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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 6/12 千田  杜真寿 10.55/+1.9

茨城・早稲田大

村田  愛武 10.71/+1.9

東京・國學院大

秀島  来 10.74/+1.9

千葉・早稲田大

五味  直也 10.74/+1.9

千葉・明大同

山口  直槻 10.84/+2.9

千葉・SKD

平野  智也 10.84/+1.9

静岡・早稲田大

大瀧  颯馬 10.86/+2.9

埼玉・UNITE

長澤  蒼馬 10.87/+1.9

京都・城西大

４００ｍ 6/12 竹内  彰基 48.32

愛知・早稲田大

村木  渉真 48.62

東京・早稲田大

石原  慎也 49.00

兵庫・早稲田大

佐々木  翼 49.57

茨城・城西大

眞々田  洸大 49.71

千葉・早稲田大

西村  龍偉 49.93

北海道・城西大

遠藤  太護 50.21

神奈川・國學院大

添田  勇翔(高3) 50.42

東京・都足立高

１５００ｍ 6/12 寺川  直央(高3)  4:01.33

東京・高輪高

枡本  裕真  4:05.22

埼玉・グロマン関東

辻  啓太  4:05.38

埼玉・立教大

福元  翔輝  4:05.91

東京・明星学園

佐川  元太  4:06.52

東京・G-TEC

村田  光  4:09.08

東京・Grlab関東

千田  徹  4:09.93

神奈川・KMTFC

小泉  惺(高2)  4:10.27

東京・都板橋高

１１０ｍＨ

(0.914m)

6/12 門田  拓磨(中2) 15.44/-0.3

東京・第二砂町中

菊地  康介(中3) 15.82/-0.3

東京・桜修館中等

小倉  歩(中3) 16.09/-0.3

東京・足立十三中

山下  新一郎(中3) 16.37/-0.3

東京・第二砂町中

湯本  貴文(中3) 16.74/-0.3

東京・高島一中

石川  梨音(中3) 16.76/-0.7

東京・牛込二中

吉田  和(中3) 18.04/-0.7

東京・光が丘三中

森部  海斗(中3) 18.48/-0.7

東京・光が丘三中

１１０ｍＨ

(0.991m)

6/12 志村  武(高2) 14.53/+1.9

東京・日本工大駒場高

小椋  拓和(高2) 14.60/+1.9

東京・日本工大駒場高

１１０ｍＨ

(1.067m)

6/12 中嶋  幸樹 14.84/+0.5

東京・東京陸協

三村  優貴 15.42/+2.4

埼玉・埼玉陸協

外山  樹 15.88/+0.5

神奈川・SAC

小山  裕成(高1) 16.30/+2.4

東京・都板橋高

４×１００ｍ 6/12 SPARK 42.15

玉造  廉

清宮  弘貴

梅田  佳成

尾形  勇樹

立教大 42.17

大西  唯人

田中  健太

清宮  英斗

梶山  翔平

明大同A 42.92

伊倉  貫太

関  龍之介

押切  響

渡邊  優

都足立高 43.72

石井  勝斗(高3)

伊藤  琉雲(高2)

佐々木  天翔(高2)

添田  勇翔(高3)

成城高A 43.78

小湊  脩葵(高2)

佐藤  壮輔(高2)

浅岡  雅人(高3)

齋藤  謙昇(高3)

都板橋高C 43.95

小山  裕成(高1)

奥西  秦雅(高1)

三浦  利矩(高1)

横山  悠太(高1)

久我山高B 43.97

寺田  直人(高1)

蓼沼  瑛史(高2)

石山  知貴(高2)

道祖土  玲(高3)

都豊多摩高 44.05

亀田  康平(高3)

宮﨑  航平(高3)

松本  昂大(高2)

木内  悠斗(高3)

走高跳 6/12 加藤  舜 2m00

東京・XSPO

石野  健人 2m00

東京・東海大

駒井  斗馬 1m97

京都・東海大

平山  健一 1m94

東京・国士舘クラブ

上野  誉(高2) 1m85

埼玉・朝霞高

亀島  周(中3) 1m55

東京・牛込二中

本田  裕人(中3) 1m50

東京・牛込二中

工藤  健太(高1) 1m45

埼玉・朝霞高

走幅跳 6/12 佐藤  虹太郎(高3)   6m75/+0.2

東京・都板橋高

古川  知征   6m56/+1.3

宮城・早稲田大

齋藤  祐暉   6m55/+0.7

神奈川・國學院大

江尻  憲太(高3)   6m35/-1.0

東京・都小山台高

高橋  良多   6m33/+0.7

埼玉・國學院大

伊倉  貫太   6m03/+0.0

神奈川・明大同

大山  立起(中3)   5m98/+1.6

東京・板橋一中

原  虎太朗(中2)   5m91/+1.7

東京・学大小金井

砲丸投

(7.260kg)

6/12 井原  諒   8m99

神奈川・68TAF

新倉  悠生   7m95

東京・サレジオ高専

砲丸投

(6.000kg)

6/12 佐藤  雄大(高2)  10m44

東京・東工大附高

添田  悠那(高3)   9m94

東京・都葛西南高

林田  悠希(高1)   9m28

東京・立正高

首藤  要(高3)   8m88

東京・成城高

大内　蓮斗   8m05

東京・立正高

中村  潮音(高2)   8m04

東京・立正高

山口  晴翔(高1)   7m98

東京・立正高

山形  教介(高1)   7m82

東京・立正高

砲丸投

(5.000kg)

6/12 村田  浩毅(中3)  11m00

東京・足立十三中

今  嵐太(中3)  10m69

東京・板橋一中

荒木  馨堯(中3)   9m99

東京・光が丘三中

菅家  琥太郎(中3)   9m59

神奈川・川崎生田中

鈴木  来季(中3)   8m76

神奈川・川崎生田中

柏崎  渉(中3)   8m68

東京・立石中

鈴木  涼太(中2)   8m55

東京・第二砂町中

小宅  諒(中2)   8m16

東京・駒場東邦中

男子

１００ｍ 6/12 鴻田  萌子 12.01/+2.4

東京・日女体大

伊藤  すずほ 12.01/+2.4

東京・日女体大

前田  夏歩(中3) 12.37/+2.4

東京・八潮学園中

間渕  桃奈 12.42/+2.4

東京・日本大

山口  幸乃 12.54/+2.4

東京・日女体大

樽木  千楓 12.59/+2.4

東京・日女体大

清水  玲那 12.62/+1.2

千葉・日本大

松田  冴(中3) 12.65/+1.2

東京・慶應中

４００ｍ 6/12 髙田  真菜 58.69

東京・早稲田大

竹内　心良 59.35

東京・中央大学

志田  裕菜 59.61

東京・日女体大

生田  桃子  1:00.01

愛知・早稲田大

徳永　倫加子  1:00.47

東京・中央大学

一兜  咲子(中2)  1:01.40

東京・大宮中

虻川  瑞希  1:01.58

東京・成蹊大

岩竹  彩加里(高2)  1:02.15

東京・日本工大駒場高

１５００ｍ 6/12 本橋  温那(中3)  4:54.42

東京・板橋一中

日暮  叶夢(高2)  4:58.93

東京・國學院高

木田  輝(高2)  5:02.01

東京・都石神井高

新井  璃子(中2)  5:05.08

東京・金町中

井口  陽菜(中2)  5:13.30

神奈川・川崎生田中

杉内  麗  5:15.78

神奈川・立教大

長  優里花(中1)  5:15.84

東京・千寿桜堤中

三上  千尋(高3)  5:23.12

東京・大東一高

１００ｍＨ

(0.762m)

6/12 鈴木  結衣(中3) 15.82/+1.2

東京・第二砂町中

森田  未柚(中3) 16.04/+1.2

東京・足立十四中

伊藤  佐和子(中2) 16.28/+1.2

神奈川・川崎生田中

新谷  心桜(中2) 16.63/+1.2

東京・第二砂町中

望月  結奈(中2) 16.77/+1.2

東京・西新宿中

堀  心寧(中2) 20.08/+1.3

東京・高島一中

小笠原  栞奈(中2) 21.07/+1.3

東京・桜修館中等

佐川  若菜(中2) 21.15/+1.3

東京・牛込二中

１００ｍＨ

(0.838m)

6/12 金谷  葵 14.90/+2.3

埼玉・日本大

後藤  紗衣 福岡・早稲田大 15.12/+2.3

橋本  若奈(高3) 東京・都板橋高

河野  萌々子 15.19/+2.3

東京・日女体大

羽山  乃愛(高3) 15.27/+2.3

東京・都板橋高

若色  奈都(高3) 16.58/+1.9

東京・都小山台高

武川  由加里 16.96/+1.9

神奈川・WAVETC

松田  紗希子(高2) 17.47/+1.9

東京・都小山台高

４×１００ｍ 6/12 日女体大 47.68

伊藤  すずほ

鴻田  萌子

山口  幸乃

樽木  千楓

日本工大駒場高B 50.32

石塚  紗知(高2)

石川  優咲(高2)

髙橋  萌夏(高2)

岩竹  彩加里(高2)

都板橋高A 50.74

羽山  乃愛(高3)

瀬川  この葉(高3)

菊池  遥(高2)

佐藤  彩芽(高2)

UNITE 50.83

野平  楓

西村  琴葉

田中  澪希

野平  梓

桜修館中等 51.03

早川  結(高3)

岡野  桜椋(高3)

福井  里菜(高3)

新里  桃子(高3)

都足立高 51.51

都﨑  葵(高1)

皆川  息吹(高3)

和田  桃李(高3)

多治見  優(高1)

第二砂町中A 51.98

松丸  知世(中3)

渡辺  琴(中3)

菅原  千愛(中2)

鈴木  結衣(中3)

桜修館中等A 52.06

中川  颯来(中3)

勝原  鈴菜(中2)

東  薫子(中2)

井村  結香(中2)

走高跳 6/12 大坂  美乃 1m65

愛知・早稲田大

和田  桃李(高3) 1m62

東京・都足立高

瀬川  この葉(高3) 1m50

東京・都板橋高

箕輪  天音(高3) 1m50

東京・都板橋高

木内  伶奈(高2) 1m45

東京・都足立高

岡野  桜椋(高3) 1m45

東京・桜修館中等

村井  初(中2) 1m40

東京・赤塚一中

番匠谷  柚希(中2) 1m35

東京・緑野中

走幅跳 6/12 柿崎  菜々美(高2)   5m05/-0.8

東京・日本工大駒場高

勝原  鈴菜(中2)   4m83/+0.5

東京・桜修館中等

石塚  紗知(高2)   4m78/+2.0

東京・日本工大駒場高

久保田  晴子(高2)   4m69/+0.9

東京・都小山台高

早川  結(高3)   4m69/+2.4

東京・桜修館中等

長島  布美子   4m62/-0.7

東京・東京陸協

石塚  多恵(中2)   4m61/+1.2

東京・大泉学園中

安齊  理沙   4m49/+1.1

埼玉・i-Link

砲丸投

(4.000kg)

6/12 工藤  優里亜(高1)   9m20

東京・都板橋高

原  奏七(高1)   7m91

東京・都板橋高

井上  碧(高2)   7m49

東京・都板橋高

西村  京香(高2)   7m12

東京・桜修館中等

高橋  美弥子(高3)   5m82

東京・都豊多摩高

福屋  詩乃(高2)   5m71

東京・立正高

野口  紗楽(高1)   5m60

東京・桜修館中等

島岡  実咲(高1)   5m58

東京・都葛西南高

砲丸投

(2.721kg)

6/12 谷山  こころ(中3)  11m67

東京・緑野中

芝  春奈(中2)   8m48

東京・牛込二中

水島  菜々夏(中2)   8m31

東京・第二砂町中

奈良  穂花(中3)   7m74

東京・足立十四中

坪根  美空(中3)   7m67

東京・足立十四中

手島  心羽(中3)   7m50

東京・六月中

竹田  真子(中3)   7m35

神奈川・川崎生田中

滝口  希実(中1)   6m89

東京・足立十三中

女子


