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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 6/20 早瀬  舜(5) 13.71/-0.3

ﾌｫﾙﾃ世田谷

ﾍﾞｽﾞﾛﾄﾞﾉﾌ  耀央(5) 14.08/-0.3

東京陸協

鎌田  浩輔(5) 14.27/-0.3

千住ジュニア

厨川  十羽(5) 14.51/-0.3

ｺﾞｰﾜｲﾙﾄﾞ

左近  耀太郎(5) 14.57/-0.3

FFTC

中村  弘輝(5) 14.71/-0.3

東京陸協

鎌田  健矢(5) 14.76/-0.3

ﾌｫﾙﾃ世田谷

戸塚  陵太(5) 14.86/-0.3

ﾌｫﾙﾃ世田谷

男子５
年

１００ｍ 6/20 横江  豪(6) 12.94/-0.4

BESTSPORTS

時津  響(6) 12.95/-0.4

新宿ＡＣ

堀井  徳仁(6) 13.05/-0.4

SLRC

川崎  翔吾(6) 13.56/-0.4

ＫＭＣ陸上ク

三宅  将太(6) 13.65/-0.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

松崎  来門(6) 13.74/-0.4

ペンタスAC

伊藤  遼二郎(6) 13.87/-0.4

ゆめおりAC

鎌田  夏(6) 13.95/-0.4

ＫＭＣ陸上ク

男子６
年

８００ｍ 6/20 伊藤  洋輝(5)  2:21.36

清新JAC

多比良  京弥(6)  2:23.52

千住ジュニア

宮永  陽太(6)  2:24.09

東京ドリーム

樋口  隼(6)  2:24.16

東京陸協

江上  泰正(6)  2:26.11

城北AC

日比野  穣(6)  2:26.98

アカデミーJr

豊里  壮矢(5)  2:27.84

東京ドリーム

加藤  悠真(6)  2:27.87

千住ジュニア

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(HJ-2回/0点R)

80mH-走高跳

6/20 岩本  然(6)  2226

ＫＭＣ陸上ク

12.31/+0.7-1m26

小笠原  結大(6)  2029

ゆめおりAC

13.46/+0.7-1m26

前澤  樹希(5)  1832

ＫＭＣ陸上ク

14.21/+1.7-1m20

宮入  令穏(6)  1829

府中ＡＣ

14.43/+0.7-1m23

市  佳佑(6)  1777

府中ＡＣ

14.73/+1.7-1m23

粟津  琥士郎(5)  1772

バディ陸上

14.56/+1.7-1m20

大和田  諒太朗(6)  1696

府中ＡＣ

15.41/+0.7-1m26

亀倉  諒(6)  1518

府中ＡＣ

15.71/+1.7-1m15

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(0点ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/20 飯塚  蒼士(6)  1958

*C1 *C2玉川学園小

4m40/+2.7-43m95

公認最高 1877点 走幅跳 4m11/+1.9(924)

田中  汰知(6)  1736

ゆめおりAC

4m11/+1.6-37m02

安波  慎二(5)  1726

ゆめおりAC

3m74/+1.3-41m60

大場  純太(6)  1719

東京ドリーム

3m86/+1.6-39m61

松尾  綴(6)  1704

*C1 *C3ゆめおりAC

4m06/+2.1-36m14

公認最高 794点 走幅跳 NM 

櫻井  凜空(6)  1696

MJアスリーツ

3m92/+1.9-37m65

関  悠生(6)  1694

東京ドリーム

3m58/-0.1-42m24

中村  翔る(6)  1673

板橋AC

3m86/+0.8-37m35

男子５
・６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞC

(独自)

60m-走幅跳

6/20 加藤  嵩都(4)  1657

ゆめおりAC

9.15/-0.3-3m72/+2.1

堀籠  優成(3)  1617

ゆめおりAC

8.99/+0.8-3m40/-0.8

新村  鳳麿(4)  1596

R-キッズ

9.13/+3.2-3m48/+0.6

加藤  瑛斗(4)  1566

ﾌｫﾙﾃ江東

9.36/-0.5-3m63/-0.4

田野  煌大(4)  1563

東京陸協

9.35/+1.7-3m61/ 0.0

峯川  裕太(4)  1547

R-キッズ

9.09/+1.9-3m26/-1.2

伊勢崎  夢人(4)  1543

BESTSPORTS

9.26/+0.4-3m44/+0.4

日向  泰聖(4)  1498

日野JAC

9.22/+0.8-3m23/-0.9

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞD

(独自)

ｼﾞｬﾍﾞ-60mH

6/20 江藤  航晟(4)  1431

BESTSPORTS

28m82-11.70/+1.8

三木  治人(4)  1314

ファンアンドラン

22m36-11.57/+1.6

大西  凌駆(4)  1293

ゆめおりAC

21m53-11.61/+1.6

新納  吾蓮(4)  1253

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

26m34-12.86/+1.6

林  勇吹(3)  1240

東京ドリーム

25m57-12.83/+1.6

小口  大翔(4)  1219

清新JAC

16m94-11.43/+0.1

白井  堅祥(4)  1205

東京KC

22m56-12.59/+0.1

杉田  晴哉(4)  1194

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

24m83-13.11/+1.8

男子３
・４年

１００ｍ 6/20 関  奈ﾀ莉(5) 14.02/+0.7

A.F.T.C.

沼田  志都(5) 14.18/+0.7

ﾌｫﾙﾃ渋谷

松井  杏莉(5) 14.40/+0.7

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

根本  梨咲(5) 14.62/+0.7

ゆめおりAC

藤田  凛音(5) 14.81/+0.7

ゆめおりAC

宇田川  雅央(5) 14.89/+0.7

湾岸TC

新坂  空亜(5) 15.04/+0.7

日野JAC

山本  七海(5) 15.34/+0.7

ﾌｫﾙﾃ世田谷

女子５
年

１００ｍ 6/20 田中  里音(6) 13.70/-0.4

ＫＭＣ陸上ク

木場  羽菜(6) 14.01/-0.4

JointFlow

堀越  さつき(6) 14.02/-0.4

板橋AC

河田  天(6) 14.30/-0.4

ゆめおりAC

佐藤  百(6) 14.32/-0.4

ﾌｫﾙﾃ渋谷

難波  悠子(6) 14.44/-0.4

ＫＭＣ陸上ク

太田  楓生(6) 14.48/-0.4

SLRC

山内  うた(6) 14.75/-0.4

ゆめおりAC

女子６
年

８００ｍ 6/20 柿沼  日恋(6)  2:24.89

清新JAC

小林  彩音(6)  2:31.82

清新JAC

三木  かのん(6)  2:33.20

KJR・L

長  優里花(6)  2:34.66

千住ジュニア

渡邉  沙紀(5)  2:36.97

チーム柴又

小田島  寛奈(5)  2:36.98

千住ジュニア

冨田  理乃(5)  2:38.80

千住ジュニア

渡辺  葉凪(6)  2:38.93

清新JAC

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(HJ-2回/0点R)

80mH-走高跳

6/20 内山  ｿﾆｱ(6)  2232

*C1ゆめおりAC

13.08/+3.3-1m38

東山  幸穂(6)  2072

*C1ＫＭＣ陸上ク

13.21/+2.1-1m26

奥村  柚香(6)  1946

SEIV

13.74/+0.4-1m23

瀧口  絢芽(6)  1849

*C1府中ＡＣ

14.31/+2.1-1m23

岡野  麻耶(6)  1844

ゆめおりAC

14.14/+0.4-1m20

飯島  三絢(6)  1813

*C1東京町田AC

15.13/+2.1-1m32

細萱  咲帆(6)  1790

東京陸協

14.12/+0.4-1m15

田中  柚南(5)  1774

清新JAC

14.55/+1.2-1m20

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(0点ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/20 佐藤  杷奈(6)  1826

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

4m45/ 0.0-36m78

平田  椛七(6)  1691

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

4m13/-0.2-34m52

平井  心(6)  1550

武蔵野東AC

3m53/-1.6-35m85

王  悠里(6)  1530

渋谷JRC

3m91/+1.0-29m65

東海林  柚茉(6)  1497

東京ドリーム

3m53/+1.3-33m22

柴田  愛理(5)  1459

ティガAC

3m74/-0.9-28m46

大庭  唯奈(6)  1450

J.VIC

4m04/+1.6-23m86

篠木  咲心(6)  1446

*C1 *C2あきる野KC

3m34/+2.7-33m35

公認最高 1404点 走幅跳 3m19/+1.1(666)

女子５
・６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞC

(独自)

60m-走幅跳

6/20 新井  凛生(4)  1714

ペンタスAC

8.79/+0.4-3m52/+1.1

若林  茜李(4)  1387

ゆめおりAC

9.82/-0.6-3m51/+0.6

大川  舞美(4)  1376

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

9.74/-0.7-3m38/+1.8

長谷川  美風(4)  1373

R-キッズ

9.74/-1.2-3m37/+0.3

山口  夏穂(4)  1366

ﾌｫﾙﾃ江東

9.51/-0.1-3m09/+0.2

加賀山  奈音(4)  1363

エムズ８１

9.55/-0.3-3m12/-1.0

藤原  圭希(4)  1298

港AC

9.80/+0.2-3m17/+0.7

石川  鈴(3)  1275

Vell

9.49/-0.1-2m74/+1.4

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞD

(独自)

ｼﾞｬﾍﾞ-60mH

6/20 横山  菜奈(4)  1262

ゆめおりAC

21m43-11.87/+0.4

田部井  蘭(4)  1242

バディ陸上

17m52-11.33/+0.3

松田  朱莉(4)  1180

ゆめおりAC

17m26-11.84/+0.4

小栁  らら(4)  1144

ファンアンドラン

16m48-12.03/+0.3

松田  紗也加(4)  1134

東京ドリーム

22m55-13.24/+0.4

大井  名佐(3)  1101

ファンアンドラン

16m27-12.38/-2.0

安川  亜智(4)  1067

SEIV

18m79-13.16/-1.6

柴垣  結愛(4)  1062

ゆめおりAC

14m09-12.33/+0.3

女子３
・４年

４×１００ｍ 6/20 ＫＭＣ陸上ク 52.66

川崎  翔吾(6)

東山  幸穂(6)

田中  里音(6)

岩本  然(6)

ゆめおりAC 53.49

ｼﾞｮｾﾌ  ﾆｺﾗｽ陸都(6)

内山  ｿﾆｱ(6)

河田  天(6)

伊藤  遼二郎(6)

SLRC 53.93

堀井  徳仁(6)

北村  皆登(6)

三井  理緒(6)

太田  楓生(6)

新宿ＡＣ 54.76

花形  風歌(6)

時津  響(6)

合頭  彩乃(6)

保坂  龍秀(6)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 55.17

小川  千紗(6)

三宅  将太(6)

水上  花蓮(5)

榛葉  孝紀(6)

いだてん 55.72

草間  寧々(5)

川瀬  佑磨(6)

中野  新太(6)

濵田  優音(6)

東京ドリーム 55.79

辻田  矩理(6)

東海林  柚茉(6)

和田  朋佳(6)

大場  純太(6)

ﾌｫﾙﾃ渋谷 57.46

沼田  志都(5)

佐藤  百(6)

荒川  丈(5)

妹尾  正唯(5)

男女小
学

凡例（*C3:走幅跳サードで公認最高/ *C2:走幅跳セカンドで公認最高/ *C1:追風参考(得点参考記録)）


