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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 9/22 武本  雄大 10.68/-0.6

東京・東京経済大

假屋  直幹 10.81/-0.6

大阪・大東文化大

竹内  璃生 10.85/-0.6

石川・大東文化大

師田  誠也 10.88/-0.1

群馬・大東文化大

中村  仁平(高3) 10.89/-0.6

東京・八王子高

大貫  健太 10.93/+0.3

東京・αランナーズ

大川  憲彦 10.97/-0.9

茨城・BTP

井上  昴 10.99/-0.6

東京・東京大

２００ｍ 9/22 寺内  智徳(高3) 21.91/-1.2

東京・明星学園高

岩政  亮汰 21.92/+0.1

神奈川・慶應義塾大

篠崎  学 21.98/+0.1

東京・大東文化大

藤木  健人 22.08/-1.2

神奈川・慶應義塾大

阿部  一輝 22.13/-1.2

神奈川・慶應義塾大

香取  直樹 22.26/-1.2

静岡・大東文化大

佐々木  桜輝 22.31/-1.2

東京・明海大

山本  浩平 22.32/+0.1

神奈川・神奈川陸協

４００ｍ 9/22 臼木  隼哉(高3) 48.68

東京・城西高

高木  大介 49.35

東京・東京経済大

田邊  駿汰 50.15

東京・東京陸協

遠藤  洸希 50.33

東京・駿河台大

山田  武志 50.41

東京・明海大

村山  和晃 50.41

東京・ADLER

碓井  涼 50.65

神奈川・レジェンズ

福元  陸王 51.22

東京・青学大

１５００ｍ 9/22 梅沢  龍輝  3:56.37

栃木・慶應義塾大

小林  慶哉  4:05.18

埼玉・彩tama

福元  翔輝  4:06.13

東京・東京陸協

佐川  元太  4:06.48

東京・WTAC

小礒  夏樹  4:09.22

東京・十条SC

御手洗  翼  4:11.14

埼玉・彩tama

澤田  安昌  4:14.33

神奈川・レジェンズ

篠森  洋祐  4:15.24

東京・江戸川区陸協

走高跳 9/22 義永  優樹 2m05

神奈川・慶應義塾大

浦山  和也 2m05

埼玉・駿大AC

小林  拓己 2m00

神奈川・Setech

稲田  翔太(高3) 東京・日本工大駒場高 2m00

及川  昂宏 東京・国士舘クラブ

平山  健一 1m95

東京・国士舘クラブ

佐藤  駿平 1m95

東京・大東文化大

先崎  航 1m90

千葉・STAC千葉

男子

走高跳 9/22 高橋  慶次(中3) 1m60

東京・石神井西中

岸田  耀(中3) 1m40

東京・石神井西中

中嶋  聖翔(中1) 1m25

東京・矢口中

男子中
学

走幅跳 9/22 坂井  公亮   7m17/-1.0

東京・東京経済大

作家  弥希   7m14/-1.2

千葉・駿河台大

松岡  晃輝   7m13/+0.3

東京・大東文化大

三上  直之   7m07/+1.6

東京・東京陸協

武田  翔太   6m89/ 0.0

神奈川・慶應義塾大

吉田  順哉(高3)   6m84/+2.2

東京・明星学園高

片桐  悠介   6m65/-0.3

埼玉・駿河台大

片桐  秀太   6m63/+1.1

東京・明海大

男子

走幅跳 9/22 神﨑  琥太郎(中2)   4m97/+0.7

東京・石神井西中

山口  海斗(中2)   4m86/-0.6

東京・石神井西中

鈴木  拓馬(中2)   4m73/-0.9

東京・三鷹一中

中尾  俐久(中2)   4m60/+0.1

東京・赤塚一中

森  絢ﾉ介(中2)   4m41/-0.2

東京・大泉学園中

渡邉  洸太朗(中3)   4m34/+0.7

東京・三鷹中等中

倉持  直輝(中2)   4m24/+0.7

東京・松濤中

谷上  悠大(中2)   3m88/+0.2

東京・南が丘中

男子中
学

砲丸投

(7.260kg)

9/22 栗本  恭宏  13m81

千葉・AccelTC

高野  涼  12m22

秋田・明海大

小坂  祐司  11m41

東京・東京消防庁

岡崎  飛翔   9m21

東京・慶大同好会

清水  紀彦   9m13

東京・東京陸協

砲丸投

(6.000kg)

9/22 井上  翼(高3)  13m73

東京・東京高

安井  優太(高2)  10m18

東京・東工大附高

小林  快翔(高2)   9m83

東京・立正大付属高

伊澤  悠仁(高2)   9m75

東京・立正大付属高

甲賀  可成(高2)   9m65

東京・都葛西南高

新貝  陽哉(高2)   8m90

東京・穎明館高

添田  悠耶(高1)   8m34

東京・都葛西南高

榎本  壮紘(高2)   8m29

東京・正則高

砲丸投

(5.000kg)

9/22 川瀬  輝大(中3)  11m22

東京・西早稲田中

松本  蒔人(中2)  10m19

東京・用賀陸上

池田  幸樹(中2)   9m24

東京・三鷹五中

右近  空夷(中2)   7m66

東京・矢口中

藤原  楓(中2)   7m15

東京・松濤中

伊藤  仁創(中1)   4m68

東京・新宿牛込二中

福田  蒼空(中1)   4m14

東京・新宿牛込二中

男子

１００ｍ 9/22 甲斐  好美 12.33/-0.5

千葉・千葉陸協

高橋  美悠 12.59/-0.5

東京・日本体育大

桑田  茉依(高3) 12.62/-0.5

東京・都足立高

園宮  璃子 12.72/-0.5

静岡・日本体育大

富永  萌花(高2) 12.73/-0.9

東京・都足立高

金丸  速香 12.74/-0.4

埼玉・駿大AC

磯谷  友里 12.74/-0.5

岐阜・日本体育大

間渕  桃奈 12.76/-0.5

東京・日本大学

２００ｍ 9/22 大川  寿美香(高2) 25.22/+0.2

東京・三田国際学園高

広沢  優美 25.66/+0.2

東京・日本体育大

平田  莉子 26.13/+0.2

長崎・日本体育大

今元  真奈花(高3) 26.18/+0.2

東京・八王子高

井口  和奏(高1) 26.89/-0.6

東京・日本工大駒場高

小野原  亜純 27.03/+0.2

福岡・日本体育大

中井  さとよ(中3) 27.75/-1.2

東京・三田国際学園中

南埜  はな 28.49/-1.2

東京・東京陸協

４００ｍ 9/22 幸村  穂野香 59.86

東京・日本体育大

野原  鈴(高2)  1:01.17

東京・駒大高

神田  陽向  1:01.98

神奈川・慶應義塾大

成澤  夢美(高2)  1:02.03

東京・駒大高

岩浅  優花  1:02.32

山梨・慶應義塾大

田村  恵美莉(中2)  1:02.98

東京・三田国際学園中

田嶋  沙和子  1:03.01

神奈川・慶應義塾大

西田  麻沙(高1)  1:03.40

東京・日本工大駒場高

１５００ｍ 9/22 今泉  日向花(高1)  4:36.83

東京・順天高

戸邉  美咲(高3)  4:42.38

東京・順天高

菅野  奈美(高1)  4:43.58

東京・順天高

野口  麻衣子(中2)  4:43.86

東京・出雲中

古屋  杏樹  4:44.53

埼玉・彩tama

鈴木  彩奈(高2)  4:44.69

東京・順天高

阪上  莉奈(高2)  4:47.83

東京・順天高

岩永  桜(高1)  4:50.10

東京・順天高

走高跳 9/22 細田  弥々(高3) 1m70

東京・東京高

兵郷  星名(高3) 1m65

東京・東京高

高橋  花織 1m55

埼玉・駿河台大

佐藤  明穂 1m55

神奈川・駿河台大

柿崎  美涼(高2) 1m50

東京・日本工大駒場高

児玉  朋香(高1) 東京・日本工大駒場高 1m40

庄司  茜里(高1) 東京・日大豊山女高

山﨑  陽菜(高2) 東京・日大豊山女高

女子

走高跳 9/22 宮田  絹江(中3) 1m45

東京・三田国際学園中

鈴木  杏咲美(中3) 1m40

東京・東大附属中

日置  茉緒(中3) 1m30

東京・三田国際学園中

相澤  優香(中2) 1m30

東京・赤塚一中

佐藤  柊花(中3) 1m25

東京・石神井西中

加藤  亜莉紗(中2) 1m20

東京・大泉中

杉浦  瑞菜(中2) 1m15

東京・大泉中

向井  禀(中2) 1m10

東京・大泉中

女子中
学

走幅跳 9/22 筆野  友里   5m67/+1.8

千葉・STAC千葉

岩屋  佑未奈   5m65/-0.4

神奈川・慶應義塾大

山﨑  麻央(高3)   5m46/+0.7

東京・八王子高

太田  彩美   5m05/+1.1

東京・昭和大学

高橋  史佳(高1)   4m78/+1.6

東京・武蔵野北高

安齊  理沙   4m43/+0.5

東京・i-Link

秋庭  里彩   4m22/+0.2

東京・ティガAC

西脇  葵(高2)   4m14/+0.2

東京・都葛西南高

女子

走幅跳 9/22 棚部  さわ(中3)   5m03/-0.8

東京・東大附属中

宮原  紫乃(中2)   4m99/+0.4

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

宮川  琴音(中3)   4m87/-0.4

東京・石神井西中

野嶋  優美(中2)   4m49/+0.5

東京・石神井西中

芹田  咲楽(中3)   4m47/-0.1

東京・三鷹中等中

窪田  ひろの(中2)   4m43/+2.2

東京・三田国際学園中

高橋  温(中2)   4m13/-0.1

東京・三田国際学園中

金子  まな(中2)   4m04/+0.7

東京・三田国際学園中

女子中
学

砲丸投

(4.000kg)

9/22 高橋  和奏(高3)  13m86

東京・東京高

和知  楓(高2)  10m41

東京・日本工大駒場高

星野  紗良(高1)   9m78

東京・三田国際学園高

反町  咲希(高3)   8m82

東京・日本工大駒場高

佐藤  令彩(高1)   8m42

東京・日本工大駒場高

勝川  茉矢(高2)   7m93

東京・明中八王子高

湯澤  栞里   7m91

秋田・明海大

堀田  那都美   7m90

東京・都立川ろう専

砲丸投

(2.721kg)

9/22 黛  香帆(中2)  11m02

東京・三田国際学園中

中島  里彩(中3)  10m23

東京・松濤中

相澤  好香(中2)   7m16

東京・赤塚一中

ｶﾞｰﾄﾞﾅ  ﾚｲﾁｪﾙ(中1)   6m42

東京・松濤中

神﨑  朔(中2)   6m27

東京・松濤中

滝澤  日菜子(中2)   6m18

東京・南が丘中

田中  雅子(中1)   5m28

東京・松濤中

女子


