
第66回全日本中学校通信陸上競技大会東京都大会予選会 20130036

令和2年度東京都中学生夏季陸上競技大会(多摩)予選会
2020年8月8日(土)～9日(日)      決勝一覧表

八王子市上柚木公園陸上競技場 132080

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 8/9 髙崎  颯太(1) 12.05/+0.3

小平・小平四

小沢  燿平(1) 12.42/+1.5

三鷹・明星学園

煤賀  優太(1) 12.46/-0.0

立川・立川九

飯塚  蓮慈(1) 12.61/+1.5

東大和・東大和一

渡邉  光(1) 12.68/+0.8

小金井・武蔵野東

酒井  優誠(1) 12.75/+1.1

狛江・狛江二

戸塚  寛人(1) 12.77/+0.3

立川・立川九

竹内  蒼太(1) 12.88/+1.1

武村山・武蔵村山五

１５００ｍ 8/9 寺井  秀吾(1)  4:55.34

府中・府中三

田玄  呼次郎(1)  4:55.93

小平・小平三

田山  湊太(1)  4:56.36

調布・調布

美濃部  篤哉(1)  4:59.72

国分寺・早稲田実業

村岡  大輔(1)  5:03.87

三鷹・明星学園

髙橋  駿介(1)  5:03.96

武村山・村山学園

谷口  智紀(1)  5:05.93

小金井・小金井南

川上  侑大(1)  5:07.43

立川・立川二

走幅跳 8/9 渡邉  光(1)   5m03/-0.2

小金井・武蔵野東

斎藤  道(1)   4m83/-0.3

立川・立川九

ヘラス  シュウジ(1)  4m80/-0.4

小金井・武蔵野東

中里  凌(1)   4m10/ 0.0

立川・立川九

山口  凌平(1)   4m09/+0.1

調布・神代

赤川  隆斗(1)   3m84/-0.4

立川・立川二

野田  翔太(1)   3m84/+0.2

武村山・武蔵村山三

中村  太一(1)   3m71/+0.1

清瀬・清瀬四

男子東部
１年

１００ｍ 8/8 平井  滉大(3) 11.41/+0.3

調布・調布五

宇賀神  太地(3) 11.56/+0.9

武村山・武蔵村山一

黒坂  文弥(3) 11.56/+1.0

国分寺・国分寺三

庄司  碧伊(3) 11.56/+1.1

小平・小平二

細萱  颯生(3) 11.57/+0.8

国立・桐朋

川口  玲於(3) 11.59/+1.3

小金井・学大附属

平井  蓮太朗(3) 11.62/+1.1

小金井・小金井一

金子  亮太(3) 11.68/+0.7

東村山・東村山四

男子東部
３年

１５００ｍ 8/8 寺田  向希(3)  4:08.93

立川・立川五

平井  璃空(3)  4:14.70

武村山・村山学園

岸本  真輝(3)  4:19.05

三鷹・三鷹中等

浅川  京平(3)  4:20.64

府中・府中五

野口  幸聖(3)  4:25.14

府中・府中三

太田  直希(3)  4:25.58

調布・調布五

前田  隼人(3)  4:26.35

国分寺・国分寺一

越前谷  洋武(2)  4:26.48

三鷹・三鷹二

男子東部
2.3年

４００ｍ 8/8 吉澤  登吾(2) 52.69

国立・桐朋

渡部  楓(3) 53.29

武村山・武蔵村山五

中村  祥成(3) 54.03

調布・調布五

斎藤  章太(2) 54.91

立川・立川国際

野田  信晴(3) 55.66

昭島・拝島

内藤  朔也(2) 55.73

立川・立川五

大竹  優輝(3) 55.73

武蔵野・武蔵野二

加藤  春(3) 55.98

武村山・武蔵村山三

１１０ｍＨ

(0.914m)

8/9 髙原  一希(3) 15.13/+0.2

立川・立川七

小野  浬空(2) 16.53/+0.4

東京陸協クラブ

葛西  悠貴(2) 17.55/+0.4

府中・府中四

畑  志謡(3) 17.73/+0.4

立川・立川四

南條  瑠威(2) 20.09/+0.4

小平・小平三

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

8/8
8/9

高橋  諒(3)  2865

=PR国立・桐朋

14.42/+1.3-13m01-1m74-52.60

小笠原  大知(3)  1943

府中・府中八

16.47/+1.3-8m49-1m47-57.55

熊田  大己(3)  1788

立川・立川四

18.12/+1.3-9m15-1m47-58.30

小林  勇裕(3)  1205

府中・府中八

19.33/+1.3-7m06-NM-57.83

齋藤  奨真(2)  1066

府中・府中六

20.93/+1.3-8m02-NM-59.80

川下  碧(2)   757

立川・立川一

24.97/+1.3-8m23-NM-1:03.14

男子東部
共通

１００ｍ 8/9 大上  カレン(1) 13.21/-0.5

国分寺・早稲田実業

槇村  せいあ(1) 13.33/+1.1

調布・神代

佐藤  ひなの(1) 13.36/+1.5

国分寺・国分寺三

本多  紗季(1) 13.51/+1.4

府中・府中七

山口  采実(1) 13.65/+1.1

調布・調布三

榎本  果歩(1) 13.66/+1.4

立川・立川四

京嶋  あすか(1) 13.96/-0.5

東村山・東村山一

山上  瑠奈(1) 14.04/+1.5

調布・調布三

８００ｍ 8/8 大木  心夏(1)  2:34.36

府中・明星中学

関根  江里(1)  2:42.65

立川・立川四

栗原  歌(1)  2:43.94

武蔵野・武蔵野四

加藤  葉月(1)  2:47.70

府中・府中三

徳丸  愛里(1)  2:49.01

小平・小平四

五十嵐  優陽(1)  2:49.40

武村山・武蔵村山五

黒川  穂華(1)  2:50.40

府中・府中三

内山  あゆ美(1)  2:53.25

東大和・東大和一

走幅跳 8/8 髙橋  怜美(1)   4m67/+1.1

府中・府中十

佐藤  ひなの(1)   4m28/+1.5

国分寺・国分寺三

石川  莉亜(1)   4m16/+2.3

府中・府中六

喜多  恵理奈(1)   4m10/+1.0

立川・立川二

石井  優陽(1)   3m97/+0.8

小金井・武蔵野東

吉田  奏(1)   3m65/+0.5

小金井・武蔵野東

堀  香凜(1)   3m59/+1.7

府中・府中六

菅野  由宇(1)   3m51/+1.3

東久留・久留米

女子東部
１年

１００ｍ 8/8 椎名  ひまり(3) 12.99/+1.7

小金井・武蔵野東

醍醐  未玖(3) 13.16/+2.0

小平・小平二

谷合  愛可(3) 13.33/+1.3

東京陸協クラブ

大澤  日菜子(3) 13.41/+1.1

武蔵野・武蔵野四

井関  南(3) 13.47/+1.9

調布・調布五

山田  玲菜(3) 13.54/+1.7

小平・花小金井南

入江  有咲陽(3) 13.55/+0.6

府中・府中四

河野  芽依(3) 13.57/-0.0

立川・立川四

女子東部
３年

８００ｍ 8/9 鈴木  結衣(2)  2:19.52

立川・立川六

徳竹  陽乃(2)  2:27.06

昭島・拝島

宇野  木花(2)  2:30.29

東京陸協クラブ

柴田  果音(3)  2:30.88

武蔵野・武蔵野四

横山  美萌(3)  2:31.56

東久留・東久留米中央

荒井  万悠(3)  2:32.22

三鷹・明星学園

青木  夏蓮(3)  2:33.36

小平・小平四

本間  留衣(3)  2:33.96

武村山・村山学園

女子東部
2.3年

１００ｍＨ

(0.762m)

8/9 醍醐  未玖(3) 15.16/+1.2

小平・小平二

山上  沙羅(3) 15.51/+1.4

調布・調布三

槇村  せいあ(1) 15.63/+1.4

調布・神代

来山  柚子(3) 15.99/+0.3

府中・府中六

髙橋  怜美(1) 16.86/+1.4

府中・府中十

中河  愛海(2) 16.91/+1.2

府中・府中九

辻  紫那(2) 17.04/+1.4

東村山・日体大桜華

村松  瑠奈(2) 17.48/+1.4

小金井・武蔵野東

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

8/8
8/9

明石  侑奈(2)  2334

調布・調布三

16.20/-0.6-1m36-9m23-27.20/+1.0

来山  柚子(3)  2105

府中・府中六

15.87/-0.6-1m30-8m02-28.86/+1.0

松本  かさね(3)  2002

府中・府中三

17.29/+1.9-1m39-7m91-29.16/+1.0

岡野  寧々(3)  1536

府中・府中一

18.14/-0.6-1m24-6m13-30.73/+1.0

新野  由空(2)  1320

武蔵野・武蔵野一

20.41/-0.6-1m24-6m70-31.46/+1.0

青木  宥伽(2)   927

立川・立川一

20.91/+1.9-NM-5m87-30.72/+1.0

永原  雪羽(1)   505

武蔵野・武蔵野一

20.15/+1.9-NM-5m10-DQ/

女子東部
共通

１００ｍ 8/9 鶴田  眞司(1) 12.74/+1.2

八王子・八王子六

千葉  拓海(1) 12.87/+0.4

八王子・七国

阿川  幸史郎(1) 12.89/+0.4

日野・日野一

大谷  慧(1) 12.90/-1.2

八王子・打越

坂田  羚之助(1) 12.97/+0.4

羽村・羽村三

金森  陽(1) 12.98/+1.3

青梅・青梅西

古川  碧人(1) 13.02/+1.3

日野・大坂上

安室  蒼(1) 13.06/+1.2

八王子・横山

１５００ｍ 8/9 西岡  楓真(1)  4:49.75

あきる野・あきる野西

山本  隼士(1)  4:54.46

日野・日野一

入山  結斗(1)  4:56.97

稲城・稲城六

引田  昴(1)  5:01.52

町田・日大三

橋本  盛太郎(1)  5:01.88

八王子・恩方

濱田  翔太(1)  5:03.94

町田・日大三

伊東  礼人(1)  5:06.51

あきる野・御堂

若松  夏月(1)  5:08.49

日野・日野一

走幅跳 8/9 中沢  太紀(1)   4m90/+0.2

福生・福生一

三科  未来(1)   4m83/+0.9

八王子・宮上

鶴田  眞司(1)   4m72/+0.7

八王子・八王子六

森  快喜(1)   4m66/+0.6

八王子・八王子一

小沢  優樹(1)   4m49/+0.1

八王子・八王子四

大場  治紀(1)   4m45/+1.3

羽村・羽村一

荻田  貴大(1)   4m45/+1.0

八王子・八王子学園

酒井  蒼真(1)   4m43/+1.0

あきる野・御堂

男子西部
１年

１００ｍ 8/8 西  優輝(3) 11.52/+1.4

町田・小山

諸隈  航(3) 11.56/+0.3

町田・日大三

海野  翔平(3) 11.61/+0.5

福生・福生一

志村  武(3) 11.63/+1.0

町田・南大谷

東  隆翔(3) 11.65/+0.6

八王子・南多摩

菅原  優太(3) 11.68/+1.1

八王子・楢原

池田  健(3) 11.78/+0.3

稲城・稲城六

古山  璃空(3) 11.79/+0.4

町田・町田二

男子西部
３年

１５００ｍ 8/8 岡部  州(3)  4:16.34

日野・日野四

朝川  秀祐(3)  4:19.87

あきる野・あきる野西

平尾  陸(3)  4:20.39

八王子・八王子二

江澤  聖悟(3)  4:21.32

青梅・青梅二

角野  正登(3)  4:27.15

あきる野・五日市

松本  惺(2)  4:28.74

あきる野・あきる野西

保髙  連皇(3)  4:29.72

町田・小山田

大槻  海翔(3)  4:30.08

八王子・城山

男子西部
2.3年

４００ｍ 8/8 須藤  壮良(3) 54.61

日野・日野二

髙野  龍聖(3) 57.05

八王子・八王子四

佐藤  汰一(3) 57.22

町田・堺

丸山  紺次郎(2) 57.87

八王子・八王子五

松本  拓哉(3) 58.04

あきる野・あきる野西

上田  直人(3) 58.20

多摩・多摩和田

田端  悠(2) 58.44

八王子・横山

渡邊  吉郁(3) 59.27

町田・桜美林

１１０ｍＨ

(0.914m)

8/9 小椋  拓和(3) 15.55/+1.1

稲城・稲城二

中村  友哉(3) 16.04/+1.0

八王子・八王子二

荻原  遼平(3) 16.08/-0.1

あきる野・御堂

志村  武(3) 16.49/+0.1

町田・南大谷

渡部  遥斗(2) 16.70/+1.0

福生・福生二

常世田  蓮(3) 16.99/-0.1

YC 八王子・宮上

串田  健太郎(3) 17.22/-0.1

八王子・横山

竹野  温人(3) 18.03/-0.1

八王子・打越

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

8/8
8/9

福士  湊(3)  2466

八王子・八王子二

15.64/+1.4-10m04-1m86-56.90

古家  徳真(3)  2315

稲城・稲城二

16.83/+1.8-12m46-1m56-54.85

小椋  拓和(3)  2284

稲城・稲城二

15.61/+2.0-8m85-1m62-54.73

大熊  靖吾(3)  2099

町田・町田南

16.25/+2.0-7m99-1m59-55.69

中沢  和樹(3)  2056

福生・福生一

16.59/+1.4-9m04-1m59-57.49

大塚  洸明(3)  2039

八王子・由井

17.18/+1.4-9m73-1m77-1:01.55

菊田  力輝(2)  1979

八王子・恩方

17.11/+1.8-9m43-1m47-56.29

小倉  拓己(3)  1958

八王子・南多摩

18.12/+1.8-12m06-1m53-59.67

男子西部
共通

１００ｍ 8/9 山尾  美沙希(1) 14.11/+0.6

羽村・羽村一

大谷  楓花(1) 14.24/+1.3

稲城・稲城二

田中  音咲(1) 14.31/+1.5

青梅・青梅新町

吉﨑  莉乃(1) 14.33/+0.6

青梅・青梅三

堀口  美空(1) 14.34/+2.1

青梅・青梅西

久保  和奏(1) 14.44/+1.2

八王子・七国

鈴木  琴葉(1) 14.50/+0.6

青梅・青梅新町

成田  優奈(1) 14.50/+0.6

八王子・横山

８００ｍ 8/8 松田  悠楽(1)  2:33.20

多摩・多摩永山

石川  理央(1)  2:36.75

青梅・青梅新町

伊藤  菜都(1)  2:40.14

八王子・由井

浅倉  和奏(1)  2:40.18

日野・大坂上

金子  理子(1)  2:42.54

稲城・稲城一

和智  幸来(1)  2:43.26

八王子・恩方

鈴木  うらら(1)  2:44.14

日野・大坂上

田邉  菜々(1)  2:48.00

町田・玉川学園

走幅跳 8/8 近藤  亜香里(1)   4m36/+1.0

あきる野・御堂

鈴木  陽向(1)   4m17/+0.5

八王子・八王子一

井上  可蓮(1)   4m17/+2.1

八王子・八王子四

伊藤  愛恵(1)   3m94/+1.4

八王子・宮上

山尾  美沙希(1)   3m92/+1.5

羽村・羽村一

細屋  さくら(1)   3m92/+1.5

八王子・八王子学園

堀江  奈央(1)   3m92/+2.1

八王子・松木

河津  郁花(1)   3m91/+1.9

八王子・宮上

女子西部
１年

１００ｍ 8/8 新奥  恵香(3) 12.72/+1.7

八王子・ひよどり山

松岡  志穏(3) 13.03/+1.3

稲城・稲城六

村田  明里(3) 13.13/+1.3

多摩・落合

鷹箸  美桜(3) 13.18/+1.8

八王子・椚田

矢後  茜音(3) 13.23/+0.1

八王子・八王子六

高崎  結衣(3) 13.31/+0.5

町田・金井

足立  菜々香(3) 13.35/+0.2

青梅・霞台

髙橋  愛心(3) 13.38/+0.1

あきる野・あきる野西

女子西部
３年

８００ｍ 8/9 松尾  茄南(2)  2:25.92

稲城・稲城二

石井  優羽(3)  2:26.37

八王子・中山

永池  佑梨(3)  2:27.98

稲城・稲城五

東  希美(2)  2:28.51

あきる野・五日市

熊倉  花萌(2)  2:28.74

羽村・羽村一

井上  千桜乃(3)  2:32.81

町田・町田南

大畑  晴菜(2)  2:33.96

日野・大坂上

山田  莉友(3)  2:34.39

日野・大坂上

女子西部
2.3年

１００ｍＨ

(0.762m)

8/9 仮屋  愛優(2) 15.36/-0.6

稲城・稲城三

井出  日和(3) 15.85/+0.7

あきる野・あきる野東

出口  結子(2) 16.34/+0.7

青梅・青梅三

石井  希果(3) 16.75/-0.2

稲城・稲城二

村田  明里(3) 16.76/-0.2

多摩・落合

金子  千紘(2) 16.88/+0.7

八王子・椚田

金子  未奈(3) 17.05/+0.7

八王子・いずみの森

宮田  夢々楓(2) 17.12/-0.1

あきる野・あきる野西

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

8/8
8/9

下元  香凜(3)  3059

NPRあきる野・御堂

15.03/+1.0-1m66-11m57-26.17/+2.2

森崎  優希(3)  2567

八王子・八王子六

15.90/+1.0-1m63-8m97-28.30/+2.2

宮澤  美桜(2)  2320

八王子・八王子二

15.67/+1.3-1m54-8m45-30.16/+2.2

手島  花奈(2)  2219

八王子・椚田

15.67/+1.3-1m51-5m74-28.69/+2.2

篠﨑  愛里(3)  2191

八王子・八王子二

17.27/+1.0-1m51-10m27-30.52/+2.2

滝沢  彩佳(3)  2160

青梅・青梅二

16.50/+1.3-1m39-9m17-29.34/+0.5

平井  ゆら(3)  2069

八王子・浅川

16.67/+1.0-1m39-8m74-29.95/+0.5

小田  菜々海(3)  1942

多摩・多摩和田

17.32/+1.0-1m39-7m13-29.25/+0.5

女子西部
共通

凡例（NPR：東京都記録/ YC :警告(R125.5)/ =PR:東京都中学最高タイ記録）


