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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 10/28 真田  知幸 10.92/-0.1

千葉・東工大

中村  仁平(1) 11.01/+0.8

東京・八王子高

世古  啓人 11.13/-0.1

東京・東京理科大

篠崎  学(2) 11.15/+0.8

東京・明星学園高

簗田  耕作 11.21/+0.8

東京・東京理科大

吉川  翔 11.22/-0.1

東京・ティガAC

佐々木  桜輝(2) 11.23/-0.1

東京・日本工大駒場高

中野  泰紀(2) 11.23/-0.1

神奈川・桐光学園高

４００ｍ 10/28 真田  知幸 49.22

千葉・東工大

吉川  翔 49.73

東京・ティガAC

吉田  勇登 50.10

東京・東京理科大

中野  泰紀(2) 50.42

神奈川・桐光学園高

高木  俊次 50.85

東京・JTF

神田  修平(2) 50.94

神奈川・桐光学園高

塩野  湧大(1) 51.02

東京・日本工大駒場高

栗原  悠介 51.10

東京・東京理科大

１５００ｍ 10/28 岩田  悠希  4:11.29

千葉・one's

萩谷  涼太郎  4:15.21

東京・十条SC

渡邉  瞬斗(1)  4:18.78

東京・都白高

中山  勇人  4:20.23

神奈川・レジェンズ

白石  優樹(3)  4:21.04

東京・中村中

大野  寧央(3)  4:22.17

東京・立教池袋中

岡部  広法  4:23.16

東京・十条SC

井上  天祐(3)  4:25.68

東京・慶應中

４×１００ｍＲ 10/28 日体大柏高 42.81

五十嵐  大典(2)

花屋  龍ﾉ介(2)

石井  大己(2)

相坂  颯汰(2)

みちるＡＣ 43.72

川上  大吾

指宿  真

関根  祐介

岡安  正樹

本郷中A 43.78

持田  優達(3)

安藤  晴輝(3)

板垣  心陽(3)

吉野  晃平(3)

立教池袋高A 44.24

門脇  克幸(2)

梶山  翔平(2)

佐藤  嶺(1)

上羽  祐輔(2)

桐光学園高A 44.26

中野  泰紀(2)

川合  達也(2)

原  竜也(2)

瀬戸  陵聖(2)

久我山高A 44.43

横田  龍之助(1)

星野  圭吾(2)

岡田  拓(2)

久保木  廉(1)

桐光学園高B 44.73

田中  琳太郎(2)

神田  修平(2)

菊池  拓実(2)

森友  脩斗(2)

KOAC 44.73

小林  一揮(1)

吉村  直人(1)

豊島  広大(1)

篠宮  健吾(1)

走高跳

2組

10/28 近藤  優(1) 1m75

東京・明星学園高

髙橋  健太(1) 1m70

千葉・日体大柏高

板垣  心陽(3) 1m60

東京・本郷中

菅本  修那(2) 1m60

神奈川・東山田中

塩田  海人(3) 1m55

東京・本郷中

小倉  拓己(1) 1m45

東京・都南多摩中等中

山内  亮人(1) 1m35

東京・本郷中

趙  越一(2) 1m30

東京・本郷中

走高跳

1組

10/28 松元  織衛 1m95

東京・新座病院

岡安  正樹 千葉・みちるＡＣ 1m90

新田  陽太(2) 東京・日本工大駒場高

向山  功一郎(1) 1m85

東京・明星学園高

本橋  羽(2) 1m80

東京・日本工大駒場高

二口  祐大(1) 1m80

東京・明星学園高

宮下  湧気(1) 1m75

東京・明星学園高

関川  優紀(1) 千葉・日体大柏高 1m75

平山  大生(1) 千葉・日体大柏高

走幅跳 10/28 新井  聡   6m71/+1.8

東京・W.T.A.C

花屋  龍ﾉ介(2)   6m68/+1.8

千葉・日体大柏高

吉田  順哉(1)   6m67/+0.6

東京・明星学園高

志鎌  秀昭   6m66/+0.8

東京・東京陸協

石見  源太郎   6m62/+0.5

東京・SMARTS

池上  拓希(1)   6m46/+1.2

東京・都足立新田高

多田  聖(2)   6m45/+1.2

千葉・日体大柏高

棚原  空(1)   6m27/+0.9

東京・明星学園高

砲丸投

(7.260kg)

10/28 松永  康孝  12m03

東京・法大Ⅱ部

草野  健   7m95

神奈川・川崎市陸協

三井  隼   7m89

東京・ティガAC

山添  正信   6m98

神奈川・日本精工

砲丸投

(6.000kg)

10/28 内山  活(2)  11m29

東京・東工大附高

陳  凌峰(1)   9m98

東京・明中八王子高

川合  悠斗(1)   8m59

東京・攻玉社高

馬場  俊太(2)   8m34

東京・立正高

中本  桃太郎(2)   8m08

東京・明中八王子高

鈴木  颯(1)   7m77

千葉・日体大柏高

豊川  椋平(1)   7m69

東京・都豊多摩高

太田  智士(2)   6m88

東京・帝京大高

砲丸投

(5.000kg)

10/28 高瀬  翔悟(2)   8m58

東京・中村中

岡野  湧生(1)   6m88

東京・学習院中

島津  晶琉(2)   6m58

東京・帝京大中

福澤  海斗(2)   5m64

東京・蒲原中

倉澤  祐介(1)   5m17

神奈川・東山田中

小倉  悠介(1)   5m13

東京・蒲原中

男子

３０００ｍ 10/28 永野  佑迅(2)  9:20.58

東京・学習院中

井上  天祐(3)  9:23.47

東京・慶應中

横山  明日人(3)  9:27.16

東京・東山中

宮崎  暖大(3)  9:33.75

東京・町田市堺中

大野  寧央(3)  9:35.45

東京・立教池袋中

堂元  雄太(3)  9:44.78

東京・東山中

小美野  諒(2)  9:45.07

東京・武蔵村山五中

大庭  晴(3) 10:00.98

東京・都南多摩中等中

男子中
学

１００ｍ 10/28 ﾊｯｻﾝ  ﾅﾜｰﾙ 12.04/+2.5

千葉・みちるＡＣ

髙橋  美月(2) 12.53/+2.5

東京・日本工大駒場高

泉田  陽菜(1) 12.66/+2.5

東京・日本工大駒場高

タネル　舞璃万 12.69/+0.2

みちるＡＣ

小林  萌恵(3) 12.71/+2.5

東京・八王子高

宮渕  萌(1) 12.81/+0.8

神奈川・桐光学園高

今岡  藍香(2) 12.82/+2.5

千葉・日体大柏高

椎野  徳香(2) 13.04/+0.8

東京・早稲田実業高

４００ｍ 10/28 中島  さくら(2) 59.56

千葉・日体大柏高

鴨下  友織菜(3)  1:00.44

東京・三鷹中等中

宮渕  萌(1)  1:00.73

神奈川・桐光学園高

茂木  万理菜  1:01.11

栃木・宇都宮大

吉田  愛美(1)  1:01.54

東京・明星学園高

小松  陽菜(2)  1:01.93

東京・明星学園高

石堂  木乃葉(2)  1:02.12

東京・日本工大駒場高

梶川  深桜(1)  1:02.42

東京・明中八王子高

１５００ｍ 10/28 水上  櫻子(3)  5:01.20

東京・東山中

荻野  優(3)  5:01.72

東京・都南多摩中等中

大渕  葵(1)  5:07.71

東京・都南多摩中等中

福代  朱理(3)  5:13.39

東京・都南多摩中等中

山本  舞(2)  5:14.78

東京・東山中

野口  ふみ(2)  5:16.50

東京・都南多摩中等中

甲斐  咲季(1)  5:17.85

神奈川・桐光学園高

高橋  幹(2)  5:18.22

東京・江戸川女高

４×１００ｍＲ 10/28 みちるＡＣ 48.75

新村  日和

ﾊｯｻﾝ  ﾅﾜｰﾙ

塘  ありあ

タネル　舞璃万

日体大柏高 49.67

山之内  ゆとり(1)

中島  さくら(2)

渡邉  渚月(1)

今岡  藍香(2)

宇都宮大 50.91

佐藤  暖季

石上  莉絵

茂木  万理菜

藤田  はるか

桐光学園高A 51.35

小柴  小春(1)

宮渕  萌(1)

山越  香奈(2)

伊原  由梨香(1)

東山田中 52.59

鳴海  星愛(2)

押田  梨紗子(2)

横溝  美衣(2)

熊坂  七望(2)

桐光学園中 53.04

土屋  春流(3)

鈴木  かれん(3)

中村  心優(3)

桐山  千佳(3)

山手学院高 54.04

福井  翠(2)

石井  愛子(1)

福島  汐莉(1)

今野  由梨(2)

中村中B 54.39

横山  あすか(2)

羽山  乃愛(2)

小宮  愛子(2)

伊藤  彩来(2)

走高跳

1組

10/28 平原  知佳(1) 1m55

東京・明星学園高

山田  実来(3) 1m55

神奈川・桐光学園高

与儀  真鈴 1m55

千葉・みちるＡＣ

櫻井  莉央(2) 東京・明星学園高 1m50

金澤  恵美佳(1) 東京・明星学園高

梅原  直生(1) 1m50

東京・日本工大駒場高

堀切  真依(2) 1m50

東京・日本工大駒場高

南戸  萌花(1) 1m40

東京・蒲原中

走高跳

2組

10/28 日向  渚(2) 1m38

東京・中村中

ｾｯﾀﾙﾝﾄﾞ渡辺  ｼﾞｭﾘｱ(3) 1m30

東京・学大世田谷中

伊藤  彩来(2) 1m30

東京・中村中

中村  心優(1) 1m30

東京・花保中

横溝  美衣(2) 1m30

神奈川・東山田中

木代  ひめり(1) 1m25

東京・花保中

走幅跳 10/28 石上  莉絵   5m43/+1.1

栃木・宇都宮大

中村  真由(1)   5m27/+2.0

東京・早稲田実業高

伊藤  眞利亜(2)   5m20/+0.3

東京・日本工大駒場高

瀬賀  風化   5m16/ 0.0

千葉・みちるＡＣ

秋葉  映怜那(1)   5m04/+0.8

東京・日本工大駒場高

山本  華(2)   4m87/-1.4

東京・日本工大駒場高

中田  智子(1)   4m85/+1.5

東京・都立大泉高

湯田  奈乃香(2)   4m83/+0.9

東京・蒲原中

砲丸投

(4.000kg)

10/28 荒俣  美月(2)  10m17

千葉・日体大柏高

反町  咲希(1)  10m01

東京・日本工大駒場高

恩田  恵(2)   8m17

東京・江戸川女高

青木  ちひろ(1)   7m18

東京・都豊多摩高

阿部  月姫(2)   7m13

東京・日女体二階堂高

服部  真由菜(1)   6m82

東京・帝京大高

砲丸投

(2.721kg)

10/28 村野  朋代(3)  10m53

東京・星美学園中

松本  海音(2)   9m74

東京・蒲原中

出水  綾音(2)   9m34

神奈川・市場中

勝川  茉矢(3)   9m03

東京・明中八王子中

御澤  朋世(2)   7m90

神奈川・東山田中

鳴海  星愛(2)   7m56

神奈川・東山田中

井手  希(1)   7m38

神奈川・東山田中

飯野  七色花(1)   7m15

東京・赤塚一中

女子


