
日本GPプレミア TOKYO Combined Events Meet 2018
兼 第81回東京陸上競技選手権混成　　兼 第７回東京都中学生春季陸上競技会

2018年4月21日(土)～22日(日)      決勝一覧表
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 132090

2018/04/22 17:18:12

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

砲丸投

(7.260kg)

4/22 中村 太地 (93)  18m22

ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ

畑瀬 聡 (82)  17m57

群馬綜合ガード

山元 隼 (91)  17m39

フクビ化学

宮内 育大 (90)  17m02

桜門陸友会

川口 哲生 (96)  16m89

日本大

赤間 祐一 (95)  16m66

関彰商事

鈴木 孝尚 (86)  16m40

オークワ

鈴木 愛勇 (93)  16m40

栃木陸協

十種競技

100m-走幅跳-砲丸投-走高跳-400m

110mH-円盤投-棒高跳-やり投-1500m

4/21
4/22

右代 啓祐 (86)  7937

国士舘クラブ

11.62/-4.4-7m14/+0.9-14m58-2m01-50.80

14.92/+1.8-47m63-4m60-69m69-4:44.53

中村 明彦 (90)  7793

スズキ浜松ＡＣ

10.90/+0.2-7m42/+4.2-12m25-2m01-48.89

14.22/+1.1-34m68-4m70-48m46-4:20.75

田上 駿 (97)  7292

順天堂大

11.09/+0.2-7m39/+2.7-11m09-1m95-49.08

14.28/+1.1-34m60-3m60-51m37-4:27.19

右代 啓欣 (96)  7147

国士舘大

11.85/-4.4-6m83/+2.7-11m93-1m95-51.08

14.75/+1.1-37m32-4m40-56m65-4:43.63

栗原 彰理 (94)  7037

東京陸協

11.67/-4.4-6m95/+2.5-11m12-1m92-50.65

14.75/+1.1-33m82-4m40-50m87-4:37.34

小倉 希望 (92)  6894

筑波大

11.64/-4.4-7m01/+1.6-9m02-1m95-50.66

14.89/+1.1-30m63-4m20-54m58-4:34.40

中臣 貴英 (97)  6823

国際武道大

11.92/-4.4-6m91/+3.7-10m93-1m92-50.70

14.80/+1.8-30m32-4m30-47m86-4:36.27

坂本 都志記 (94)  6737

大隅鹿屋病院

11.82/-4.4-6m84/+2.8-10m88-1m86-50.58

14.90/+1.8-31m80-4m20-60m44-5:12.68

男子グ
ランプ
リ

砲丸投

(4.000kg)

4/21 郡 菜々佳 (97)  16m08

九州共立大

尾山 和華 (99)  15m57

福岡大

太田 亜矢 (95)  15m26

福大クラブ

吉野 千明 (86)  15m05

埼玉陸協

田村 満孔 (97)  14m26

大阪体育大

大野 史佳 (00)  14m26

西武台高

西川 チカコ (96)  14m15

福岡大

齋藤 友里 (97)  14m07

筑波大

七種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

4/21
4/22

宇都宮 絵莉 (93)  5821

長谷川体育

13.92/-2.4-1m66-11m15-24.79/-0.4

5m90/+0.5-43m12-2:09.80

山﨑 有紀 (95)  5672

スズキ浜松ＡＣ

14.71/-4.5-1m69-12m84-25.22/-0.4

5m72/-0.8-43m33-2:16.65

ヘンプヒル 恵 (96)  5441

中央大

14.84/-4.5-1m66-11m35-25.39/-0.4

5m68/-0.2-44m22-2:21.59

桐山 智衣 (91)  5331

ヤマダ電機

14.45/-4.5-1m60-11m96-25.80/-2.8

5m92/-0.4-39m87-2:28.19

伊藤 明子 (95)(YC)  5330

筑波大

14.40/-2.4-1m75-9m71-25.38/-0.4

5m42/+1.0-33m95-2:14.48

高橋 このか (97)  5290

東京学芸大

15.51/-1.8-1m72-11m11-26.23/-2.8

5m66/+2.3-41m83-2:21.18

南野 智美 (96)  5255

早稲田大

14.93/-4.5-1m60-9m87-26.21/-2.8

5m60/-0.1-45m10-2:16.34

奥村 彩音 (98)  5023

東京学芸大

15.07/-2.4-1m54-11m11-25.95/-0.4

5m40/-0.6-38m10-2:20.33

女子グ
ランプ
リ

１１０ｍＨ

(0.991m)

4/22 泉谷 駿介 (00) 13.49/+1.0

順天堂大

中田 英駿 (99) 14.06/+1.0

順天堂大

砲丸投

(6.000kg)

4/22 稻福 颯 (00)  17m15

市岐阜商高

阿部　敏明 (99)  16m99

日本大

佐藤　皓人 (99)  16m74

日本大

山下 航生 (00)  16m40

市岐阜商高

國司　裕通 (99)  15m44

日本大

円盤投

(1.750kg)

4/21 山下 航生 (00)  55m78

市岐阜商高

阿部　敏明 (99)  53m35

日本大

飛川　龍雅 (00)  51m59

東海大

佐藤　皓人 (99)  47m09

日本大

男子
U20

３０００ｍ 4/21 田中 希実 (99)  9:22.40

ND28AC

和田 有菜 (99)  9:22.70

名城大

髙松 智美ムセンビ (00) 9:24.53

名城大

金光 由樹 (01)  9:32.40

岡山操山高

小笠原　朱里 (00)  9:34.21

山梨学院高

林　　英麻 (00)  9:44.62

JP日本郵政G

女子
U20

十種競技

100m-走幅跳-砲丸投-走高跳-400m

110mH-円盤投-棒高跳-やり投-1500m

4/21
4/22

右代 啓祐 (86)  7937

NPR NGR国士舘クラブ

11.62/-4.4-7m14/+0.9-14m58-2m01-50.80

14.92/+1.8-47m63-4m60-69m69-4:44.53

右代 啓欣 (96)  7147

国士舘大

11.85/-4.4-6m83/+2.7-11m93-1m95-51.08

14.75/+1.1-37m32-4m40-56m65-4:43.63

栗原 彰理 (94)  7037

東京陸協

11.67/-4.4-6m95/+2.5-11m12-1m92-50.65

14.75/+1.1-33m82-4m40-50m87-4:37.34

男子東
京選手
権

七種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

4/21
4/22

伊藤 明子 (95)(YC)  5330

NGR筑波大

14.40/-2.4-1m75-9m71-25.38/-0.4

5m42/+1.0-33m95-2:14.48

高橋 このか (97)  5290

NGR東京学芸大

15.51/-1.8-1m72-11m11-26.23/-2.8

5m66/+2.3-41m83-2:21.18

津吹 アイリ (94)  4597

東京学芸大

16.11/-1.8-1m60-9m27-27.49/-2.8

4m98/-1.0-38m44-2:20.62

栗原 理沙 (98)  4591

日本大

15.21/-1.8-1m60-8m06-27.01/-0.4

5m56/+0.9-29m86-2:26.64

女子東
京選手
権

凡例（NGR:大会新記録/ NPR:東京新記録）
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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 4/21 澤田 樹輝(中3) 11.75/-3.6

調布三中

江上 開星(中3) 11.92/-3.6

松沢中

逸見 空広(中3) 12.05/-3.6

八王子椚田中

鈴木 皐太(中3) 12.07/-3.6

南六郷中

岩男 恵太(中3) 12.10/-0.1

南大谷中

神藤 興汰(中3) 12.12/-2.0

八王子椚田中

田川 健志郎(中3) 東山中 12.16/-3.6

町田 昂亮(中3) 中村中 12.16/-3.3

２００ｍ 4/22 島倉 匠(中3) 24.05/-1.2

立川二中

立川 昇衛(中3) 24.13/-1.2

あきる野西中

久保田 尚哉(中3) 24.42/-1.0

ミウラＳＣ

田中 誠也(中3) 24.61/-2.2

府中二中

津島 光大郎(中3) 24.69/-1.3

南大谷中

木下 太陽(中3) 24.73/-1.2

中大附属中

杉山 光輝(中3) 24.85/-1.2

別所中

田中 翔希(中3) 24.94/-1.3

八王子椚田中

１５００ｍ 4/22 横山 明日人(中3)  4:16.57

東山中

田波 翼(中3)  4:17.05

小岩二中

白石 優樹(中3)  4:19.04

中村中

大石 裕介(中3)  4:24.17

ミウラＳＣ

佐藤 匡隼(中3)  4:24.72

府中二中

佐藤 有一(中3)  4:25.99

八王子椚田中

木村 凜人(中3)  4:27.54

船橋希望中

瀧野 幹拡(中3)  4:27.71

DreamAC

１１０ｍＨ

(0.914m)

4/22 松田 直弥(中3) 14.96/+0.6

ＫＭＣ陸上ク

渡部 光里(中3) 15.77/+0.6

ＫＭＣ陸上ク

菅野 真(中3) 15.97/+0.6

立川二中

大谷 優斗(中2) 16.60/+0.3

多摩落合中

宇津木 大輝(中3) 16.81/+0.3

立川四中

橋本 幸樹(中3) 17.47/-0.9

青梅三中

志田 蓮(中3) 17.51/+0.6

南中野中

清水 陽大(中3) 17.61/+0.3

城山中

４×１００ｍ 4/21 八王子椚田中A 44.60

佐藤 太真(中3)

逸見 空広(中3)

神藤 興汰(中3)

麻生 悠斗(中3)

ＫＭＣ陸上ク 45.15

花井 優幸(中3)

渡部 光里(中3)

酒井 朝基(中3)

松田 直弥(中3)

谷原中 46.31

平井 遼(中3)

上坂 優太(中3)

廣瀬 陸人(中3)

栁堀 晃人(中3)

東大和三中 46.37

田島 福規(中3)

小峯 凜(中3)

森谷 周(中3)

福野 隼也(中3)

中村中 46.44

横山 輝(中3)

柴田 匠(中3)

町田 昂亮(中3)

長内 大義(中3)

ミウラＳＣ 46.49

川澄 優貴(中2)

三浦 優心(中3)

久保田 尚哉(中3)

知念 琉(中3)

立川二中 46.60

置田 晴(中3)

島田 幹大(中3)

太田 陸(中3)

島倉 匠(中3)

あきる野西中A 46.93

小岩井 千寛(中3)

立川 昇衛(中3)

池田 春斗(中3)

島尻 碧流音(中3)

走幅跳 4/22 北川 涼人(中3)   6m12/+0.2

文京九中

森谷 周(中3)   6m03/+3.1

東大和三中

住野 司(中3)   5m99/+2.1

南大谷中

照屋 文宏(中3)   5m73/+2.0

南中野中

友野 舜涼(中3)   5m71/+1.4

御堂中

島村 涼太(中3)   5m69/+0.7

立川四中

清水 春希(中3)   5m66/+0.6

調布三中

白濵 稔也(中3)   5m65/+1.5

石神井中

砲丸投

(5.000kg)

4/21 口丸 優太朗(中3)  10m32

八王子四中

唐澤 琉成(中3)   9m65

楢原中

佐藤 竜(中3)   9m19

本所中

佐藤 翔央(中3)   8m85

金井中

浅井 大貴(中3)   8m84

十条富士見中

金澤 侑樹(中3)   8m76

八王子六中

原田 風太(中3)   8m36

浅川中

チャンラ ヒィーゴ(中2)   8m27

御堂中

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

4/21
4/22

麻生 悠斗(中3)  2312

八王子椚田中

15.47/-3.1-8m21-1m65-54.10

数金 大(中3)  2214

小岩三中

16.65/-3.4-11m88-1m56-57.02

鈴木 響(中3)  2204

開進四中

16.56/-3.1-8m75-1m71-55.73

武藤 隼太(中3)  2158

八王子六中

15.85/-3.1-8m23-1m71-58.20

保坂 仁喜太(中3)  2072

三鷹六中

16.84/-3.4-9m00-1m45-53.67

森﨑 勝斗(中3)  2059

八王子六中

17.68/-3.4-9m05-1m68-56.31

島尻 碧流音(中3)  2017

あきる野西中

17.77/-3.1-8m60-1m71-57.09

櫻井 愛貴(中3)  2011

立川四中

17.07/-3.1-7m76-1m71-57.82

男子中
学

１００ｍ 4/21 山越 理子(中3) 12.73/-3.1

稲城六中

上野 モニカ(中3) 13.30/-3.1

中村中

飯田 光咲(中3) 13.33/-3.1

府中二中

荒巻 愛恵(中3) 13.54/-3.1

町田南中

石渡 萌乃(中3) 八王子三中 13.59/-3.1

的場 香佳(中2) ＫＭＣ陸上ク 13.59/-2.2

杉山 若葉(中2) 13.66/-3.1

文京九中

鈴木 風子(中3) 中大附属中13.67/-3.1

大川 あずみ(中3) 中村中13.67/-1.9

２００ｍ 4/22 三木 日和梨(中3) 26.01/-1.1

南多摩中

渋谷 春香(中3) 26.93/-1.1

船橋希望中

森山 にこ(中2) 27.44/-1.1

府中八中

黒澤 蓮南(中3) 27.67/-1.1

中大附属中

黒住 綾音(中3) 27.74/-2.2

三田国際学園中

森 優月(中2) 27.81/-2.4

三田国際学園中

島田 夢蘭(中3) 27.95/-1.1

青梅三中

小川 紗椰(中2) 28.55/-1.1

三田国際学園中

８００ｍ 4/22 金子 知亜音(中3)  2:19.86

南多摩中

鴨下 友織菜(中3)  2:20.48

三鷹中等中

勝 くるみ(中2)  2:23.06

小平四中

宮内 晴加(中3)  2:24.15

稲城六中

石ケ森 美波(中3)  2:25.54

南多摩中

水上 櫻子(中3)  2:27.45

東山中

佐々木 希(中2)  2:28.18

稲城六中

井上 陽菜乃(中3)  2:28.25

町田南中

１００ｍＨ

(0.840m)

4/22 醍醐 愛理(中3) 14.83/-0.8

小平二中

大川 寿美香(中3) 14.97/-0.8

三田国際学園中

佐藤 芽依(中2) 16.06/-0.8

ＫＭＣ陸上ク

小泉 璃莉(中2) 16.11/-0.8

府中八中

林 菜々子(中2) 16.24/+1.0

八王子椚田中

酒井 月乃(中3) 16.27/+0.4

青梅三中

関 優羽(中3) 16.31/-0.8

ＫＭＣ陸上ク

高橋 麻洸(中3) 16.35/+0.3

立川第五中

４×１００ｍ 4/21 稲城六中 50.79

篠崎 千佳(中3)

吉川 千尋(中3)

濱砂 璃音(中3)

山越 理子(中3)

小平二中 51.61

永井 陽(中3)

醍醐 愛理(中3)

黒須 可奈美(中3)

宮田 真央(中3)

船橋希望中 51.61

出雲 香菜子(中2)

山本 菜月(中3)

大久保 璃乃(中2)

渋谷 春香(中3)

文京九中 51.62

若色 奈都(中2)

新巻 美樹(中3)

小松 みのり(中3)

杉山 若葉(中2)

中村中A 52.29

宮澤 薫子(中3)

瀬口 莉子(中3)

大川 あずみ(中3)

上野 モニカ(中3)

谷原中 52.41

髙橋 花歩(中3)

竹内 麻衣(中3)

長尾 真歩(中2)

植田 陽翔(中3)

ＫＭＣ陸上ク 52.43

桐井 瑞季(中2)

細野 いちか(中3)

清水 楓香(中3)

的場 香佳(中2)

青梅三中A 53.05

倉持 怜風(中3)

加藤 花(中3)

島田 夢蘭(中3)

酒井 月乃(中3)

走幅跳 4/21 植田 陽翔(中3)   5m30/+0.8

谷原中

永井 陽(中3)   5m18/+2.1

小平二中

吉川 千尋(中3)   5m11/+2.7

稲城六中

清水 楓香(中3)   5m03/+3.0

ＫＭＣ陸上ク

大友 愛子(中2)   4m97/+1.5

東村山第七中

桐井 瑞季(中2)   4m95/+1.8

ＫＭＣ陸上ク

黒須 可奈美(中3)   4m94/+2.0

小平二中

櫻井 瑛美(中3)   4m84/+2.1

八王子四中

砲丸投

(2.721kg)

4/22 久保田 優華(中3)  11m62

十条富士見中

古澤 芽依(中3)  10m69

あきる野西中

小野澤 佳乃(中2)  10m51

十条富士見中

貝瀬 彩花(中3)  10m00

あきる野西中

二村 優里香(中2)   9m53

多摩落合中

田丸 夏未(中3)   9m15

五日市中

石井 琳々香(中3)   9m07

谷原中

吉良 美喜(中3)   8m88

谷原中

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

4/21
4/22

金田 莉那(中3)  2493

南中野中

15.33/-3.0-1m45-8m34-27.06/-1.1

藤田 貴子(中3)  2484

東大和三中

15.52/-3.0-1m36-10m11-27.11/-1.1

笠原 楓二子(中3)  2051

神田一橋中

17.72/-3.0-1m45-8m61-29.35/-1.1

棟方 陽菜(中3)  1941

みなみ野中

17.05/-4.5-1m25-8m46-28.90/-1.1

本山 新菜(中3)  1933

八王子六中

16.35/-3.0-1m30-6m93-29.45/-1.1

青木 真琴(中3)  1910

開進四中

16.84/-3.0-1m30-6m93-28.99/-2.7

西條 日奈子(中3)  1893

代々木中

17.38/-4.5-1m25-8m09-28.72/-2.7

谷本 栞乃(中3)  1892

瑞雲中

17.73/-3.0-1m25-9m81-29.76/-1.1

女子中
学


