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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 9/16 木村  颯太(高3) 10.78/+1.4

明星学園高

渡辺  隼斗(高2) 10.81/+1.4

都板橋高

江上  開星(高1) 11.11/+1.5

明星学園高

前田  峻佑 11.13/+1.4

高崎経済大

登坂  聡介 11.17/+2.0

東京陸協

田中  潤 11.28/+2.6

東京陸協

佐々木  相人(高1) 11.29/+2.0

日本工大駒場高

川島  拓人(高1) 11.33/-0.2

日本工大駒場高

２００ｍ 9/16 佐々木  桜輝(高3) 21.61/+1.0

日本工大駒場高

渡辺  隼斗(高2) 21.97/+1.0

都板橋高

篠崎  学(高3) 22.02/+1.0

明星学園高

豊田  兼(高2) 22.17/+1.1

桐朋高

吉井  悠真 22.66/+2.6

ＪＡＷＳ

登坂  聡介 22.70/+1.0

東京陸協

福榮  良(高2) 22.71/+2.6

國學院高

田中  潤 23.02/+0.3

東京陸協

４００ｍ 9/16 木村  颯太(高3) 49.01

明星学園高

谷  修一 49.29

川崎北TC

塩野  湧大(高1) 51.02

日本工大駒場高

土岐  建介 51.43

東京陸協

中島  叶雅(中3) 51.54

寺尾中

伊野  佑輝(高1) 52.46

日本工大駒場高

倉本  翼 52.59

one's

佐藤  息吹(高1) 52.90

都板橋高

１５００ｍ 9/16 篠森  洋祐  4:11.66

江戸川区陸協

木村  雄哉  4:14.05

PERSOL

川原  慧也(高2)  4:14.27

駒場東邦高

木内  博之  4:14.63

JTF

所  優希(高2)  4:14.98

國學院高

石川  翔輝  4:19.43

日野市陸協

藤本  博也  4:21.56

東京陸協

吉野  史峻(高1)  4:22.49

高輪高

１１０ｍＨ

(1.067m)

9/16 上松  利弘 15.96/+0.4

東京陸協

三城  暁(高1) 16.52/+0.4

日本工大駒場高

数金  大(高1) 17.45/+0.8

日本工大駒場高

森重  琉聖(高1) 17.91/+0.8

日本工大駒場高

江嶋  理(高2) 21.11/+0.8

國學院高

男子

１１０ｍＨ

(0.914m)

9/16 ﾍﾞｲﾄﾏﾝ  礼門(中2) 16.50/+0.7

調布三中

澤  琉聖(中1) 21.01/+0.7

寺尾中

宮川  嵩梓(中1) 22.55/+0.7

桜修館中等

男子中
学

４×１００ｍ 9/16 高崎経済大 42.51

石井  浩哉

前田  峻佑

及川  大樹

福田  大希

都城東高 43.16

岩井  佑太郎(高1)

毛利  ｼﾌﾞﾗｰｽﾞ(高2)

福原  康太(高2)

長谷川  大(高2)

日本工大駒場高 43.59

出口  弦輝(高2)

川島  拓人(高1)

久保田  尚哉(高1)

佐々木  相人(高1)

JTF A 43.80

池田  恒太

立脇  慧一

岩橋  直紀

高木  俊次

國學院高A 44.02

齋藤  匠(高2)

小島  直也(高2)

高橋  映人(高2)

福榮  良(高2)

都板橋高 44.04

白濱  稔也(高1)

渡辺  隼斗(高2)

佐藤  息吹(高1)

高橋  怜央(高1)

暁星高A 44.04

甲田  貴大(高2)

池田  佳祐(高1)

多嶋  幸輝(高1)

吉川  穣司(高2)

JTF B 44.32

三上  達也

栗原  彩斗

佐藤  直樹

高橋  諒

走高跳 9/16 加藤　舜 2m03

XSPO

村山  太郎(高3) 1m90

学習院高

松鵜　竜次郎 1m85

XSPO

稲田  翔太(高2) 1m80

日本工大駒場高

斎藤  碧人(高1) 1m80

都板橋高

綿野  晃生(高1) 1m75

日本工大駒場高

指田  真宏(高3) 桐朋高 1m70

秋山  智哉(高2) 桐朋高

男子

走高跳 9/16 佐藤  虹太郎(中3) 1m75

石神井西中

鮎川  大輝(中2) 1m65

調布三中

中澤  優(中2) 1m65

駒沢中

柳田  俊(中2) 1m65

桐朋中

髙田  武(中3) 1m60

代々木中

萩原  大知(中2) 1m60

駒沢中

橋口  周平(中3) 1m55

代々木中

神代  悠作(中3) 1m50

桐朋中

男子中
学

走幅跳 9/16 須田  隼人   7m26/+2.8

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

相川  雅己   6m78/+2.2

埼玉陸協

片桐  秀太(高3)   6m75/+1.8

日本工大駒場高

飯島  篤史   6m64/+1.7

千葉大クラブ

永峯  笙   6m51/+0.8

東洋大二部

黒須  優樹   6m38/+1.5

東洋大二部

大久保  六斉(高1)   6m26/+1.6

日本工大駒場高

白濱  稔也(高1)   6m24/+2.2

都板橋高

男子

走幅跳 9/16 佐藤  匠真(中3)   6m42/+1.2

石神井西中

前田  修吾(中3)   5m96/+3.5

谷原中

菊地  貴大(中3)   5m73/+1.0

寺尾中

下川  永峰(中3)   5m72/+2.1

代々木中

神津  弘輝(中2)   5m58/+0.4

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

武田  知己(中2)   5m42/+0.5

東京陸協

川村  夢斗(中2)   5m40/+1.8

石神井中

鳥谷部  彪雅(中3)   5m36/+3.2

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

男子中
学

砲丸投

(7.260kg)

9/16 細川  健二  11m67

日野市陸協

小澤  清貴  10m89

D.i.P

斎藤  太一  10m48

one's

浅田  悠登   9m30

中央工学校

永盛  雄太   8m39

SRC

砲丸投

(6.000kg)

9/16 都筑  聖勝(高2)  10m54

國學院高

安倍  颯人(高2)  10m27

都八王子桑志高

川合  悠斗(高2)   9m39

攻玉社高

来生  大佑(高2)   8m95

桐朋高

安井  優太(高1)   8m55

東工大附高

小林  快翔(高1)   8m39

立正高

榎本  和希(高2)   8m08

都八王子桑志高

阿部  慎二郎(高1)   7m86

國學院高

砲丸投

(5.000kg)

9/16 岡本  陽資(中3)  11m16

駒場東邦中

守屋  大輝(中3)  10m11

慶應普通部中

松本  蒔人(中1)   7m68

用賀AC

鈴木  裕季(中3)   7m08

足立十三中

大河原  颯(中2)   6m90

千歳中

齋藤  颯空(中1)   5m67

寺尾中

男子

１００ｍ 9/16 伊藤  すずほ(高3) 12.33/+0.3

日本工大駒場高

澤田  優蘭 12.47/+0.3

マッシュ

濟藤  未夢 12.66/+0.3

ハピネスAC

村松  沙羅(高1) 12.77/+2.7

日本工大駒場高

冨田  梨央(高2) 12.80/+0.3

日大豊山女高

川﨑  啓子(中2) 12.88/+2.7

石神井西中

新巻  美樹(高1) 12.98/+1.7

國學院高

古賀  葵(高1) 12.98/+2.7

日本工大駒場高

２００ｍ 9/16 ﾊｯｻﾝ　ﾅﾜｰﾙ(中3) 24.47/+0.0

みちるAC

澤田  優蘭 26.04/+1.0

マッシュ

上田  彩月(中3) 26.72/+0.0

石神井西中

一樂  りさ子(高2) 26.76/+1.0

國學院高

ﾛｽ  瑚花ｱﾃﾞｨｱ(中2) 26.96/+1.0

駒沢中

遠藤  咲良(高2) 27.70/+0.0

都板橋高

吉武  怜美 28.02/+0.0

JTF

四元  里穂(高2) 28.15/+1.3

日大豊山女高

４００ｍ 9/16 中澤  郁香 58.78

東京陸協

金子  葵(中3)  1:00.68

寺尾中

阿比留  まい(中3)  1:02.15

代々木中

ﾇﾜｴﾒ  ｸﾞﾚｰｽ(中1)  1:02.87

A.F.T.C.

遠藤  咲良(高2)  1:03.23

都板橋高

岩佐  愛華(高2)  1:04.32

都板橋高

中村  萌寧(高2)  1:06.02

國學院高

今西  美友(高2)  1:08.19

豊島学院高

１５００ｍ 9/16 倉田  愛実(中3)  4:54.15

豊田中

杉本  桃香(中2)  5:01.18

豊田中

大川  心愛(中2)  5:02.06

國學久我山中

青木  万莉奈(高2)  5:06.70

國學院高

國分  小夏(中2)  5:10.38

豊田中

春原  日菜子(高1)  5:10.98

國學院高

藤田  恋(中2)  5:12.50

日大豊山女中

長久保  りな(中3)  5:14.69

寺尾中

１００ｍＨ

(0.838m)

9/16 濟藤  未夢 14.30/+0.2

ハピネスAC

本山  新菜(高1) 17.26/+0.2

都八王子東高

萩谷  萌梨(高2) 18.47/+0.2

都世田谷総合高

笠原  楓二子(高1) 18.71/+1.6

日本工大駒場高

黒沢  莉央(高1) 20.24/+1.6

國學院高

酒井  月乃(高1) 20.73/+0.2

都八王子桑志高

大内  紅葉(高1) 21.11/+1.6

國學院高

女子

１００ｍＨ

(0.762m)

9/16 橋本  若奈(中3) 15.28/+0.5

大泉学園中

田中  美優(中1) 15.74/+0.5

渋谷本町学園中

山上  沙羅(中2) 15.85/+0.5

調布三中

府川  凪沙(中2) 16.21/+0.7

豊田中

横瀬  姫由(中1) 16.22/+0.5

ハピネスAC

和田  章乃(中3) 16.89/+0.7

代々木中

大庭  凜心加(中1) 17.40/+0.5

ハピネスAC

渋井  陽花(中3) 17.46/+0.7

桜修館中等

女子中
学

４×１００ｍ 9/16 日本工大駒場高 49.60

古賀  葵(高1)

泉田  陽菜(高2)

村松  沙羅(高1)

飯田  光咲(高1)

國學院高A 50.49

大内  紅葉(高1)

一樂  りさ子(高2)

新巻  美樹(高1)

中島  梨々香(高1)

都城東高 51.50

下平  美希(高2)

助川  嘉音(高2)

橋本  碧(高1)

柴崎  千夏(高2)

寺尾中 51.62

太田  愛菜(中3)

長島  彩尚(中2)

古舘  美結(中3)

鶴田  桃果(中2)

ハピネスAC 52.07

芳賀  遥

濟藤  未夢

横瀬  姫由(中1)

大庭  凜心加(中1)

日大豊山女高 52.27

四元  里穂(高2)

冨田  梨央(高2)

横瀬  美琴(高2)

飯田  颯希(高1)

石神井西中B 52.69

三浦  ﾘｵ(中2)

宮川  琴音(中2)

宮本  美桜(中2)

川﨑  啓子(中2)

桜修館中等 53.71

新里  桃子(中3)

早川  結(中3)

福井  里菜(中3)

岡野  桜椋(中3)

走高跳 9/16 川田  愛音(高1) 1m53

東工大附高

柿崎  美涼(高1) 1m45

日本工大駒場高

山﨑  陽菜(高1) 1m40

日大豊山女高

女子

走高跳 9/16 八木下  詩南(中3) 1m50

寺尾中

箕輪  天音(中3) 1m40

代々木中

山本  伊織(中2) 1m40

調布三中

長峯  凛赤(中2) 1m35

代々木中

小宮  佳歩(中2) 1m35

駒沢中

府川  凪沙(中2) 1m35

豊田中

無盡  希央(中2) 1m30

寺尾中

岡野  桜椋(中3) 桜修館中等1m30

安江  風香(中3) 石神井中

女子中
学

走幅跳 9/16 笠原  楓二子(高1)   5m17/+0.3

日本工大駒場高

新井  葉波(高2)   5m09/+2.0

日本工大駒場高

黒須  可奈美(高1)   4m99/+2.1

日本工大駒場高

中村  萌寧(高2)   4m81/+0.7

國學院高

藤堂  雅(高1)   4m69/+0.2

國學院高

谷口  愛美   2m80/+0.7

one's

女子

走幅跳 9/16 瀬賀　風花(中3）   5m15/+0.3

小金北中

宮川  琴音(中2)   5m07/+1.6

石神井西中

荻原  朱乃(中2)   5m03/-0.3

目黒中央中

棚部  さわ(中2)   5m01/+2.6

東京陸協

永森  さき(中2)   4m86/+2.7

寺尾中

宮原  紫乃(中1)   4m82/-0.1

慶應中

早川  結(中3)   4m81/+1.6

桜修館中等

川田  あや(中3)   4m54/+2.2

石神井中

女子中
学

砲丸投

(4.000kg)

9/16 茂山  千尋  14m00

国士館クラブ

反町  咲希(高2)  10m38

日本工大駒場高

和知  楓(高1)   9m83

日本工大駒場高

矢向  花菜   9m36

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

青木  ちひろ(高2)   8m86

都豊多摩高

村野  朋代(高1)   8m59

星美学園高

堀田  那都美(高3)   7m83

都立川ろう高

黒沢  莉央(高1)   6m70

國學院高

砲丸投

(2.721kg)

9/16 濱名  亜也(中2)  10m87

調布三中

飯野  七色花(中2)   9m60

赤塚一中

木村  有貴(中2)   9m22

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

内野  千聖(中2)   8m28

駒沢中

本多  麦(中3)   8m21

代々木中

久保下  愛子(中3)   8m09

赤塚一中

金子  絢美(中1)   7m36

調布三中

舛谷  有紗(中2)   7m05

赤塚一中

女子


