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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 5/6 藤木  健人(高3) 11.22/-3.7

桐朋高

山田  真樹 11.23/-2.7

東経大

落合  大智 11.28/-2.4

創価大

三村  優貴 11.30/-3.7

日大文理

吉田  大夢 11.33/-2.7

東経大

大野  裕貴 11.38/-2.7

立大

長沼  聡史 11.38/-3.1

明大同

小林  勇太朗 11.46/-2.3

創価大

２００ｍ 5/6 東川  隼人 22.09/-4.5

立大

山田  真樹 22.34/-4.5

東経大

吉田  大夢 22.54/-4.5

東経大

星野  蒼太 22.71/-4.5

東経大

吉田  勇登 23.12/-4.5

東京理科大

坂井  創太 23.37/-4.5

立大

新屋  翔大 23.38/-1.7

東経大

内山  幹雄 タ―ミガンズ長野AC23.40/-0.7

中村  優雅(高3) 桐朋高

４００ｍ 5/6 星野  蒼太 48.35

東経大

坂井  悠太 49.14

立大

溝口  侑平 49.59

日本大

熊井  健人 50.06

明大同

岩崎  直哉 50.43

WASEDA.TFC

手塚  光貴 50.44

東京陸協

関口  宗平 東経大 50.57

田畑  功之介(高3) 駒大高

１５００ｍ 5/6 猪又  優樹(高3)  4:13.76

日本工大駒場高

沖本  聖射  4:14.71

学芸大同好会

今福  大稀(高1)  4:18.48

玉川学園高

木村  誠  4:19.03

学芸大同好会

管野  広太郎(高3)  4:22.59

國學院高

印東  歩夢(高2)  4:23.41

都松が谷高

古山  拓輝(中3)  4:23.75

横浜奈良中

岩崎  直輝(高3)  4:23.88

國學院高

１１０ｍＨ

(1.067m)

5/6 多田  星矢 15.14/-3.2

東京理科大

三村  優貴 15.32/-3.2

日大文理

小林  壮太 15.65/-3.2

立大

長谷部  海 15.85/-3.2

立大

越  大輔 15.93/-3.2

学習院大

渡邉  勇輝 16.02/-3.2

立大

髙津  陸羽(高2) 16.07/-3.2

日本工大駒場高

大久保  拓太(高2) 16.19/-2.2

日本工大駒場高

男子

１１０ｍＨ

(0.914m)

5/6 齋藤  祐覇(中3) 16.25/-3.7

寺尾中

楠  義矢(中3) 17.00/-3.7

桐朋中

早乙女  光生(中3) 17.08/-3.7

日大二中

野村  拓希(中3) 17.09/-3.7

桐朋中

李  云峰(中3) 17.14/-3.7

平楽中

藤下  瑞貴(中3) 19.13/-2.0

蒲原中

井村  昂清(中3) 19.16/-2.0

蒲原中

青木  颯哉(中2) 20.08/-2.0

みちるAC

男子中
学

４×１００ｍ 5/6 駒大高 42.27

間壁  之英瑠(高3)

柴田  賢吾(高3)

梅舘  壮真(高3)

田畑  功之介(高3)

都松が谷高A 42.85

定政  朋希(高2)

五十嵐  健太(高3)

中川  登生(高3)

山之上  颯(高2)

日本工大駒場高A 42.88

大久保  拓太(高2)

松岡  晃輝(高3)

佐々木  桜輝(高2)

本石  翔大(高2)

都つばさ総合高 43.18

川崎  天(高1)

渡邊  千里(高3)

井上  裕喜(高2)

藤隅  慧(高1)

明大同 43.27

川口  卓郎

今関  大輔

長沼  聡史

上田  和希

明星高 43.57

塚口  哲平(高2)

田川  柚紀(高2)

関谷  康生(高3)

伊藤  大貴(高3)

都小岩高 43.60

田中  利知(高3)

植草  亮太(高3)

渋谷  莉央(高3)

小川  皓暉(高3)

都城東高 43.61

鈴木  翔也(高2)

毛利  ｼﾌﾞﾗｰｽﾞ(高1)

榮  大輔(高2)

長谷川  大(高1)

走高跳 5/6 鈴木  海平 2m04

東経大

杉本  丞 2m01

立大

岡田  未来(高3) 1m98

都つばさ総合高

松鵜  竜次郎 1m95

XSPOTC

斎須  渓太 東経大 1m92

中村  優斗 東経大

菅藤  隼人(高3) 1m92

桐朋高

新田  陽太(高2) 1m89

日本工大駒場高

男子

走高跳 5/6 宮城  竣平(中3) 1m70

日野学園中

佐竹  勇祐(中3) 1m64

蒲原中

萩原  翔大(中3) J.VIC 1m58

高城  純也(中3) 日野学園中

今泉  圭吾(中2) 1m58

蒲原中

大久保  龍晟(中3) 1m55

八王子四中

楠  義矢(中3) 1m45

桐朋中

野村  拓希(中3) 1m40

桐朋中

男子中
学

走幅跳 5/6 坂井  公亮   7m14/+1.6

東経大

松岡  晃輝(高3)   7m05/+2.0

日本工大駒場高

田口  宣幸   6m96/+1.8

土気TFC

大沼  光   6m80/+1.8

東経大

大友  翔太   6m64/+1.4

東京海洋大

片桐  秀太(高2)   6m50/+2.2

日本工大駒場高

佐藤  光真   6m45/+2.7

法大Ⅱ部

平林  勇希   6m35/+2.0

東経大

男子

走幅跳 5/6 伊豆本  武蔵(中3)   6m08/+2.6

J.VIC

森屋  裕生(中2)   5m65/+0.6

蒲原中

西潟  聡希(中3)   5m51/+1.3

蒲原中

白濵  稔也(中3)   5m42/-0.1

石神井中

森田  純伎(中2)   5m33/+1.3

山手学院中

大国  寛生(中3)   5m31/-0.3

駒場東邦中

菊地  貴大(中2)   5m26/+0.2

寺尾中

戸ヶ崎  颯(中2)   5m09/-0.9

蒲原中

男子中
学

砲丸投

(6.000kg)

5/6 奥田  知宏(高3)  13m68

桐朋高

花木  颯真(高3)  11m10

國學院高

内山  活(高2)  10m91

東工大附高

加藤  海莉(高3)  10m83

都松が谷高

竹内  一登(高3)  10m63

みちるＡＣ

木所  大紀(高2)  10m18

都世田谷総合高

来生  大佑(高1)   9m37

桐朋高

小峰  悠樹(高2)   9m21

國學院高

砲丸投

(5.000kg)

5/6 口丸  優太朗(中3)  11m22

八王子四中

仲宗根  史哉(中3)   9m19

蒲原中

橋本  貫城(中3)   7m80

寺尾中

丹波  壮(中3)   7m54

烏山中

晴山  侑輝(中3)   7m09

田柄中

山本  零希(中2)   7m08

寺尾中

佐藤  昂憲(中2)   6m71

烏山中

やり投

(0.800kg)

5/6 中島  翔平  63m33

東京陸協

小川  健太  59m73

東経大

笠原  豪(高3)  52m30

桐朋高

稲垣  貴士(高2)  46m80

日本工大駒場高

宮崎  亜寿麻(高3)  44m23

日本工大駒場高

本多  哲  44m22

北里大

今滝  大地  44m14

北里大

田崎  圭悟(高3)  43m52

都板橋高

男子

１００ｍ 5/6 ﾊｯｻﾝ  ﾅﾜｰﾙ(中2) 12.34/-0.8

みちるＡＣ

間渕  桃奈(高3) 12.59/-2.0

日大二高

荒井  ｱﾝﾊﾞｰ 12.77/-0.8

立大

ﾀﾈﾙ  舞璃乃(中3) 12.83/-0.8

みちるＡＣ

鷺  麻耶子(高1) 12.96/-2.0

都八王子東高

矢部  稚尋 12.97/-0.8

立大

鳥居  聖 13.05/-2.1

獨協大

岡野  紗綾加 13.08/-2.0

立大

２００ｍ 5/6 ﾊｯｻﾝ  ﾅﾜｰﾙ(中2) 25.63/-4.2

みちるＡＣ

ﾀﾈﾙ  舞璃乃(中3) 25.93/-4.2

みちるＡＣ

浜田  真衣 25.96/-4.2

立大

川上  莉央(高3) 26.54/-4.2

都松が谷高

矢野  美幸 27.08/-4.2

東京陸協

松岡  邑奈(高2) 27.13/-4.4

日本工大駒場高

田口  茉弥(高3) 27.31/-4.2

駒大高

鷺  悠紀子(高3) 27.34/-4.4

都八王子東高

４００ｍ 5/6 矢野  美幸 58.14

東京陸協

鈴木  美呼(高1)  1:00.16

都板橋高

香取  由真(高3)  1:00.50

日大二高

野田  夏美  1:00.98

立大

栄田  純怜(高2)  1:01.92

日体大桜華高

甲田  祐月(高3)  1:02.49

國學院高

福森  愛(高2)  1:02.57

都つばさ総合高

遠藤  咲良(高1)  1:02.58

都板橋高

１５００ｍ 5/6 山中  千穂  4:53.28

みちるＡＣ

渋谷  菜絵(中3)  4:54.51

寺尾中

小山  明日香  4:57.03

北里大

金子  葵(中2)  4:58.56

寺尾中

渡部  知優(高3)  5:00.01

日体大桜華高

鈴木  茉緒(高3)  5:03.44

都城東高

齋藤  綾奈(高2)  5:05.74

日体大桜華高

若松  真生(高3)  5:10.15

都足立高

１００ｍＨ

(0.840m)

5/6 白神  玲美(高3) 16.01/-2.3

日本工大駒場高

井関  理彩(高3) 16.58/-2.3

桐朋女子高

木住野  愛紗(高1) 16.62/-2.3

日体大桜華高

草場  優理(高2) 16.79/-2.3

日本工大駒場高

岩屋  佑未奈(高2) 17.03/-2.3

慶應女子高

福原  彩(高2) 17.08/-2.3

日本工大駒場高

柳場  祐美(高3) 17.23/-5.1

都三田高

石橋  美穂(高2) 17.79/-5.1

都城東高

女子

１００ｍＨ

(0.762m)

5/6 塘  ありあ(中3) 15.34/-3.8

みちるＡＣ

清水  綾華(中3) 16.26/-3.8

八王子四中

橋本  若奈(中2) 17.58/-5.0

大泉学園中

森  友那(中3) 17.72/-5.0

大泉学園中

田島ﾃﾞｨｱｽ  愛(中2) 17.89/-3.8

蒲原中

堀田  結生(中2) 18.29/-2.0

蒲原中

秋山  沙也香(中3) 18.40/-3.8

八王子四中

茂木  千春(中3) 19.02/-2.0

蒲原中

女子中
学

４×１００ｍ 5/6 日本工大駒場高A 47.84

泉田  陽菜(高1)

橋本  伊代(高3)

伊藤  すずほ(高2)

髙橋  美月(高2)

立大 47.97

岡野  紗綾加

浜田  真衣

矢部  稚尋

荒井  ｱﾝﾊﾞｰ

みちるＡＣ 48.30

塘  ありあ(中3)

ﾊｯｻﾝ  ﾅﾜｰﾙ(中2)

新村  日和(中3)

ﾀﾈﾙ  舞璃乃(中3)

駒大高 48.99

中野  なみち(高2)

井坂  友香(高3)

渡邊  麻友子(高3)

大塚  琳(高3)

都城東高 49.83

井坂  彩乃(高2)

若林  佑衣(高3)

石川  楓菜(高3)

石橋  美穂(高2)

都松が谷高A 50.50

吉田  朱里(高2)

川上  莉央(高3)

海老沼  夏実(高3)

木下  祭(高1)

日大二高 50.75

吉岡  なな(高3)

間渕  桃奈(高3)

山﨑  円香(高3)

大塚  怜音(高3)

日本工大駒場高B 51.05

草場  優理(高2)

白神  玲美(高3)

小林  瑞歩(高3)

石崎  真緒(高3)

走高跳 5/6 中島  涼葉(中3) 1m54

蒲原中

大橋  夏海 1m54

法大Ⅱ部

梅原  直生(高1) 1m51

日本工大駒場高

佐藤  くらら(高2) 1m51

日本工大駒場高

藤井  奈月美(高3) 1m51

都城東高

内田  明咲(高2) 1m51

都つばさ総合高

甲田  祐月(高3) 1m48

國學院高

山本  優奈(高2) 1m45

日体大桜華高

走幅跳 5/6 醍醐  花菜(高3)   5m21/+1.9

都足立高

渡邊  麻友子(高3)   5m16/+2.3

駒大高

海老沼  夏実(高3)   5m12/+2.6

都松が谷高

根岸  舞佳(高1)   5m07/+3.0

駒大高

山本  華(高2)   5m02/+1.9

日本工大駒場高

佐々木  あおば(高3)  5m00/+0.3

明学東村山高

田川  怜奈(高3)   5m00/+2.9

國學院高

櫻井  瑛美(中3)   4m99/+2.8

八王子四中

砲丸投

(4.000kg)

5/6 小林  萌々子(高1)  10m85

日体大桜華高

浅香  夏央(高2)  10m03

駒大高

小澤  寿乃(高3)   9m41

都板橋高

鈴木  梨緒子(高2)   8m86

都松が谷高

小磯  蛍(高2)   8m67

日体大桜華高

堀田  那都美(高2)   8m17

都立川ろう

佐藤  梨奈   7m87

都立川ろう

山口  明日香(高3)   6m88

日大二高

砲丸投

(2.721kg)

5/6 岡  菜々子(中3)   8m62

寺尾中

松本  海音(中2)   7m62

蒲原中

小野  真愛美(中3)   7m54

赤塚一中

野川  朝陽(中3)   7m38

寺尾中

久保  梓(中3)   7m17

石神井中

命尾  美穗(中3)   7m07

石神井中

小川  雪彩(中2)   6m32

田柄中

高橋  美潤(中3)   5m80

蒲原中

やり投

(0.600kg)

5/6 和栗  萌々花(高3)  43m42

日体大桜華高

堀内  実柚(高2)  35m65

日本工大駒場高

矢作  鈴香(高1)  28m76

日本工大駒場高

隅出  有紀(高3)  27m60

都八王子東高

堀田  那都美(高2)  27m04

都立川ろう

佐藤  亜里沙(高3)  27m01

日出高

佐藤  梨奈  24m99

都立川ろう

今井  杏美(高1)  23m02

日体大桜華高

女子


