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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 11/2 本多 紗季(小6) 13.97/-2.3

ゆめおりAC・東京

荒井 英(小6) 14.34/-2.3

ゆめおりAC・東京

管野 さくら(小6) 14.40/-2.3

いだてん・東京

熊谷 采香(小5) 14.44/-2.3

ゆめおりAC・東京

川口 心花(小5) 14.67/-2.3

ゆめおりAC・東京

田中 万玲子(小5) 14.81/-2.3

玉川学園・東京

内山 ソニア(小4) 14.89/-2.3

ゆめおりAC・東京

巻渕 里紗(小6) 14.93/-2.3

ゆめおりAC・東京

４×１００ｍ 11/2 ゆめおりAC 54.44

NGR本多 紗季(小6)

荒井 英(小6)

熊谷 采香(小5)

川口 心花(小5)

いだてん 57.38

後藤 羽心(小6)

管野 さくら(小6)

阿久津 心葉(小6)

ガードナ レイチェル麻由(小6)

ようが陸上  1:02.08

戸沢 彩乃(小6)

末岡 麻椰(小6)

黒田 由唯(小6)

森脇 真果(小6)

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙｽﾛｰ 11/3 中村 百花(小6)  44m26

ゆめおりAC・東京

ガードナ レイチェル麻由(小6) 41m25

いだてん・東京

ストラウス ザフィラ(小5) 40m09

渋谷ＪＲＣ・東京

高橋 怜美(小6)  39m51

ゆめおりAC・東京

高橋 奏心(小6)  37m09

ゆめおりAC・東京

田原 百萌(小5)  35m68

東京陸協・東京

山村 真歩(小6)  28m41

ゆめおりAC・東京

内田 梨里(小5)  12m95

ゆめおりAC・東京

女子小
学

１００ｍ 11/2 ロス 瑚花アディア(中1)12.62/-0.7

駒沢中・東京

上島 周子(中3) 12.64/-0.7

昭和女大附中・東京

有村 実寿々(中3) 12.74/-0.7

ゆめおりAC・東京

宇山 理央(中1) 12.91/-0.7

みちるAC・千葉

日高 桜佳(中2) 12.96/-0.7

XSPOSEAGULLSKANAGA・神奈川

福西 和香子(中1) 12.99/-0.7

府中六中・東京

藤島 明日賀(中3) 13.08/-0.7

光が丘三中・東京

上田 彩月(中3) 13.09/-0.7

石神井西中・東京

８００ｍ 11/2 木田 輝(中2)  2:22.61

光が丘三中・東京

松尾 茄南(中1)  2:25.40

稲城二中・東京

黒岩 桧菜子(中1)  2:25.63

福栄中・千葉

佐々木 希(中3)  2:30.76

ゆめおりAC・東京

伊藤 実生(中2)  2:31.54

駒沢中・東京

岡本 満奈(中1)  2:32.88

白百合学園中・東京

堀内 理緒(中2)  2:32.95

三田国際学園中・東京

國分 小夏(中2)  2:35.58

豊田中・神奈川

１５００ｍ 11/3 木田 輝(中2)  4:58.01

光が丘三中・東京

杉本 桃香(中2)  4:59.91

豊田中・神奈川

倉田 愛実(中3)  5:08.30

豊田中・神奈川

佐々木 希(中3)  5:09.90

ゆめおりAC・東京

國分 小夏(中2)  5:12.84

豊田中・神奈川

藤田 恋(中2)  5:13.87

日大豊山女中・東京

伊藤 実生(中2)  5:15.20

駒沢中・東京

倉田 舞幸(中1)  5:17.49

豊田中・神奈川

１００ｍＨ

(0.762m）

11/3 佐伯 風帆(中2) 14.32/+0.5

軽井沢A&AC・長野

唐澤 さくら(中2) 14.60/+0.5

軽井沢A&AC・長野

和田 咲良(中2) 14.75/+0.5

横浜港南中・神奈川

岡 小春(中3) 15.18/+0.5

福生二中・東京

荻原 希乃愛(中3) 15.36/+0.5

軽井沢A&AC・長野

藤田 愛以花(中3) 15.37/+0.5

静大附属静岡中・静岡

４×１００ｍ 11/3 みちるAC 48.85

NGR与儀 真鈴(中3)

宇山 理央(中1)

笹川　 珀奈(中2)

ハッサン ナワール(中3)

石神井西中 50.33

宮川 琴音(中2)

上田 彩月(中3)

長澤 りいらｴﾏﾝﾅ(中1)

川﨑 啓子(中2)

軽井沢A&AC 51.13

関澤 きらり(中2)

佐伯 風帆(中2)

荻原 希乃愛(中3)

大森 里香(中3)

鵠沼中 51.21

馬場 美織(中2)

大﨑 茉祐(中2)

正本 紅(中2)

石井 香奈(中2)

稲城二中 52.40

清水 さくら(中2)

石橋 咲喜(中2)

原 琉歌(中2)

髙橋 ことみ(中2)

稲城六中 52.42

加進 希美(中2)

松岡 志穏(中2)

野瀬 珠美(中2)

大谷 未来(中2)

豊田中 52.84

府川 凪沙(中2)

小林 珠々(中2)

伊井 理沙子(中2)

田畑 結菜(中2)

柏田中 52.86

内冨 希菜(中2)

一力 唯月(中2)

石井 颯來(中2)

藤木 菜月(中1)

走高跳 11/2 下元 香凜(中2) 1m63

NGR御堂中・東京

与儀 真鈴(中3) 1m54

みちるAC・千葉

大森 里香(中3) 1m54

軽井沢A&AC・長野

渉里 萌衣(中3) imakids・千葉 1m48

荻原 希乃愛(中3) 軽井沢A&AC・長野

坂爪 紗代(中2) 1m45

保土ケ谷中・神奈川

佐伯 風帆(中2) 1m45

軽井沢A&AC・長野

府川 凪沙(中2) 豊田中・神奈川 1m40

唐澤 さくら(中2) 軽井沢A&AC・長野

走幅跳 11/3 秦 くるみ(中3)   5m27/+0.5

スポウエルAC・静岡

大友 愛子(中3)   5m26/+0.4

東村山七中・東京

瀬賀 風花(中3)   5m20/-0.3

小金北中・千葉

中村 彩良(中2)   5m19/ 0.0

ゆめおりAC・東京

美代 妃美莉(中1)   5m15/+0.2

みちるAC・千葉

宮川 琴音(中2)   5m15/+0.5

石神井西中・東京

田沼 今日子(中2)   5m10/+0.4

駒沢中・東京

森 優月(中3)   5m10/+0.5

三田国際学園中・東京

砲丸投

(2.721kg)

11/3 尾崎 明維(中2)  12m06

NGR府中六中・東京

本多 真那(中3)  11m49

NGR村山学園中・東京

星野 紗良(中3)  11m36

=GR三田国際学園中・東京

佐藤 沙弥花(中2)  11m20

府中六中・東京

佐藤 久良々(中3)  10m56

西武文理中・埼玉

鈴木 沙和(中2)  10m54

鵠沼中・神奈川

加藤 桃香(中2)  10m28

光が丘三中・東京

田代 瑞季(中3)  10m02

府中六中・東京

女子中
学

１００ｍ 11/3 湯淺 佳那子 11.70/+0.2

NGR日本体育大・広島

髙橋 真由 12.06/+0.2

日本体育大・東京

亀山 雛子 12.20/+0.2

秋田大・秋田

福田 真衣 12.21/+0.2

日本体育大・東京

井越 朱梨 12.21/+0.2

日本体育大・北海道

藤田 涼子 12.38/+0.2

日本体育大・東京

８００ｍ 11/3 新宮 美歩  2:11.03

NGRフレスコ・京都

岡本 愛梨(高2)  2:11.99

NGR東京高・東京

川島 琴美(高3)  2:12.62

NGR白梅学園高・東京

鈴木 美呼(高2)  2:14.99

都板橋高・東京

奥脇 彩花(高1)  2:16.87

白梅学園高・東京

津川 瑠衣(高3)  2:18.61

八王子高・東京

岡田 海緒  2:20.37

日女体大・東京

窪田 こころ(高1)  2:33.29

白梅学園高・東京

１００ｍＨ

(0.838m)

11/3 島野 真生(高3) 13.66/+0.3

東京高・東京

山西 桃子(高3) 13.89/+0.3

白梅学園高・東京

清水 羽菜(高3) 14.04/+0.3

白梅学園高・東京

藤井 理抄 14.05/+0.3

日本体育大・東京

小崎 遥 14.35/+0.3

日本体育大・滋賀

舘野 晃歩(高1) 14.58/+0.3

明中八王子高・東京

大川 寿美香(高1) 14.64/+0.3

三田国際学園高・東京

神蔵 美空(高2) 14.69/+0.3

新潟商高・新潟

４×１００ｍ 11/3 日本体育大 46.33

井越 朱梨

山田 美来

福田 真衣

湯淺 佳那子

新潟商高 47.37

本田 遥南(高1)

遠山 侑里(高2)

藤井 楓恋(高1)

諸橋 未桜(高2)

東京高 48.03

カジュール チェルシー(高2)

飯田 景子(高2)

益子 芽里(高1)

髙橋 絢美(高2)

八王子高 48.62

近藤 彩夏(高2)

原本 愛梨(高2)

間瀬 葉月(高1)

今元 真奈花(高2)

白梅学園高 49.22

岡 小雪(高2)

山口 幸乃(高2)

松本 純芽(高2)

奥脇 彩花(高1)

日体大桜華高 50.13

歌川　 真利子(高2)

水野　 桃花(高2)

島田　 夢蘭(高1)

木住野　 愛紗(高2)

明中八王子高 51.25

網倉 ひなの(高1)

髙橋 雪乃(高1)

舘野 晃歩(高1)

藤本 麻衣(高2)

都駒場高 51.84

関 優羽(高1)

植田 陽翔(高1)

山本 菜月(高1)

片山 あやめ(高1)

走高跳 11/3 山口 悠(高2) 1m62

新潟商高・新潟

菊池 涼香 1m59

日本大・神奈川

安西 彩乃(高2) 1m59

SCDAC・神奈川

神蔵 美空(高2) 1m53

新潟商高・新潟

五十嵐 瑶月(高1) 1m53

新潟商高・新潟

吉野 まほら(高2) 1m50

ゆめおりAC・東京

市川 愛海(高1) 1m45

日本工大駒場高・東京

山﨑 陽菜(高1) 1m45

日大豊山女高・東京

走幅跳 11/2 乙津 美月(高1)   5m69/+2.0

八王子高・東京

小野瀬 桃華   5m39/+0.2

日本大・埼玉

毛利 碧音(高1)   5m36/-0.5

八王子高・東京

山﨑 麻央(高2)   5m15/+0.8

八王子高・東京

清水 楓香(高1)   5m12/+1.5

八王子高・東京

島田　 夢蘭(高1)   5m06/+1.9

日体大桜華高・東京

黒須 可奈美(高1)   4m97/+0.4

日本工大駒場高・東京

高畑 志野   4m97/+0.8

長野マスターズ・長野

砲丸投

(4.000kg)

11/3 小林　 萌々子(高2)  11m28

NGR日体大桜華高・東京

反町 咲希(高2)  10m82

NGR日本工大駒場高・東京

和知 楓(高1)  10m68

日本工大駒場高・東京

久保 梓(高1)   8m68

白梅学園高・東京

勝川 茉矢(高1)   8m39

明中八王子高・東京

奥村 舞   7m86

横浜市陸協・神奈川

古川　 夢愛(高1)   7m48

日体大桜華高・東京

竹本 凜(高2)   6m88

白梅学園高・東京

女子高
校・一
般

４００ｍ 11/3 須藤 美桜(高3) 54.80

NGR東京高・東京

飯田 景子(高2) 55.79

東京高・東京

銭谷 紗矢香 56.15

日本体育大・北海道

髙島 寿莉亜 57.89

日本体育大・兵庫

中澤 郁香() 58.53

東京陸協・東京

幸村 穂野香 59.63

日本体育大・東京

３０００ｍ 11/3 森 菜々美(高2) 10:39.48

所沢北高・埼玉

黒葛 真愛(中2) 10:43.86

鵠沼中・神奈川

鈴木 愛花(高2) 10:44.56

所沢北高・埼玉

太田 菜々(高1) 10:52.11

所沢北高・埼玉

外間 結那(中1) 11:26.63

矢口中・東京

馬越 帆風(高1) 11:29.79

所沢北高・埼玉

原口 由己(高1) 11:32.02

玉川学園高・東京

仙波 知夏(中2) 11:32.17

光が丘三中・東京

やり投

(600g)

11/3 阿部 汐莉(高3)  43m69

白梅学園高・東京

藤井 愛(高2)  38m48

八王子高・東京

岩井　 綾音(高2)  32m58

日体大桜華高・東京

今井　 杏美(高2)  31m18

日体大桜華高・東京

阿部 有花(高2)  30m08

明中八王子高・東京

矢作 鈴香(高2)  29m54

日本工大駒場高・東京

三河 真歩(高2)  26m12

所沢北高・埼玉

坪井 沙弥(高2)  24m42

白梅学園高・東京

女子共
通

５０００ｍ 11/2 高木 裕子 23:28.81

ｆｒｕｎ・東京

樋口 美穂子 25:59.88

eAアスリーツ・東京

女子40
歳以上

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）


