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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 9/20 上新  魁(高3) 10.69/+0.2

東京・明中八王子高

飯田  貴之 10.86/+0.2

東京・東京陸協

久保田  健介 10.88/+0.2

埼玉・早大同

村田  愛武 10.97/-3.5

埼玉・國學院大

佐々木  相人(高3) 11.00/+0.2

東京・日本工大駒場高

山﨑  健太 11.00/+0.2

神奈川・明海大

森井  広大 11.01/+0.2

千葉・ゴリラーズ

叶  隼人 11.10/+1.9

神奈川・SAC

４００ｍ 9/20 清水  隆太郎 49.42

東京・GLAC

宮田  大聖 49.61

埼玉・上ヶ原RC

高橋  怜央奈 50.17

東京・東京陸協

山脇  竜徳 50.99

鳥取・鳥取ＡＳ

遠藤  太護 51.04

東京・國學院大

東  哲平 51.38

東京・明海大

吉野  勝久 51.91

埼玉・駿大ＡＣ

武居  裕也 52.50

千葉・千葉陸協

１５００ｍ 9/20 木村  尊  3:59.79

千葉・立教大

福元  翔輝  4:00.16

東京・明星学園

金子  隼也  4:10.69

東京・SSC

藤本  博也  4:11.96

神奈川・横浜市陸協

三井  悠暉(高2)  4:15.42

東京・芝高

栗原  篤人  4:16.52

東京・TKRC

荒井  飛鳥  4:18.54

東京・東京陸協

杉本  琉玖(高2)  4:19.25

東京・國學院高

４×１００ｍ 9/20 東京陸協 43.24

下釜  豊人

金岡  祐樹

釜谷  陵太郎

高橋  怜央奈

東洋大同 43.91

竹田  奎一郎

中澤  啓太

手島  悠一郎

金山  英真

城東高 44.08

新澤  悠杜(高1)

鎌田  悠杜(高2)

發知  春杜(高2)

青木  柊真(高2)

芝高A 44.24

志村  尚之(高2)

村上  秀太(高1)

斉藤  光矢(高1)

岸本  醍知(高2)

TFD 44.31

矢野  和也

内山  幹雄

西角  隼人

石井  雄大

駿大ＡＣ 44.94

窪島  隼

佐藤  杜登

吉野  勝久

浦山  和也

武蔵野北高 45.07

岸田  耀(高1)

庄司  碧伊(高1)

佐藤  宏明(高2)

森岡  右京(高1)

SSCREBELS 45.17

鈴木  耀晟

鈴木  祐晃

小原  翔平

宮本  祐輔

走高跳 9/20 浦山  和也 2m00

埼玉・駿大ＡＣ

遠藤  哲哉 1m90

埼玉・埼玉大TC

戸堀  壮琉(高3) 東京・日本工大駒場高 1m85

長張　修也 埼玉・駿河台大

臼井  勇祐 1m85

神奈川・MarineAthlete

山下  和宏 1m85

神奈川・横浜市陸協

滝原  幸紀 1m85

神奈川・MarineAthlete

長沼  輝知 1m85

神奈川・MarineAthlete

走幅跳 9/20 海野  琢斗   6m88/+3.6

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

藤原  幸大   6m82/+1.8

千葉・ゴリラーズ

上條  将吾   6m76/+2.6

長野・セイコーエプソン

山下  和宏   6m74/-0.6

神奈川・横浜市陸協

大久保　六斉(高3)   6m69/+0.8

東京・日本工大駒場高

齋藤  祐暉   6m66/-0.2

群馬・國學院大

新井  聡   6m41/+1.9

東京・G-tec

伊藤  蒼太   6m27/-1.3

神奈川・國學院大

砲丸投

(7.260kg)

9/20 右代  啓祐  13m40

北海道・国士舘クラブ

齋藤  太一  11m20

千葉・千葉陸協

柳  明良  10m56

東京・アルプロンAC

平松  忠浩  10m41

東京・アルプロンAC

三井  隼   7m74

東京・ティガAC

砲丸投

(6.000kg)

9/20 根﨑  椋大朗(高2)   9m01

東京・國學院高

隅田  博貴(高1)   8m38

東京・攻玉社高

近田  太一(高1)   6m75

東京・國學院高

砲丸投

(5.000kg)

9/20 松本  蒔人(中3)  11m54

東京・用賀陸上

山本  大輝(中3)  10m32

東京・日本工大駒場中

池田  幸樹(中3)  10m31

東京・三鷹五中

原田  颯輔(中2)  10m21

東京・つくし野中

藤野  竜大(中2)   8m20

東京・南六郷中

本目  智哉(中2)   8m04

東京・稲城六中

木村  大飛(中2)   6m93

東京・拝島中

野濱  勇輝(中2)   5m98

東京・立正中

男子

１００ｍ 9/20 ﾛｽ  瑚花ｱﾃﾞｨｱ(中3) 12.13/-0.2

東京・A.F.T.C.

藤井  南月子(中3) 12.23/-0.2

東京・A.F.T.C.

ﾇﾜｴﾒ  ｸﾞﾚｰｽ(中3) 12.54/-0.2

東京・A.F.T.C.

西村  琴葉 12.55/-0.2

埼玉・早大同

福西  和香子(中3) 12.66/-0.2

東京・A.F.T.C.

樽木  千楓(高3) 12.69/+2.0

東京・日本工大駒場高

小川  真奈(高2) 12.78/+1.2

東京・國學院高

ｶﾞｰﾄﾞﾅ  ﾚｲﾁｪﾙ(中2) 12.85/+2.0

東京・松濤中

４００ｍ 9/20 樽木  千楓(高3) 59.56

東京・日本工大駒場高

西村  琴葉  1:00.02

埼玉・早大同

ｵｺｰﾘ  芹奈  1:02.51

東京・早大同

松尾  茄南(中3)  1:02.71

東京・稲城二中

飯田  琴美(高1)  1:02.83

東京・都八王子東高

谷合  愛可(高1)  1:03.71

東京・武蔵野北高

茂木  ひなた(高2)  1:04.12

東京・日大豊女高

木下  実優(高2)  1:05.13

東京・國學院高

１５００ｍ 9/20 中尾  夕菜(3)  5:02.41

東京・町田南中

日暮  叶夢(高1)  5:02.75

東京・國學院高

水城  央(中2)  5:05.53

東京・共立女子中

外間  結那(中3)  5:06.04

東京・矢口中

中村  美海(高2)  5:14.13

東京・日大豊女高

藤田  恋(高1)  5:14.72

東京・日大豊女高

根米  彩羽(中3)  5:16.12

東京・新宿西戸山中

飯尾  莉咲子(中1)  5:18.75

東京・久我山中

４×１００ｍ 9/20 A.F.T.C. 47.59

明石  侑奈(中3)

福西  和香子(中3)

ﾇﾜｴﾒ  ｸﾞﾚｰｽ(中3)

ﾛｽ  瑚花ｱﾃﾞｨｱ(中3)

城東高 50.20

森川  由茉(高1)

佐久間  理緒(高2)

宮地  和花(高2)

田中  芹奈(高2)

日大豊女高A 51.38

蓬田  晴香(高2)

藤森  優(高2)

富田  心乃(高2)

齊藤  麻菜美(高1)

稲城二中A 53.04

松田  彩虹(中2)

大谷  楓花(中2)

渡邉  絢香(中2)

松尾  茄南(中3)

東大付属中B 53.39

池澤  摩耶(中3)

石川  いち華(中3)

小川  真菜(中3)

岡本  藍(中3)

武蔵野北高 53.43

小林  夏芽(高1)

高橋  史佳(高2)

五十嵐  優姫(高1)

谷合  愛可(高1)

日大豊女高C 53.57

宗原  綾美(高1)

桑原  利依(高2)

農添  花(高2)

小林  莉乃(高1)

松濤中B 53.61

荒井  千晶(中2)

ｶﾞｰﾄﾞﾅ  ﾚｲﾁｪﾙ(中2)

佐藤  蒼己(中2)

柳澤  夏子(中2)

走高跳 9/20 松崎  二千翔 1m65

東京・立教大

市川  愛海(高3) 1m60

東京・日本工大駒場高

千葉  玲奈(中3) 1m55

東京・A.F.T.C.

舘野  晃歩(高3) 1m55

東京・明中八王子高

矢野  真央 神奈川・MarineAthlete 1m50

ｶﾞｰﾄﾞﾅ  ﾚｲﾁｪﾙ(中2) 東京・松濤中

小倉  繍花(中2) 1m45

東京・つくし野中

藤本  優月(中2) 1m40

東京・つくし野中

走幅跳 9/20 大友  愛子(高2)   5m39/+2.9

東京・東京陸協

村上  結花   5m19/+0.7

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

加藤　綾萌(中3）   5m13/+0.9

東京・杉並和田中

棚部  さわ(高1)   5m09/+1.1

東京・東大附属高

宮原  紫乃(中3)   5m01/+1.0

東京・慶応中

齋藤  里菜   4m94/+1.1

埼玉・早大同

原  えりか(高1)   4m84/+0.9

東京・日大豊女高

明石  侑奈(中3)   4m67/-0.1

東京・A.F.T.C.

砲丸投

(4.000kg)

9/20 丹羽  千尋  10m43

埼玉・早大同

堀田  那都美   8m60

東京・立川ろう専

今吉  梨乃(高1)   5m45

東京・日大豊女高

佐々木  希彩(高1)   5m15

東京・國學院高

砲丸投

(2.721kg)

9/20 高橋  杏奈(中2)   8m06

東京・拝島中

辻内  新菜(2)   7m97

東京・町田南中

田中  雅子(中2)   7m56

東京・松濤中

北川  みゆ(中3)   7m03

東京・六月中

坂  優里(1)   5m62

東京・町田南中

大石  るな(中1)   5m16

東京・拝島中

武田  果穂(中1)   4m93

東京・南六郷中

伊藤  ひより(中1)   4m88

東京・南六郷中

女子


