
２年男子１００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 11.78 -0.2 2502 山下  悠斗(2) 立　川 立川一

2 11.94 0.9 3003 小室  輝周(2) 昭　島 清　泉

3 12.13 -0.7 4909 小野  浬空(2) 東京陸協クラブ

4 12.14 -1.0 2705 宗形  涼太(2) 三　鷹 三鷹三

5 12.15 1.2 3123 榎橘  径徒(2) 調　布 ドルトン

6 12.26 0.3 2905 片岡  勇人(2) 府　中 府中三

7 12.29 0.0 2915 上河内  理来(2) 府　中 府中八

8 12.32 1.2 3105 鮎川  理希(2) 調　布 調布三

12.34 0.9 2904 武井  一馬(2) 府　中 府中二

12.38 0.3 2509 加藤  翼(2) 立　川 立川五

12.41 0.0 2520 斎藤  章太(2) 立　川 立川国際

12.44 -0.2 3104 北條  陽一(2) 調　布 神　代

12.51 0.9 3317 福田  崚介(2) 小金井 中央大附属

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 11.89 1.5 3229 羽矢  誠(2) 町　田 南成瀬

2 11.99 0.8 3239 秋山  准(2) 町　田 小　山

3 12.01 0.6 3203 津島  彪冴(2) 町　田 町田二

4 12.05 0.7 2422 トラクサル  澄海(2) 八王子 横　山

5 12.11 1.0 3226 矢竹  開(2) 町　田 山　崎

6 12.36 0.2 3219 堀口  大惺(2) 町　田 南大谷

7 12.41 1.0 2443 蟹江  龍司(2) 八王子 加　住

8 12.43 1.8 2442 加藤  龍之介(2) 八王子 楢　原

12.44 1.8 2801 西澤  翼(2) 青　梅 青梅一

12.46 1.5 3236 齋藤  響(2) 町　田 小山田

12.51 -0.5 3225 黒木  正暢(2) 町　田 山　崎

１２秒５１まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

８名



共通男子２００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 23.17 -0.5 3110 平井  滉大(3) 調　布 調布五

2 23.50 0.5 4401 宇賀神  太地(3) 武村山 武蔵村山一

3 23.88 -0.5 3705 黒坂  文弥(3) 国分寺 国分寺三

4 23.96 -1.1 3109 中村  祥成(3) 調　布 調布五

5 24.18 -1.1 3311 川口  玲於(3) 小金井 学大附属

6 24.39 0.8 4409 渡部  楓(3) 武村山 武蔵村山五

7 24.41 1.2 2902 坂田  喜夏(3) 府　中 府中一

8 24.45 1.3 2509 渡邊  空翔(3) 立　川 立川五

24.69 -0.7 2603 大竹  優輝(3) 武蔵野 武蔵野二

24.99 1.3 2905 石田  操(3) 府　中 府中三

25.13 -0.7 2909 伊藤  蒼馬(3) 府　中 府中五

25.17 0.8 2915 郷田  笙太(3) 府　中 府中八

25.24 0.5 2717 鈴木  雄太(3) 三　鷹 明星学園

25.42 1.3 2604 手塚  倫太郎(3) 武蔵野 武蔵野二

25.46 0.5 4107 佐藤  陽星(2) 東京陸協クラブ

25.48 -0.7 2906 川瀬  優一朗(3) 府　中 府中三

25.57 0.8 2614 棚町  俊亮(2) 武蔵野 都立武蔵

25.58 1.2 4403 植田  悠生(3) 武村山 村山学園

25.68 1.2 3102 松本  直也(3) 調　布 調　布

25.77 -1.1 3412 班目  心(3) 小　平 小平六

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 23.76 0.3 3901 海野  翔平(3) 福　生 福生一

2 23.90 0.9 3243 諸隈  航(3) 町　田 日大三

3 24.55 0.8 4807 荻原  遼平(3) あきる野 御　堂

4 24.58 1.3 4805 塩野  優希(3) あきる野 あきる野西

5 24.58 0.1 2493 東  隆翔(3) 八王子 南多摩

6 24.74 1.9 4609 磯部  葵(3) 稲　城 稲城五

7 24.84 0.1 2819 福田  大輔(3) 青　梅 泉

8 25.14 0.3 3220 高橋  快徳(3) 町　田 南大谷

25.34 0.2 4811 江苅  巧馬(3) あきる野 五日市

25.38 1.9 2820 田中  日向太(2) 青　梅 泉

25.46 1.3 3244 加嶋  春登(3) 町　田 日大三

25.61 0.3 4501 今川  寛太(3) 多　摩 多　摩

２５秒７７まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名



共通男子８００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  1:58.86 3808 吉澤  登吾(2) 国　立 桐　朋

2  2:03.31 2717 石井  優佑(3) 三　鷹 明星学園

3  2:03.58 2909 浅川  京平(3) 府　中 府中五

4  2:03.87 2715 岸本  真輝(3) 三　鷹 三鷹中等

5  2:05.76 4403 平井  璃空(3) 武村山 村山学園

6  2:07.31 3807 土田  淳真(3) 国　立 桐　朋

7  2:07.45 3005 野田  信晴(3) 昭　島 拝　島

8  2:09.24 2915 酒井  笙太郎(3) 府　中 府中八

 2:10.40 3110 三浦  想太(3) 調　布 調布五

 2:10.49 2906 野口  幸聖(3) 府　中 府中三

 2:10.59 2716 馬篭  遥大(3) 三　鷹 三鷹中等

 2:12.74 3711 船戸  一央(3) 国分寺 早稲田実業

 2:12.87 3006 熊谷  士葵(2) 昭　島 拝　島

 2:13.15 2519 シャザード  明歩(3) 立　川 立川国際

 2:13.42 4109 原  維吹樹(3) 東大和 東大和五

 2:13.46 3003 鳴澤  侑弥(3) 昭　島 清　泉

 2:14.07 2603 靍田  渚(3) 武蔵野 武蔵野二

 2:14.11 2903 馬越  陽大(3) 府　中 府中二

 2:15.12 2907 福士  琉司(2) 府　中 府中四

 2:15.37 2905 出崎  朋稀(3) 府　中 府中三

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  2:05.08 3509 岡部  州(3) 日　野 日野四

2  2:05.61 2445 辻  昂介(3) 八王子 由　井

3  2:07.11 4805 朝川  秀祐(3) あきる野 あきる野西

4  2:07.60 2435 大槻  海翔(3) 八王子 城　山

5  2:07.72 2803 江澤  聖悟(3) 青　梅 青梅二

6  2:08.14 2427 佐藤  匠真(3) 八王子 椚　田

7  2:08.17 3229 髙野  隼大(3) 町　田 南成瀬

8  2:09.02 3239 角井  菜種(3) 町　田 小　山

 2:09.08 3245 青野  弘英(2) 町　田 玉川学園

 2:13.08 3504 砂川  陽音(3) 日　野 日野二

 2:13.81 2452 河野  俊亮(3) 八王子 浅　川

 2:14.43 2401 中島  怜(3) 八王子 八王子一

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名

２分１５秒３７まで



共通男子４００ｍＲ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 学校名 支部 １走 ２走 ３走 ４走

1 44.83 桐朋 国　立 細萱  颯生(3) 高橋  諒(3) 柳田  俊(3) 北村  駿(3)

2 45.39 小平二 小　平 梅田  幸嵩(3) 庄司  碧伊(3) 佐々木  瑛太(2) 安陪  雅樹(3)

3 46.29 調布三 調　布 鮎川  理希(2) 枝松  倖太郎(3) ﾍﾞｲﾄﾏﾝ  礼門(3) 鮎川  大輝(3)

4 46.33 府中八 府　中 加納  名流(2) 上河内  理来(2) 小笠原  大知(3) 郷田  笙太(3)

5 47.37 府中三 府　中 川瀬  優一朗(3) 石田  操(3) 岡本  陽也(3) 片岡  勇人(2)

6 47.42 武蔵野二 武蔵野 靍田  渚(3) 髙橋  愛斗(3) 大澤  嘉壱(3) 大竹  優輝(3)

7 47.56 立川五 立　川 赤石  煌士(3) 渡邊  空翔(2) 畠山  一郎(3) 高橋  慧人(3)

8 47.89 早稲田実業 国分寺 向坂  健斗(3) 丸山  寛貴(2) 千葉  蒼馬(3) 照井  雄一朗(2)

多摩西部

順位 記録 学校名 支部 １走 ２走 ３走 ４走

1 45.43 小山 町　田 西  晴輝(3) 堀川  陸(3) 松本  玲生夢(3) 西  優輝(3)

2 46.04 八王子二 八王子 永田  素晴(3) 中村  友哉(3) 細田  裕哉(3) 福士  湊(3)

3 46.12 南大谷 町　田 後閑  暁乃介(3) 五味  優太(3) 高橋  快徳(3) 志村  武(3)

4 47.00 あきる野西 あきる野 田邉  航太郎(3) 塩野  優希(3) 石川  聖也(3) 松本  拓哉(3)

5 47.31 南多摩 八王子 松崎  州(3) 東  隆翔(3) 山本  健太(3) 小倉  拓己(3)

6 47.35 楢原 八王子 三舩  悠杜(3) 菅原  優太(3) 篠原  健志(3) 加藤  龍之介(2)

7 47.38 日野二 日　野 砂川  陽音(3) 深沢  日路(3) 新佛  柊也(2) 須藤  壮良(3)

8 47.43 山崎 町　田 黒木  正暢(2) 矢竹  開(2) 金子  桐斗(3) 大瀧  希空(2)

標準記録

通信

４７”３０

+入賞チーム



共通男子走高跳 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 1m85 3106 鮎川  大輝(3) 調　布 調布三

2 1m70 3807 柳田  俊(3) 国　立 桐　朋

3 1m62 2716 吉原  信繁(3) 三　鷹 三鷹中等

4 1m53 2906 渡邉  大真(2) 府　中 府中三

5 1m53 2905 光瀬  隼助(3) 府　中 府中三

5 1m53 3104 大岡  虹瑛(2) 調　布 神　代

7 1m48 3103 増子  遥斗(2) 調　布 神　代

8 1m48 3415 原  駿平(2) 小　平 花小金井南

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 1m91 2403 福士  湊(3) 八王子 八王子二

2 1m79 2407 田中  祥龍(3) 八王子 八王子四

3 1m76 2445 大塚  洸明(3) 八王子 由　井

4 1m70 2428 佐藤  良祐(3) 八王子 椚　田

5 1m70 3203 千葉  智之(3) 町　田 町田二

6 1m66 2415 橋本  大雅(3) 八王子 ひよどり山

7 1m66 2421 串田  健太郎(3) 八王子 横　山

8 1m66 3901 中沢  和樹(3) 福　生 福生一

1m62 2469 松本  敢汰(3) 八王子 松　木

1m58 3513 早川  玲桜(3) 日　野 大坂上

1m58 3902 長瀬  陽色(3) 福　生 福生一

1m58 2405 濱田  朋秀(3) 八王子 いずみの森

標準記録

通信

１ｍ５８

+入賞者



２・３年男子走幅跳 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   6m42 1.2 2513 髙原  一希(3) 立　川 立川七

2   6m28 1.2 3808 細萱  颯生(3) 国　立 桐　朋

3   5m83 1.7 2509 赤石  煌士(3) 立　川 立川五

4   5m75 1.6 3706 谷合  健太(3) 国分寺 国分寺三

5   5m60 0.9 2912 齋藤  奨真(2) 府　中 府中六

6   5m58 0.7 2915 加納  名流(2) 府　中 府中八

7   5m39 0.2 3807 西田  康平(3) 国　立 桐　朋

8   5m38 1.4 2905 浅見  颯(2) 府　中 府中三

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   6m27 1.5 2403 中村  友哉(3) 八王子 八王子二

2   6m15 1.1 2404 細田  裕哉(3) 八王子 八王子二

3   5m82 0.4 3514 山下  拓海(3) 日　野 大坂上

4   5m76 0.2 4515 吉田  滉太郎(3) 多　摩 落　合

5   5m74 0.8 3513 早川  玲桜(3) 日　野 大坂上

6   5m71 1.4 4807 友野  晃誓(3) あきる野 御　堂

7   5m65 1.2 2441 篠原  健志(3) 八王子 楢　原

8   5m59 1.7 4703 蔭山  竜輝(3) 羽　村 羽村二

標準記録

通信

５ｍ６０

+入賞者



共通男子砲丸投 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  11m38 3807 高橋  諒(3) 国　立 桐　朋

2  10m97 3105 枝松  倖太郎(3) 調　布 調布三

3  10m72 2510 畠山  一郎(3) 立　川 立川五

4  10m71 3009 髙橋  徹平(2) 昭　島 福　島

5   9m52 3011 中川  颯真(2) 昭　島 瑞　雲

6   9m50 2509 西木戸  恒(3) 立　川 立川五

7   9m04 2603 米山  真宙(3) 武蔵野 武蔵野二

8   8m97 4403 神田  珠輝(3) 武村山 村山学園

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  11m78 2406 中嶋  大稀(3) 八王子 いずみの森

2  11m58 2403 浜崎  瞬太(3) 八王子 八王子二

3  10m94 2493 小倉  拓己(3) 八王子 南多摩

4  10m75 2404 菅野  颯輝(2) 八王子 八王子二

5  10m38 2469 武川  陽斗(3) 八王子 松　木

6  10m26 4603 古家  徳真(3) 稲　城 稲城二

7  10m24 2441 戸屋  柚樹(3) 八王子 楢　原

8   9m55 2442 原  学斗(2) 八王子 楢　原

  9m29 4705 小山  匠音(3) 羽　村 羽村三

  9m11 2447 赤坂  鳳成(3) 八王子 打　越

  9m02 4805 千賀  柚葉(3) あきる野 あきる野西

  8m99 3215 小池  哲平(3) 町　田 堺

  8m90 3219 後藤  雄太(3) 町　田 南大谷

  8m89 2809 長嶋  聖太(2) 青　梅 青梅六

標準記録

通信

８ｍ８０

+入賞者



２年女子１００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 12.83 -0.7 2912 福西  和香子(2) 府　中 府中六

2 13.38 1.3 3102 本田  花漣(2) 調　布 調　布

3 13.49 1.9 2915 西村  心希(2) 府　中 府中八

4 13.50 0.5 3622 辻  紫那(2) 東村山 日体大桜華

5 13.69 1.9 3005 山田  優奈(2) 昭　島 拝　島

6 13.70 0.6 3115 清原  美帆(2) 調　布 調布八

7 13.83 0.5 3003 松村  優季歩(2) 昭　島 清　泉

8 14.06 1.3 3706 恵花  芽依(2) 国分寺 国分寺三

14.09 0.6 3315 御子柴  千春(2) 小金井 武蔵野東

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 13.26 1.2 2455 小野寺  優奈(2) 八王子 由　木

2 13.28 1.1 3501 小俣  音琶(2) 日　野 日野一

3 13.35 0.5 3502 佐藤  柚香(2) 日　野 日野一

4 13.35 1.3 2427 金子  千紘(2) 八王子 椚　田

5 13.43 0.9 4605 仮屋  愛優(2) 稲　城 稲城三

6 13.62 1.2 4603 鈴木  心彩(2) 稲　城 稲城二

7 13.83 0.7 4807 土田  華妃(2) あきる野 御　堂

8 13.85 0.6 3239 佐藤  初音(2) 町　田 小　山

13.87 -0.7 3241 加藤  優奈(2) 町　田 桜美林

13.94 1.1 2439 齊藤  美咲(2) 八王子 川　口

13.96 1.5 2495 真野  友芭(2) 八王子 八王子学園

14.01 -0.7 3235 石川  海友(2) 町　田 小山田

14.06 -1.7 2473 榎本  颯花(2) 八王子 七　国

14.09 0.5 2801 原島  彩良(2) 青　梅 青梅一

14.12 2.0 3237 小穴  真衣(2) 町　田 金　井

１４秒１２まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

８名



共通女子２００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 28.33 -1.1 3117 須田  怜未(3) 調　布 桐朋女子

2 28.37 0.1 2908 入江  有咲陽(3) 府　中 府中四

3 28.58 -0.8 3109 井関  南(3) 調　布 調布五

4 28.79 -0.4 3707 飯田  琴美(3) 国分寺 国分寺四

5 29.08 -0.4 3621 山中  心愛(3) 東村山 日体大桜華

6 29.27 -0.4 2511 山田  紗楓(2) 立　川 立川六

7 29.82 1.0 2717 太田  妃音(2) 三　鷹 明星学園

8 29.88 0.4 2907 石川  絢袈(3) 府　中 府中四

29.89 -0.4 3101 叶内  咲希(3) 調　布 調　布

29.91 0.4 2608 玉置  小桜(3) 武蔵野 武蔵野四

30.35 -1.1 4410 寒河江  恋々(3) 武村山 武蔵村山五

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 26.93 -0.4 2415 新奥  恵香(3) 八王子 ひよどり山

2 27.76 -0.8 4803 井出  日和(3) あきる野 あきる野東

3 27.90 -0.6 2427 鷹箸  美桜(3) 八王子 椚　田

4 28.71 -0.6 3502 大髙  虹香(2) 日　野 日野一

5 28.91 -0.3 4805 髙橋  愛心(3) あきる野 あきる野西

6 29.17 -0.8 2416 大川  伊奈瀬(3) 八王子 ひよどり山

7 29.18 -1.6 2401 三橋  ﾅｱｼﾞｬ桃(3) 八王子 八王子一

8 29.23 0.0 3501 水谷  瑛茉(3) 日　野 日野一

29.63 -0.3 2807 早坂  百合名(3) 青　梅 青梅西

29.70 -1.6 4804 酒井  夢歩(3) あきる野 あきる野東

29.74 -1.4 2805 荒川  琉姫(2) 青　梅 青梅三

29.77 -0.4 4611 津田  美怜(2) 稲　城 稲城六

29.81 -1.4 4603 石橋  咲喜(3) 稲　城 稲城二

29.86 -0.8 2817 梅林  珠杏(3) 青　梅 青梅新町

29.89 -0.8 2808 菱沼  愛彩(3) 青　梅 青梅西

　 30.19 0.7 2806 中村  恋菜(2) 青　梅 青梅三

30.20 -0.8 4806 原本  梨花(2) あきる野 あきる野西

30.24 -1.4 3243 田中  千代(2) 町　田 日大三

30.25 -0.3 2815 金子  凜(2) 青　梅 吹　上

30.25 0.7 3207 太刀川  奈那(2) 町　田 町田南

30.30 -0.3 3217 鈴木  聖(3) 町　田 鶴川二

３０秒３５まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名



共通女子１５００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  4:57.56 2924 大木  志桜(3) 府　中 明星中学

2  5:05.03 4913 宇野  木花(2) 東京陸協クラブ

3  5:07.50 3005 徳竹  陽乃(2) 昭　島 拝　島

4  5:15.47 2607 柴田  果音(3) 武蔵野 武蔵野四

5  5:18.49 4313 横山  美萌(3) 東久留 東久留米中央

6  5:20.12 3407 青木  夏蓮(3) 小　平 小平四

7  5:22.33 3006 関野  愛里(2) 昭　島 拝　島

8  5:26.36 4403 高橋  実結(3) 武村山 村山学園

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  4:51.93 3510 臼井  瑠花(2) 日　野 日野四

2  5:01.81 4811 東  希美(2) あきる野 五日市

3  5:03.07 3208 吉田  葵(3) 町　田 町田南

4  5:04.03 2436 三輪  栞奈(2) 八王子 城　山

5  5:04.57 3242 湯舟  佳子(3) 町　田 桜美林

6  5:04.67 2459 石井  優羽(3) 八王子 中　山

7  5:07.40 3207 中尾  夕菜(2) 町　田 町田南

8  5:07.97 2411 奥村  美咲(3) 八王子 八王子六

 5:09.31 2467 森岡  優海(3) 八王子 上柚木

標準記録

通信

５’１５”００

+入賞者



共通女子４００ｍＲ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 学校名 支部 １走 ２走 ３走 ４走

1 51.74 府中八 府　中 野間  菜来(3) 西村  心希(2) 原田  智咲(3) 中村  彩良(3)

2 53.27 調布三 調　布 嶋岡  蛍吏(3) 山上  沙羅(3) 松岡  莉央(2) 明石  侑奈(2)

3 54.70 府中四 府　中 木村  陽奈(2) 入江  有咲陽(3) 石川  絢袈(3) 初鹿  恵里(3)

4 55.07 武蔵村山一 武村山 服部  あゆ(3) 青柳  未来(3) 原  七南世(3) 米田  梨奈(2)

5 55.13 調布 調　布 竹内  胡美(3) 叶内  咲希(3) 續谷  そら(3) 本田  花漣(2)

6 55.25 国分寺三 国分寺 佐藤  ひなの(1) 恵花  芽依(2) 鈴木  真綾(3) 青柳  百合子(2)

6 55.25 拝島 昭　島 徳竹  陽乃(2) 山田  優奈(2) 小美濃  真尋(2) 鈴木  彩夏(3)

8 55.66 立川六 立　川 山田  紗楓(2) 三田  朋佳(3) 山﨑  彩永(2) ハマダ  伊緒菜(2)

多摩西部

順位 記録 学校名 支部 １走 ２走 ３走 ４走

1 52.08 稲城六 稲　城 加進  希美(3) 松岡  志穏(3) 田島  とう子(3) 大谷  未来(3)

2 52.40 椚田 八王子 手島  花奈(2) 金子  千紘(2) 小島  彩花(2) 鷹箸  美桜(3)

3 52.48 日野一 日　野 大髙  虹香(2) 小俣  音琶(2) 佐藤  柚香(2) 水谷  瑛茉(3)

4 52.67 あきる野東 あきる野 岸峯  美涼(3) 井出  日和(3) 西本  真琴(3) 酒井  夢歩(3)

5 53.54 八王子六 八王子 野村  美緒(3) 森崎  優希(3) 奥村  美咲(3) 矢後  茜音(3)

6 53.67 御堂 あきる野 矢野  莉都(2) 土田  華妃(2) 茂木  のあ(3) 種谷  みのり(3)

7 54.35 あきる野西 あきる野 篠木  愛実(2) 髙橋  愛心(3) 宮田  夢々楓(2) 原本  梨花(2)

8 54.49 青梅新町 青　梅 北沢  夢愛(3) 沼田  愛梨(3) 梅林  珠杏(3) 田中  音咲(1)

標準記録

通信

５３”９０

+入賞チーム



共通女子走高跳 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 1m50 2912 佐藤  沙弥花(3) 府　中 府中六

2 1m46 2911 石川  裕美(3) 府　中 府中六

3 1m42 4401 原  七南世(3) 武村山 武蔵村山一

4 1m42 3315 網木  ひかり(2) 小金井 武蔵野東

5 1m38 3105 山本  伊織(3) 調　布 調布三

6 1m38 3407 吉武  愛結(3) 小　平 小平四

6 1m38 2501 徳山  未夢(2) 立　川 立川一

8 1m38 3705 小峠  しずか(3) 国分寺 国分寺三

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 1m65 2411 森崎  優希(3) 八王子 八王子六

2 1m53 2404 宮澤  美桜(2) 八王子 八王子二

3 1m53 3901 中山  幸来(3) 福　生 福生一

3 1m53 4612 松岡  志穏(3) 稲　城 稲城六

5 1m42 2403 篠﨑  愛里(3) 八王子 八王子二

5 1m42 3903 輿石  千夏(3) 福　生 福生二

7 1m42 2407 矢野  みなみ(3) 八王子 八王子四

8 1m42 4611 末次  沙南(3) 稲　城 稲城六

1m42 2437 小林  樹杏(3) 八王子 恩　方

1m42 2441 西室  陽日(3) 八王子 楢　原

1m42 3206 高橋  巴菜(3) 町　田 町田三

1m38 3205 安藝  利弥子(3) 町　田 町田三

1m38 3513 渡辺  優羽(3) 日　野 大坂上

1m38 2421 高家  華(3) 八王子 横　山

標準記録

通信

１ｍ３８

+入賞者



２・３年女子走幅跳 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   5m13 -0.5 2915 中村  彩良(3) 府　中 府中八

2   5m13 -0.3 3315 椎名  ひまり(3) 小金井 武蔵野東

3   5m12 -0.7 3011 中島  あんな(3) 昭　島 瑞　雲

4   4m89 0.4 2916 原田  智咲(3) 府　中 府中八

5   4m87 0.7 3316 村松  瑠奈(2) 小金井 武蔵野東

6   4m73 -1.2 3109 成川  実那(3) 調　布 調布五

7   4m63 -1.4 2907 初鹿  恵里(3) 府　中 府中四

8   4m50 -1.5 2507 髙橋  茉白(3) 立　川 立川四

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   5m26 0.5 4807 下元  香凜(3) あきる野 御　堂

2   4m92 0.6 3205 小関  舞姫(3) 町　田 町田三

3   4m73 -0.4 2428 手島  花奈(2) 八王子 椚　田

4   4m61 1.7 2495 真野  友芭(2) 八王子 八王子学園

5   4m50 1.2 3217 神蔵  優奈(3) 町　田 鶴川二

6   4m49 -0.5 2411 奥村  美咲(3) 八王子 八王子六

7   4m47 -1.0 2436 牟田  歩果(3) 八王子 城　山

8   4m45 1.6 4803 岸峯  美涼(3) あきる野 あきる野東

標準記録

通信

４ｍ７０

+入賞者



共通女子砲丸投 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  11m83 2911 尾崎  明維(3) 府　中 府中六

2  11m33 3105 濱名  亜也(3) 調　布 調布三

3  10m44 3005 帯金  紗彩(3) 昭　島 拝　島

4   8m58 2705 木村  有貴(3) 三　鷹 三鷹三

5   8m54 4401 清水  愛優(2) 武村山 武蔵村山一

6   8m50 3011 胡桃沢  美妃(3) 昭　島 瑞　雲

7   8m33 3106 上永  美咲(3) 調　布 調布三

8   8m17 2505 北岡  優里(3) 立　川 立川三

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  11m95 2403 松本  彩葵(3) 八王子 八王子二

2  10m01 4807 村田  梨織(3) あきる野 御　堂

3   9m54 3240 谷山  彩葉(3) 町　田 小　山

4   9m22 2810 大越  桜妃(3) 青　梅 青梅六

5   9m14 2459 鈴木  彩音(3) 八王子 中　山

6   9m01 2806 山本  彩夏(2) 青　梅 青梅三

7   8m80 2803 田邉  千和(3) 青　梅 青梅二

8   8m43 2805 林  真子(2) 青　梅 青梅三

標準記録

通信

８ｍ７０

+入賞者



１年男子１００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 12.05 0.3 3407 髙崎  颯太(1) 小　平 小平四

2 12.42 1.5 2717 小沢  燿平(1) 三　鷹 明星学園

3 12.46 0.0 2518 煤賀  優太(1) 立　川 立川九

4 12.61 1.5 4101 飯塚  蓮慈(1) 東大和 東大和一

5 12.68 0.8 3315 渡邉  光(1) 小金井 武蔵野東

6 12.75 1.1 4003 酒井  優誠(1) 狛　江 狛江二

7 12.77 0.3 2517 戸塚  寛人(1) 立　川 立川九

8 12.88 1.1 4409 竹内  蒼太(1) 武村山 武蔵村山五

12.91 1.7 3603 上村  謙心(1) 東村山 東村山二

13.04 0.3 3102 山本  明彦(1) 調　布 調　布

13.25 2.2 3105 金野  來仁(1) 調　布 調布三

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 12.74 1.2 2411 鶴田  眞司(1) 八王子 八王子六

2 12.87 0.4 2474 千葉  拓海(1) 八王子 七　国

3 12.89 0.4 3502 阿川  幸史郎(1) 日　野 日野一

4 12.90 -1.2 2447 大谷  慧(1) 八王子 打　越

5 12.97 0.4 4705 坂田  羚之助(1) 羽　村 羽村三

6 12.98 1.3 2807 金森  陽(1) 青　梅 青梅西

7 13.02 1.3 3513 古川  碧人(1) 日　野 大坂上

8 13.06 1.2 2422 安室  蒼(1) 八王子 横　山

13.07 -0.1 2803 島崎  直哉(1) 青　梅 青梅二

13.18 1.2 3510 官福  悠樹(1) 日　野 日野四

13.27 0.2 2813 大峯  将吾(1) 青　梅 霞　台

13.27 1.2 2469 松永  有達(1) 八王子 松　木

13.29 0.4 2463 三科  未来(1) 八王子 宮　上

１３秒２９まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

８名



３年男子１００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 11.41 0.3 3110 平井  滉大(3) 調　布 調布五

2 11.56 0.9 4401 宇賀神  太地(3) 武村山 武蔵村山一

3 11.56 1.0 3705 黒坂  文弥(3) 国分寺 国分寺三

4 11.56 1.1 3403 庄司  碧伊(3) 小　平 小平二

5 11.57 0.8 3808 細萱  颯生(3) 国　立 桐　朋

6 11.59 1.3 3311 川口  玲於(3) 小金井 学大附属

7 11.62 1.1 3301 平井  蓮太朗(3) 小金井 小金井一

8 11.68 0.7 3609 金子  亮太(3) 東村山 東村山四

11.77 0.8 3006 大城  秀平(3) 昭　島 拝　島

11.79 1.3 2902 坂田  喜夏(3) 府　中 府中一

11.85 2.9 3417 松井  高志(3) 小　平 創　価

11.90 1.1 3701 松浦  周平(3) 国分寺 国分寺一

12.04 1.2 4309 平野  大地(3) 東久留 大　門

12.05 1.0 2905 石田  操(3) 府　中 府中三

12.05 1.1 3416 後藤  隼(3) 小　平 花小金井南

12.12 2.9 4405 金井  翔悟(3) 武村山 武蔵村山三

12.12 0.8 2909 伊藤  蒼馬(3) 府　中 府中五

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 11.52 1.4 3239 西  優輝(3) 町　田 小　山

2 11.56 0.3 3243 諸隈  航(3) 町　田 日大三

3 11.61 0.5 3901 海野  翔平(3) 福　生 福生一

4 11.63 1.0 3219 志村  武(3) 町　田 南大谷

5 11.65 0.6 2493 東  隆翔(3) 八王子 南多摩

6 11.68 1.1 2441 菅原  優太(3) 八王子 楢　原

7 11.78 0.3 4612 池田  健(3) 稲　城 稲城六

8 11.79 0.4 3203 古山  璃空(3) 町　田 町田二

11.84 1.1 3903 工藤  瑠(3) 福　生 福生二

11.85 0.4 3240 松本  玲生夢(3) 町　田 小　山

11.88 0.5 4806 石川  聖也(3) あきる野 あきる野西

11.93 1.8 3220 五味  優太(3) 町　田 南大谷

11.93 1.7 4805 塩野  優希(3) あきる野 あきる野西

11.98 0.5 4609 磯部  葵(3) 稲　城 稲城五

12.00 0.5 3218 澤田  大和(3) 町　田 鶴川二

12.08 0.2 2436 筒井  滉平(3) 八王子 城　山

12.12 0.4 4807 友野  晃誓(3) あきる野 御　堂

１２秒１２まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名



共通男子４００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 52.69 3808 吉澤  登吾(2) 国　立 桐　朋

2 53.29 4409 渡部  楓(3) 武村山 武蔵村山五

3 54.03 3109 中村  祥成(3) 調　布 調布五

4 54.91 2520 斎藤  章太(2) 立　川 立川国際

5 55.66 3005 野田  信晴(3) 昭　島 拝　島

6 55.73 2509 内藤  朔也(2) 立　川 立川五

7 55.73 2603 大竹  優輝(3) 武蔵野 武蔵野二

8 55.98 4405 加藤  春(3) 武村山 武蔵村山三

56.05 3406 白﨑  歩(2) 小　平 小平三

57.01 2906 川瀬  優一朗(3) 府　中 府中三

57.49 2505 佐藤  煌一郎(3) 立　川 立川三

57.68 2915 原田  泰斗(3) 府　中 府中八

57.71 3405 安部  禅喜(3) 小　平 小平三

58.42 3807 月岡  遼(3) 国　立 桐　朋

58.90 3003 小室  輝周(2) 昭　島 清　泉

59.32 2607 畑中  顕成(3) 武蔵野 武蔵野四

59.54 2611 堀瀬  啓紘(3) 武蔵野 武蔵野六

59.66 2905 日向寺  慧斗(3) 府　中 府中三

59.77 3004 田中  優太(3) 昭　島 清　泉

 1:00.26 4406 津田  希海(3) 武村山 武蔵村山三

 1:01.17 3707 津浦  優大(2) 国分寺 国分寺四

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 54.61 3503 須藤  壮良(3) 日　野 日野二

2 57.05 2407 髙野  龍聖(3) 八王子 八王子四

3 57.22 3215 佐藤  汰一(3) 町　田 堺

4 57.87 2409 丸山  紺次郎(2) 八王子 八王子五

5 58.04 4805 松本  拓哉(3) あきる野 あきる野西

6 58.20 4505 上田  直人(3) 多　摩 多摩和田

7 58.44 2421 田端  悠(2) 八王子 横　山

8 59.27 3241 渡邊  吉郁(3) 町　田 桜美林

 1:00.16 3225 金子  桐斗(3) 町　田 山　崎

 1:00.39 3209 土屋  瑞希(2) 町　田 薬　師

 1:00.49 3221 鈴川  景大(3) 町　田 つくし野

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名

１分０１秒１７まで



１年男子１５００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  4:55.34 2905 寺井  秀吾(1) 府　中 府中三

2  4:55.93 3405 田玄  呼次郎(1) 小　平 小平三

3  4:56.36 3101 田山  湊太(1) 調　布 調　布

4  4:59.72 3711 美濃部  篤哉(1) 国分寺 早稲田実業

5  5:03.87 2717 村岡  大輔(1) 三　鷹 明星学園

6  5:03.96 4403 髙橋  駿介(1) 武村山 村山学園

7  5:05.93 3309 谷口  智紀(1) 小金井 小金井南

8  5:07.43 2504 川上  侑大(1) 立　川 立川二

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  4:49.75 4805 西岡  楓真(1) あきる野 あきる野西

2  4:54.46 3501 山本  隼士(1) 日　野 日野一

3  4:56.97 4611 入山  結斗(1) 稲　城 稲城六

4  5:01.52 3244 引田  昴(1) 町　田 日大三

5  5:01.88 2437 橋本  盛太郎(1) 八王子 恩　方

6  5:03.94 3243 濱田  翔太(1) 町　田 日大三

7  5:06.51 4807 伊東  礼人(1) あきる野 御　堂

8  5:08.49 3502 若松  夏月(1) 日　野 日野一

標準記録

通信

５’０５”００

+入賞者



２・３年男子１５００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  4:08.93 2509 寺田  向希(3) 立　川 立川五

2  4:14.70 4403 平井  璃空(3) 武村山 村山学園

3  4:19.05 2715 岸本  真輝(3) 三　鷹 三鷹中等

4  4:20.64 2909 浅川  京平(3) 府　中 府中五

5  4:25.14 2906 野口  幸聖(3) 府　中 府中三

6  4:25.58 3109 太田  直希(3) 調　布 調布五

7  4:26.35 3702 前田  隼人(3) 国分寺 国分寺一

8  4:26.48 2703 越前谷  洋武(2) 三　鷹 三鷹二

 4:27.19 3003 鳴澤  侑弥(3) 昭　島 清　泉

 4:27.28 2716 馬篭  遥大(3) 三　鷹 三鷹中等

 4:28.03 2717 石井  優佑(3) 三　鷹 明星学園

 4:28.46 2903 熊田  寛(2) 府　中 府中二

 4:28.67 2903 井戸下  風駕(3) 府　中 府中二

 4:28.76 3110 三浦  想太(3) 調　布 調布五

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  4:16.34 3509 岡部  州(3) 日　野 日野四

2  4:19.87 4805 朝川  秀祐(3) あきる野 あきる野西

3  4:20.39 2403 平尾  陸(3) 八王子 八王子二

4  4:21.32 2803 江澤  聖悟(3) 青　梅 青梅二

5  4:27.15 4811 角野  正登(3) あきる野 五日市

6  4:28.74 4806 松本  惺(2) あきる野 あきる野西

7  4:29.72 3235 保髙  連皇(3) 町　田 小山田

8  4:30.08 2435 大槻  海翔(3) 八王子 城　山

 4:30.09 2445 辻  昂介(3) 八王子 由　井

 4:30.25 2801 佐野  元輝(3) 青　梅 青梅一

 4:30.34 4609 三田  悠人(3) 稲　城 稲城五

標準記録

通信

４’３０”５０

+入賞者



共通男子１１０ｍH 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 15.13 0.2 2513 髙原  一希(3) 立　川 立川七

2 16.53 0.4 4909 小野  浬空(2) 東京陸協クラブ

3 17.55 0.4 2907 葛西  悠貴(2) 府　中 府中四

4 17.73 0.4 2507 畑  志謡(3) 立　川 立川四

5 20.09 0.4 3406 南條  瑠威(2) 小　平 小平三

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 15.55 1.1 4604 小椋  拓和(3) 稲　城 稲城二

2 16.04 1.0 2403 中村  友哉(3) 八王子 八王子二

3 16.08 -0.1 4807 荻原  遼平(3) あきる野 御　堂

4 16.49 0.1 3219 志村  武(3) 町　田 南大谷

5 16.70 1.0 3903 渡部  遥斗(2) 福　生 福生二

6 16.99 -0.1 2464 常世田  蓮(3) 八王子 宮　上

7 17.22 -0.1 2421 串田  健太郎(3) 八王子 横　山

8 18.03 -0.1 2448 竹野  温人(3) 八王子 打　越

18.75 0.1 3203 津島  彪冴(2) 町　田 町田二

18.90 0.3 2428 鈴木  遥斗(2) 八王子 椚　田

19.14 1.1 4501 三浦  なつみ(3) 多　摩 多　摩

19.29 1.1 2409 丸山  紺次郎(2) 八王子 八王子五

19.35 1.0 2817 平  陽翔(2) 青　梅 青梅新町

19.60 0.3 4703 小川  隆太(2) 羽　村 羽村二

19.61 0.1 2407 品田  大志(2) 八王子 八王子四

19.71 0.1 3235 瀬戸口  海里(3) 町　田 小山田

19.81 1.1 4811 田中  天(3) あきる野 五日市

20.35 0.1 2427 伊藤  理生(3) 八王子 椚　田

20.54 -0.1 2451 細川  凱生(2) 八王子 浅　川

20.62 0.1 4803 三浦  優希(2) あきる野 あきる野東

20.77 0.3 2435 石井  宗次郎(2) 八王子 城　山

21.14 0.3 3220 橋本  元気(3) 町　田 南大谷

21.24 -0.1 3506 堀内  脩司(2) 日　野 七　生

21.31 1.1 4516 谷澤  蓮真(2) 多　摩 落　合

２１秒３１まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名



１年男子走幅跳 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   5m03 -0.2 3315 渡邉  光(1) 小金井 武蔵野東

2   4m83 -0.3 2518 斎藤  道(1) 立　川 立川九

3   4m80 -0.4 3316 ヘラス  シュウジ(1) 小金井 武蔵野東

4   4m10 0.0 2517 中里  凌(1) 立　川 立川九

5   4m09 0.1 3103 山口  凌平(1) 調　布 神　代

6   3m84 -0.4 2503 赤川  隆斗(1) 立　川 立川二

7   3m84 0.2 4405 野田  翔太(1) 武村山 武蔵村山三

8   3m71 0.1 4208 中村  太一(1) 清　瀬 清瀬四

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   4m90 0.2 3901 中沢  太紀(1) 福　生 福生一

2   4m83 0.9 2463 三科  未来(1) 八王子 宮　上

3   4m72 0.7 2411 鶴田  眞司(1) 八王子 八王子六

4   4m66 0.6 2402 森  快喜(1) 八王子 八王子一

5   4m49 0.1 2408 小沢  優樹(1) 八王子 八王子四

6   4m45 1.3 4702 大場  治紀(1) 羽　村 羽村一

7   4m45 1.0 2495 荻田  貴大(1) 八王子 八王子学園

8   4m43 1.0 4808 酒井  蒼真(1) あきる野 御　堂

標準記録

通信

４ｍ５０

+入賞者



共通男子四種競技 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 得点 No 氏名 支部 所属

1 2865 3807 高橋  諒(3) 国　立 桐　朋

2 1943 2915 小笠原  大知(3) 府　中 府中八

3 1788 2507 熊田  大己(3) 立　川 立川四

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 2466 2403 福士  湊(3) 八王子 八王子二

2 2315 4603 古家  徳真(3) 稲　城 稲城二

3 2284 4604 小椋  拓和(3) 稲　城 稲城二

4 2099 3207 大熊  靖吾(3) 町　田 町田南

5 2056 3901 中沢  和樹(3) 福　生 福生一

6 2039 2445 大塚  洸明(3) 八王子 由　井

7 1979 2438 菊田  力輝(2) 八王子 恩　方

8 1958 2493 小倉  拓己(3) 八王子 南多摩

1877 3903 渡部  遥斗(2) 福　生 福生二

1727 2437 大藤  謙作(3) 八王子 恩　方

1726 2404 土屋  怜央(2) 八王子 八王子二

標準記録

通信

１７００点



１年女子１００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 13.21 -0.5 3711 大上  カレン(1) 国分寺 早稲田実業

2 13.33 1.1 3103 槇村  せいあ(1) 調　布 神　代

3 13.36 1.5 3705 佐藤  ひなの(1) 国分寺 国分寺三

4 13.51 1.4 2913 本多  紗季(1) 府　中 府中七

5 13.65 1.1 3105 山口  采実(1) 調　布 調布三

6 13.66 1.4 2508 榎本  果歩(1) 立　川 立川四

7 13.96 -0.5 3601 京嶋  あすか(1) 東村山 東村山一

8 14.04 1.5 3106 山上  瑠奈(1) 調　布 調布三

14.10 1.1 2602 松谷  風呼(1) 武蔵野 武蔵野一

14.13 1.4 2906 清水  楓奈(1) 府　中 府中三

14.19 1.1 2507 平沼  愛彩(1) 立　川 立川四

14.21 1.5 2502 西条  明莉(1) 立　川 立川一

14.28 -0.2 4207 中嶋  彩(1) 清　瀬 清瀬四

14.34 -0.2 2608 大石  珠璃(1) 武蔵野 武蔵野四

14.44 1.4 2607 佐藤  琉羽奈(1) 武蔵野 武蔵野四

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 14.11 0.6 4701 山尾  美沙希(1) 羽　村 羽村一

2 14.24 1.3 4603 大谷  楓花(1) 稲　城 稲城二

3 14.31 1.5 2817 田中  音咲(1) 青　梅 青梅新町

4 14.33 0.6 2806 吉﨑  莉乃(1) 青　梅 青梅三

5 14.34 2.1 2808 堀口  美空(1) 青　梅 青梅西

6 14.44 1.2 2474 久保  和奏(1) 八王子 七　国

7 14.50 0.6 2818 鈴木  琴葉(1) 青　梅 青梅新町

8 14.50 0.6 2421 成田  優奈(1) 八王子 横　山

14.51 1.3 2465 村上  可帆(1) 八王子 別　所

１４秒５１まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

８名



３年女子１００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 12.99 1.7 3315 椎名  ひまり(3) 小金井 武蔵野東

2 13.16 2.0 3403 醍醐  未玖(3) 小　平 小平二

3 13.33 1.3 4907 谷合  愛可(3) 東京陸協クラブ

4 13.41 1.1 2607 大澤  日菜子(3) 武蔵野 武蔵野四

5 13.47 1.9 3109 井関  南(3) 調　布 調布五

6 13.54 1.7 3415 山田  玲菜(3) 小　平 花小金井南

7 13.55 0.6 2908 入江  有咲陽(3) 府　中 府中四

8 13.57 0.0 2507 河野  芽依(3) 立　川 立川四

13.58 1.5 3105 山上  沙羅(3) 調　布 調布三

13.60 1.9 2603 髙木  睦未(3) 武蔵野 武蔵野二

13.66 0.4 3106 嶋岡  蛍吏(3) 調　布 調布三

13.75 1.8 2511 三田  朋佳(3) 立　川 立川六

13.83 0.0 2915 野間  菜来(3) 府　中 府中八

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 12.72 1.7 2415 新奥  恵香(3) 八王子 ひよどり山

2 13.03 1.3 4612 松岡  志穏(3) 稲　城 稲城六

3 13.13 1.3 4516 村田  明里(3) 多　摩 落　合

4 13.18 1.8 2427 鷹箸  美桜(3) 八王子 椚　田

5 13.23 0.1 2412 矢後  茜音(3) 八王子 八王子六

6 13.31 0.5 3237 高崎  結衣(3) 町　田 金　井

7 13.35 0.2 2813 足立  菜々香(3) 青　梅 霞　台

8 13.38 0.1 4805 髙橋  愛心(3) あきる野 あきる野西

13.54 0.1 4611 大谷  未来(3) 稲　城 稲城六

13.58 1.4 3505 花枝  爽(3) 日　野 七　生

13.64 0.9 4804 西本  真琴(3) あきる野 あきる野東

13.66 0.5 2405 金子  未奈(3) 八王子 いずみの森

13.68 1.3 4803 岸峯  美涼(3) あきる野 あきる野東

13.69 0.9 2401 三橋  ﾅｱｼﾞｬ桃(3) 八王子 八王子一

13.69 -0.8 2465 相馬  悠花(3) 八王子 別　所

13.70 1.4 3239 益山  果歩(3) 町　田 小　山

13.70 -0.8 2817 沼田  愛梨(3) 青　梅 青梅新町

13.76 0.2 3501 水谷  瑛茉(3) 日　野 日野一

13.77 1.7 3903 輿石  千夏(3) 福　生 福生二

１３秒８３まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名



１年女子８００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  2:34.36 2923 大木  心夏(1) 府　中 明星中学

2  2:42.65 2507 関根  江里(1) 立　川 立川四

3  2:43.94 2607 栗原  歌(1) 武蔵野 武蔵野四

4  2:47.70 2905 加藤  葉月(1) 府　中 府中三

5  2:49.01 3407 徳丸  愛里(1) 小　平 小平四

6  2:49.40 4409 五十嵐  優陽(1) 武村山 武蔵村山五

7  2:50.40 2906 黒川  穂華(1) 府　中 府中三

8  2:53.25 4101 内山  あゆ美(1) 東大和 東大和一

多摩西部

1  2:33.20 4513 松田  悠楽(1) 多　摩 多摩永山

2  2:36.75 2817 石川  理央(1) 青　梅 青梅新町

3  2:40.14 2445 伊藤  菜都(1) 八王子 由　井

4  2:40.18 3513 浅倉  和奏(1) 日　野 大坂上

5  2:42.54 4602 金子  理子(1) 稲　城 稲城一

6  2:43.26 2437 和智  幸来(1) 八王子 恩　方

7  2:44.14 3514 鈴木  うらら(1) 日　野 大坂上

8  2:48.00 3245 田邉  菜々(1) 町　田 玉川学園

 2:50.45 3504 久田  心羽(1) 日　野 日野二

 2:51.08 3503 中西  陽奈子(1) 日　野 日野二

 2:51.69 3239 見付  桜華(1) 町　田 小　山

 2:51.77 4603 松田  彩虹(1) 稲　城 稲城二

 2:51.98 3902 河村  こころ(1) 福　生 福生一

 2:53.00 2818 樋口  凛(1) 青　梅 青梅新町

 2:53.64 2467 梶原  陽子(1) 八王子 上柚木

 2:54.27 4511 佐藤  樹(1) 多　摩 鶴　牧

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

８名

２分５４秒２７まで



２・３年女子８００ｍ 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  2:19.52 2511 鈴木  結衣(2) 立　川 立川六

2  2:27.06 3005 徳竹  陽乃(2) 昭　島 拝　島

3  2:30.29 4913 宇野  木花(2) 東京陸協クラブ

4  2:30.88 2607 柴田  果音(3) 武蔵野 武蔵野四

5  2:31.56 4313 横山  美萌(3) 東久留 東久留米中央

6  2:32.22 2717 荒井  万悠(3) 三　鷹 明星学園

7  2:33.36 3407 青木  夏蓮(3) 小　平 小平四

8  2:33.96 4403 本間  留衣(3) 武村山 村山学園

 2:35.03 4107 太田  結菜(2) 東京陸協クラブ

 2:36.02 2603 山本  ゆり子(3) 武蔵野 武蔵野二

 2:37.34 3006 西村  友里(2) 昭　島 拝　島

 2:38.81 4004 物部  杏月(2) 狛　江 狛江二

 2:39.65 3102 田中  優衣(3) 調　布 調　布

 2:39.77 2907 山本  小暖(3) 府　中 府中四

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  2:25.92 4604 松尾  茄南(2) 稲　城 稲城二

2  2:26.37 2459 石井  優羽(3) 八王子 中　山

3  2:27.98 4609 永池  佑梨(3) 稲　城 稲城五

4  2:28.51 4811 東  希美(2) あきる野 五日市

5  2:28.74 4701 熊倉  花萌(2) 羽　村 羽村一

6  2:32.81 3207 井上  千桜乃(3) 町　田 町田南

7  2:33.96 3514 大畑  晴菜(2) 日　野 大坂上

8  2:34.39 3513 山田  莉友(3) 日　野 大坂上

 2:34.52 3239 佐野  綾音(3) 町　田 小　山

 2:34.74 5002 茂木  見純(3) 西多摩 瑞　穂

 2:34.94 2495 中村  桜雪(2) 八王子 八王子学園

 2:35.11 3201 上田  美海(2) 町　田 町田一

 2:35.27 3243 岩澤  瑞華(3) 町　田 日大三

 2:35.63 3502 小澤  実來(2) 日　野 日野一

 2:36.50 4812 野治  心愛(2) あきる野 五日市

 2:38.78 2436 三輪  栞果(2) 八王子 城　山

 2:39.32 3245 久保田  千恵子(3) 町　田 玉川学園

 2:39.45 3505 鈴木  明希(3) 日　野 七　生

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名

２分３９秒７７まで



共通女子１００ｍH 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 15.16 1.2 3403 醍醐  未玖(3) 小　平 小平二

2 15.51 1.4 3105 山上  沙羅(3) 調　布 調布三

3 15.63 1.4 3103 槇村  せいあ(1) 調　布 神　代

4 15.99 0.3 2911 来山  柚子(3) 府　中 府中六

5 16.86 1.4 2920 髙橋  怜美(1) 府　中 府中十

6 16.91 1.2 2917 中河  愛海(2) 府　中 府中九

7 17.04 1.4 3622 辻  紫那(2) 東村山 日体大桜華

8 17.48 1.4 3316 村松  瑠奈(2) 小金井 武蔵野東

17.89 1.4 3602 古川  香凛(3) 東村山 東村山一

18.74 0.3 2608 玉置  小桜(3) 武蔵野 武蔵野四

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 15.36 -0.6 4605 仮屋  愛優(2) 稲　城 稲城三

2 15.85 0.7 4803 井出  日和(3) あきる野 あきる野東

3 16.34 0.7 2805 出口  結子(2) 青　梅 青梅三

4 16.75 -0.2 4603 石井  希果(3) 稲　城 稲城二

5 16.76 -0.2 4516 村田  明里(3) 多　摩 落　合

6 16.88 0.7 2427 金子  千紘(2) 八王子 椚　田

7 17.05 0.7 2405 金子  未奈(3) 八王子 いずみの森

8 17.12 -0.1 4805 宮田  夢々楓(2) あきる野 あきる野西

17.23 0.5 4703 小池  恵生(2) 羽　村 羽村二

17.29 0.5 2407 矢野  みなみ(3) 八王子 八王子四

17.64 0.2 2437 渡邉  樹莉翔(3) 八王子 恩　方

17.68 -0.6 4811 小池  陽菜(3) あきる野 五日市

17.79 0.7 2493 川村  遥香(2) 八王子 南多摩

17.94 0.5 2463 大山  菜摘(3) 八王子 宮　上

17.97 -0.2 4804 酒井  夢歩(3) あきる野 あきる野東

18.13 0.7 4806 原本  梨花(2) あきる野 あきる野西

18.67 0.2 3215 永嶋  千咲(3) 町　田 堺

18.72 -0.1 3213 佐々木  杏(3) 町　田 忠　生

18.76 -0.1 2422 黒田  ありあ(3) 八王子 横　山

18.83 0.2 2408 加藤  綾乃(3) 八王子 八王子四

18.97 0.7 2807 増田  陽菜(2) 青　梅 青梅西

19.16 0.7 4812 清水  優那(3) あきる野 五日市

１９秒１６まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名



１年女子走幅跳 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   4m67 1.1 2920 髙橋  怜美(1) 府　中 府中十

2   4m28 1.5 3705 佐藤  ひなの(1) 国分寺 国分寺三

3   4m16 2.3 2911 石川  莉亜(1) 府　中 府中六

4   4m10 1.0 2504 喜多  恵理奈(1) 立　川 立川二

5   3m97 0.8 3315 石井  優陽(1) 小金井 武蔵野東

6   3m65 0.5 3316 吉田  奏(1) 小金井 武蔵野東

7   3m59 1.7 2912 堀  香凜(1) 府　中 府中六

8   3m51 1.3 4302 菅野  由宇(1) 東久留 久留米

多摩西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   4m36 1.0 4807 近藤  亜香里(1) あきる野 御　堂

2   4m17 0.5 2401 鈴木  陽向(1) 八王子 八王子一

3   4m17 2.1 2407 井上  可蓮(1) 八王子 八王子四

4   3m94 1.4 2463 伊藤  愛恵(1) 八王子 宮　上

5   3m92 1.5 4701 山尾  美沙希(1) 羽　村 羽村一

6   3m92 1.5 2496 細屋  さくら(1) 八王子 八王子学園

7   3m92 2.1 2469 堀江  奈央(1) 八王子 松　木

8   3m91 1.9 2464 河津  郁花(1) 八王子 宮　上

標準記録

通信

４ｍ１０

+入賞者



共通女子四種競技 通信大会標準記録突破者

多摩東部

順位 得点 No 氏名 支部 所属

1 2334 3106 明石  侑奈(2) 調　布 調布三

2 2105 2911 来山  柚子(3) 府　中 府中六

3 2002 2905 松本  かさね(3) 府　中 府中三

多摩西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 3059 4807 下元  香凜(3) あきる野 御　堂

2 2567 2411 森崎  優希(3) 八王子 八王子六

3 2320 2404 宮澤  美桜(2) 八王子 八王子二

4 2219 2428 手島  花奈(2) 八王子 椚　田

5 2191 2403 篠﨑  愛里(3) 八王子 八王子二

6 2160 2803 滝沢  彩佳(3) 青　梅 青梅二

7 2069 2451 平井  ゆら(3) 八王子 浅　川

8 1942 4505 小田  菜々海(3) 多　摩 多摩和田

標準記録

通信

１９００点
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