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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 10/29 安田  圭吾(高3) 10.86/+2.4

東京・日本工大駒場

今谷  有生 11.05/+1.7

神奈川・桐蔭横浜大

高橋  哲也(高1) 11.10/+1.7

東京・八王子高

萱牧  快平(高2) 11.11/+2.4

東京・早稲田実業高

石本  啓(高3) 東京・早稲田実業高 11.21/+2.4

石川  玲(高2) 東京・八王子高 11.21/+0.4

立川  怜樹 11.24/+1.8

東京・東理大

内山  幹雄 11.28/+0.6

長野・ターミガンズ

４００ｍ 10/29 伊藤  誓哉(高1) 51.10

東京・八王子高

末田  慶吾(中3) 51.60

東京・立石中

古林  望(高2) 51.91

東京・早稲田実業高

坂下  滉輔(高2) 52.11

東京・都松が谷高

中川  登生(高2) 52.79

東京・都松が谷高

神田  修平(高1) 52.82

神奈川・桐光学園高

荒谷  翼(高2) 52.85

東京・武蔵野北高

国沢  尚太郎(高2) 53.26

神奈川・桐光学園高

１５００ｍ

荒天のため中止

４×１００ｍＲ 10/29 山手学院高 44.18

髙橋  海斗(高2)

近藤  一輝(高2)

上釜  颯太(高2)

貴志  優彦(高2)

桐光学園高A 44.45

片羽  柾太朗(高2)

藤原  巧成(高1)

青井  誠(高2)

橋本  捷一郎(高3)

日体大柏高 44.54

小林  将大(高1)

相坂  颯汰(高1)

五十嵐  大典(高1)

石井  大己(高1)

立正高 45.92

島崎  海世(高2)

野口  元輝(高1)

小田切  大地(高2)

梅木  是温(高2)

J.F 46.36

川口  比佐志

中丸  悠輝

杉本  卓海

酒井  亮輔

武蔵野北高 46.51

滝本  航平(高2)

荒谷  翼(高2)

向井  飛雅(高1)

中山  友太(高1)

桐光学園高C 46.61

瀬戸  陵聖(高1)

神田  修平(高1)

中野  泰紀(高1)

原  竜也(高1)

東大和四中A 46.95

梅田  心之介(中2)

細谷  柊真(中3)

野村  一貴(中3)

澤田  優輝(中3)

走高跳 10/29 松本  茜(高3) 1m75

東京・日本工大駒場

鈴木  大空(高2) 1m75

千葉・日体大柏高

三浦  隆壱(高1) 1m65

東京・日本工大駒場

阿部  大成(高1) 1m65

千葉・日体大柏高

高橋  幸大(中2) 1m55

東京・花小金井南中

向井  飛雅(高1) 1m50

東京・武蔵野北高

小島  一真(中3) 1m45

東京・武蔵村山一中

花原  楽人(中3) 1m45

東京・学習院中

走幅跳 10/29 木下  諒(高1)   6m55/+0.3

東京・八王子高

坂井  公亮(高3)   6m38/+1.6

東京・八王子高

澤田  優輝(中3)   6m34/+1.3

東京・東大和四中

多田  聖(高1)   6m24/+1.6

千葉・日体大柏高

宮  惇十(高1)   6m19/+0.4

東京・日本工大駒場

本郷  翔大(高2)   6m09/+0.3

千葉・日体大柏高

花屋  龍ﾉ介(高1)   6m03/+1.9

千葉・日体大柏高

ｽﾐｽ  寛功(中3)   5m86/+0.8

東京・南多摩中

砲丸投

(7.260kg)

10/29 朽木  誠一郎   9m03

東京・東京陸協

山田  雅樹   7m66

埼玉・OGS

山添  正信   6m72

神奈川・日本精工

砲丸投

(6.000kg)

10/29 齋藤  如月(高2)  12m01

東京・都南多摩高

加藤  海莉(高2)  10m69

東京・都松が谷高

安田  裕也(高1)   9m96

神奈川・桐光学園高

内山  活(高1)   9m88

東京・東工大附高

馬場  俊太(高1)   7m28

東京・立正高

星  晴大(高1)   7m11

東京・立正高

加藤  広夢(高1)   6m35

東京・都松が谷高

梶原  広稀(高1)   5m09

東京・都松が谷高

砲丸投

(5.000kg)

10/29 川合  悠斗(中3)   9m05

東京・攻玉社中

氏井  正人(中2)   8m76

東京・東大和四中

浅倉  龍風(中1)   8m71

東京・中村中

守屋  大輝(中1)   8m44

神奈川・慶應普通部

佐藤  翔央(中2)   8m35

東京・金井中

仲宗根  史哉(中2)   7m81

東京・蒲原中

日向  睦玄(中2)   7m78

東京・中村中

高瀬  翔悟(中1)   7m43

東京・中村中

男子

３０００ｍ 10/29 安田  陸人(中3)  9:37.95

東京・開成中

寺井  翠(中3)  9:39.06

東京・麻布中

白石  優樹(中2)  9:41.34

東京・中村中

與古田  葵京(中3)  9:45.13

東京・調布五中

井上  天祐(中2) 10:05.13

東京・慶應中

小林  歩輝(中2) 10:17.17

東京・立石中

濱田  敬悟(中3) 10:27.21

東京・麻布中

朝日  一眞(中3) 10:28.85

東京・本郷中

男子中
学

１００ｍ 10/29 橋本  伊代(高2) 12.55/+1.3

東京・日本工大駒場

髙橋  美月(高1) 12.56/+1.3

東京・日本工大駒場

伊藤  すずほ(高1) 12.56/+1.3

東京・日本工大駒場

西田  晴香(高3) 12.83/+1.3

東京・日本工大駒場

瀧本  葵(高3) 13.10/+1.3

神奈川・FCコラソン

石堂  木乃葉(高1) 13.21/+1.3

東京・日本工大駒場

吉澤  美海(高2) 13.23/+1.3

千葉・日体大柏高

川上  莉央(高2) 13.26/+1.3

東京・都松が谷高

４００ｍ 10/29 川上  莉央(高2)  1:01.43

東京・都松が谷高

松岡  邑奈(高1)  1:01.46

東京・日本工大駒場

鴨下  友織菜(中2)  1:02.56

東京・三鷹中等中

照沼  美波(高2)  1:04.05

東京・武蔵野北高

保住  夏希(高2)  1:04.76

東京・日本工大駒場

忠内  朝子(高1)  1:06.26

東京・武蔵野北高

可世木  花(中3)  1:06.69

神奈川・山手学院中

小野  文緒(中2)  1:06.86

東京・立石中

１５００ｍ

荒天のため中止

４×１００ｍＲ 10/29 上智大A 52.17

森永  恵美理

高橋  悠紗子

伊藤  汐里

堀江  万友子

日本工大駒場C 53.49

小林  瑞歩(高2)

保住  夏希(高2)

福島  妃陽里(高2)

石崎  真緒(高2)

日本工大駒場D 53.65

草場  優理(高1)

福原  彩(高1)

山本  華(高1)

堀切  真依(高1)

立石中A 54.19

小野  文緒(中2)

末廣  玲奈(中2)

富永  萌花(中2)

渡邉  桜々(中2)

立石中B 55.14

雨谷  琴花(中1)

柏﨑  唯(中1)

小川  琉生(中3)

管野  実咲(中3)

中村中A 55.46

宮澤  薫子(中2)

石本  日菜多(中2)

瀬口  莉子(中2)

上野  ﾓﾆｶ(中2)

東大和四中A 55.97

小松  來未(中1)

篭原  心音(中3)

玄應  瑞記(中2)

関  優羽(中2)

慶應中A 57.00

井下田  有実花(中3)

河野  陽波(中3)

成田  遥郁(中1)

山口  夏実(中3)

走高跳 10/29 小川  琉生(中3) 1m45

東京・立石中

堀切  真依(高1) 1m40

東京・日本工大駒場

尾関  奈美(高3) 岐阜・中津商高 1m35

中島  涼葉(中2) 東京・蒲原中

岡田  朋佳(中3) 長野・軽井沢A&AC

小林  瑞歩(高2) 1m35

東京・日本工大駒場

藤田  愛以花(中1) 1m30

静岡・千代田ＡＣ

佐々木  琳音(中2) 1m30

東京・駒沢中

走幅跳 10/29 青木  遥楓(中2)   4m98/+2.1

千葉・みちるAC

海老沼  夏実(高2)   4m69/+1.8

東京・都松が谷高

鈴木  彩音(高2)   4m51/+0.5

東京・三鷹中等高

荻原  希乃愛(中1)   4m40/+0.9

長野・軽井沢A&AC

佐伯  三葉(中2)   4m38/+1.1

長野・軽井沢A&AC

玄應  瑞記(中2)   4m34/ 0.0

東京・東大和四中

関本  紗矢(中1)   4m31/+0.5

千葉・みちるAC

橋口  れい(中2)   4m30/+2.7

東京・三鷹中等中

砲丸投

(4.000kg)

10/29 鈴木  梨緒子(高1)   8m65

東京・都松が谷高

増田  奈々美(高1)   8m36

東京・都武蔵高

堀内  実柚(高1)   8m19

東京・日本工大駒場

砲丸投

(2.721kg)

10/29 伏屋  朋香(中2)   8m33

東京・東大和四中

神田  朱(中2)   7m97

東京・中村中

林  優那(中3)   7m73

東京・南多摩中

松本  海音(中1)   7m62

東京・蒲原中

國井  歩紗(中2)   7m55

東京・東大和四中

杉原  すみれ(中3)   7m41

東京・三鷹中等中

飯島  未帆(中2)   7m22

東京・中村中

髙梨  琴巴(中1)   6m07

東京・東大和四中

女子


