

吉江  佐耶奈(6) ＫＭＣ陸上ク 1m10

平野  萌生(6) 世田谷RC

ｾﾛﾝ  ｱｲﾗ(6) あきる野KC

ジャベリックボール投 7/10 森  花楓(6)  46m20

品川学園

的場  香佳(6)  43m90

ＫＭＣ陸上ク

中垣  笑(6)  43m29

江東JAC

村山  奈菜(5)  42m42

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

橋本  小春(6)  38m98

Ｒ－キッズ

古澤  穂乃風(6)  38m55

日野JAC

松橋  愛奏(5)  37m52

ＫＭＣ陸上ク

宮島  明維(5)  33m79

府中AC

走幅跳 7/10 中村  絢音(6)   4m39/+1.6

清新JAC

小川  和那(6)   4m39/+2.5

府中AC

林  久美子(6)   4m34/+1.5

アカデミーJr

桐井  瑞季(6)   4m33/+1.2

ＫＭＣ陸上ク

長島  布美子(6)   4m19/+1.8

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

大友  愛子(6)   4m14/-1.1

八坂小

中村  彩良(5)   3m95/+3.0

ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

原田  莉彩子(6)   3m93/+1.7

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

女子小
学5・6

年


