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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 9/17 原  優斗 11.03/+1.2

横浜市陸協

川上  大輝 11.04/+0.8

立大

吉川  翔 11.06/+0.8

ティガAC

久保  貴星 11.07/+0.7

玉川大

本郷  黎 11.10/+0.8

明大同

中山  拓美 11.12/+0.7

立大

岩崎  直哉 11.15/+1.2

W.TFC

内山  幹雄 11.22/+0.7

ターミガンズ

２００ｍ 9/17 瀬川　竜平(高3) 21.74/+1.4

明星学園高

吉川  翔 21.94/+1.3

ティガAC

坂井  悠太 21.99/+0.9

立大

川上  大輝 22.17/+1.3

立大

長島  和範 22.49/+1.3

明大同

原  優斗 22.52/+1.3

横浜市陸協

猪俣  奎亮 22.60/+1.3

RISE

吉川  穣司(高1) 22.85/+1.4

暁星高

４００ｍ 9/17 坂本  昂平(高3) 49.13

都国立高

碓井  涼 49.46

レジェンズ

瀧渕  亘弘 51.18

立大

豊田  兼(高1) 51.22

桐朋高

高木  俊次 51.42

JTF

猪俣  奎亮 51.56

RISE

塩野  湧大(高1) 51.61

日本工大駒場高

大畠  蓮(高2) 51.86

日本工大駒場高

１５００ｍ 9/17 猪又  優樹(高3)  4:06.04

日工大駒場高

小礒  夏樹  4:10.31

十条SC

居馬  颯汰(中3)  4:11.27

横浜東野中

井上  天祐(中3)  4:13.03

慶應中

中村  向陽(高2)  4:13.68

昭和鉄道高

渡辺  真伍  4:14.12

十条SC

矢野  健治郎  4:17.57

本庄市陸協

所  優希(高1)  4:19.38

國學院高

１１０ｍＨ

(1.067m)

9/17 大久保  拓太(高2) 15.41/+1.8

日本工大駒場高

長谷部  海 15.58/+1.8

立大

髙津  陸羽(高2) 15.60/+1.8

日本工大駒場高

立川  歩 15.79/+1.8

RISE

上松  年弘 15.82/+1.8

東京ラビッツ

４×１００ｍ 9/17 日本工大駒場高 42.83

本石  翔大(高2)

大久保  拓太(高2)

宮  惇十(高2)

佐々木  桜輝(高2)

W.TFC 44.24

河原  啓志

松山  弘汰

岩崎  直哉

佐藤  空

芝高 44.46

北井  俊平(高1)

山根  諒太(高2)

滝口  久音(高2)

堀越  啓太(高1)

都城東高 44.70

石川  周男(高1)

毛利  ｼﾌﾞﾗｰｽﾞ(高1)

榮  大輔(高2)

遠藤  龍和(高2)

東工大附高 44.94

正木  滉人(高2)

石﨑  諒(高2)

樋口  裕太(高1)

重松  龍之介(高1)

二松學舍高 45.03

新井  翔大(高1)

三瀬  謙伸(高1)

櫻田  太一(高2)

櫻澤  雅治(高1)

國學院高A 45.21

三石  章馬(高1)

福榮  良(高1)

久保山  智貴(高2)

須田  亮眞(高2)

早大本庄高 45.41

奥田  宗太(高3)

守谷  光永(高3)

関根  蒼空(高3)

難波  拓斗(高3)

走高跳 9/17 尾畑  元佳 2m00

ALKA

鈴木  海平 2m00

東経大

新田  陽太(高2) 日本工大駒場高 1m90

臼井  悠真 立大

稲田  翔太(高1) 日本工大駒場高 1m80

大澤  聖也 日大

本橋  羽(高2) 日本工大駒場高

先崎  航 1m80

STAC千葉

走幅跳 9/17 大沼  光   6m87/-0.1

東経大

松岡  晃輝(高3)   6m59/+0.6

日本工大駒場高

吉原  良大   6m52/+1.4

千葉大学クラブ

大澤  聖也   6m50/-1.5

日大

新井  聡   6m47/+1.4

W.T.A.C

相川  雅己   6m41/-0.9

埼玉陸協

原田  洋樹   6m40/+0.4

ADLER

飯島  篤史   6m34/-0.5

千葉大学クラブ

砲丸投

(7.260kg)

9/17 松永　康孝  11m76

法政大

倉持  憲成  11m03

立大

髙橋　力也  10m76

了徳寺学園

斎藤  聡伸  10m00

千葉大学クラブ

夜久  航太朗   9m88

明大同

三井  隼   8m09

ティガAC

砲丸投

(6.000kg)

9/17 内山  活(高2)  12m06

東工大附高

木所  大起(高2)  11m05

都世田谷総合高

都筑  聖勝(高1)   9m73

國學院高

小峰  悠樹(高2)   9m37

國學院高

やり投

(0.800kg)

9/17 中島  翔平  64m04

東京陸協

齋藤  太一  52m07

STAC千葉

猪野  洸太  50m06

立大

羽鳥  純  48m66

東京陸協

志村  裕二  46m92

JR東日本千葉

稲垣  貴士(高2)  44m61

日本工大駒場高

木村  亮太  44m35

STAC千葉

今滝  大地  43m95

北里大

男子

１００ｍ 9/17 間渕  桃奈(高3) 12.62/+1.5

日大二高

藤田  美羽(高3) 12.86/+1.5

中大附高

松田  和香(高2) 13.14/+1.5

日本工大駒場高

新巻  美樹(中3) 13.36/+1.5

文京九中

飯村  奏佳(中2) 13.51/+1.5

横浜東野中

川﨑  啓子(中1) 13.52/+0.4

石神井西中

小林  珠々(中1) 13.54/+1.5

豊田中

一樂  りさ子(高1) 13.58/-0.2

國學院高

２００ｍ 9/17 泉田  陽菜(高1) 25.95/+0.2

日本工大駒場高

山本　芽依 26.38/-1.3

とらふぐ亭

間渕  桃奈(高3) 26.40/+0.2

日大二高

堀江  万友子 27.05/+0.2

上智大

吉武  怜実 27.42/+0.2

JTF

大坊  奈都美(高2) 27.74/+0.5

國學院高

高木  星音(中3) 28.00/-0.2

石神井西中

一樂  りさ子(高1) 28.01/-1.3

國學院高

４００ｍ 9/17 高橋  美帆  1:01.43

J.VIC

石堂  木乃葉(高2)  1:02.16

日本工大駒場高

伏見  はるな(高2)  1:02.39

都城東高

小林  実穂(高2)  1:03.81

都城東高

井坂  彩乃(高2)  1:03.89

都城東高

大坊  奈都美(高2)  1:04.28

國學院高

小林  果穂(高2)  1:04.83

都城東高

窪田  こころ(中3)  1:05.58

石神井西中

１５００ｍ 9/17 齊藤  亜優(高2)  4:54.47

國學院高

倉田  愛実(中2)  5:00.11

豊田中

渡邉  実佳  5:10.95

天馬RC

荻野  愛(高2)  5:11.34

都八王子東高

青木  万莉奈(高1)  5:14.75

國學院高

笹谷  柚遊(中2)  5:18.15

松濤中

宮本  怜(高2)  5:18.29

國學院高

真田  茉那(中2)  5:19.02

小山中

１００ｍＨ

(0.838m)

9/17 高橋  美帆 15.68/+0.5

J.VIC

草場  優理(高2) 16.13/+0.5

日本工大駒場高

岩屋  佑未奈(高2) 16.16/+0.5

慶應女高

助川  嘉音(高1) 17.04/+0.5

都城東高

黒川  雅恵(高2) 17.14/+0.8

二松學舍高

溝井  愛里咲(高1) 17.50/+0.8

都八王子東高

萩谷  萌梨(高1) 19.26/+0.5

都世田谷総合高

福満  愛可(高1) 24.36/+0.8

共立女子高

４×１００ｍ 9/17 日本工大駒場高 48.41

泉田  陽菜(高1)

伊藤  すずほ(高2)

松岡  邑奈(高2)

髙橋  美月(高2)

都城東高 51.68

小林  果穂(高2)

井坂  彩乃(高2)

伏見  はるな(高2)

石橋  美穂(高2)

都国立高 52.13

田村  恭乃(高2)

田中  美亜(高1)

髙橋  八重(高1)

新保  二佳子(高2)

國學院高A 52.68

大森  由貴(高2)

一樂  りさ子(高1)

大坊  奈都美(高2)

山口  璃子(高2)

文京九中 52.93

山口   莉奈(中1)

保田  心(中2)

小松  みのり(中3)

新巻  美樹(中3)

豊田中B 53.13

伊吹  麻祐(中2)

南平  未来(中2)

田畑  結菜(中1)

小林  珠々(中1)

共立女子高 53.86

福満  愛可(高1)

五島  芽久(高1)

内藤  千裕(高1)

須賀  雪月(高1)

横浜東野中 53.88

小野田  結菜(中2)

飯村  奏佳(中2)

與名本  彩萌(中1)

根本  瀬菜(中2)

走高跳 9/17 佐藤  くらら(高2) 1m60

日本工大駒場高

濱中  美結(高3) 1m60

中大附高

堀切  真依(高2) 日本工大駒場高 1m50

梅原  直生(高1) 日本工大駒場高

佐藤  紗也華 1m45

ティガAC

宮本  愛未(高2) 1m40

都中野工業高

上田  日向(高1) 1m25

國學院高

走幅跳 9/17 鈴木  利佳   5m56/+1.1

東京陸協

林  小百合   5m55/+0.8

東京陸協

新井  葉波(高1)   5m41/+0.8

日本工大駒場高

伊藤  眞利亜(高2)   5m30/+1.1

日本工大駒場高

萩野谷  帆南   5m19/+0.2

立大

秋葉  映怜那(高1)   4m96/+1.4

日本工大駒場高

後野  百香(高1)   4m87/+1.2

都城東高

小林  優(高3)   4m86/+0.4

中大附高

砲丸投

(4.000kg)

9/17 反町  咲希(高1)  10m32

日本工大駒場高

橋本  結花(高1)   7m46

立正高

柳  りこ(高2)   7m38

二松學舍高

やり投

(0.600kg)

9/17 堀内  実柚(高2)  36m36

日本工大駒場高

木下  真緒(高3)  32m91

早大本庄高

福原  彩(高2)  27m77

日本工大駒場高

女子
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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
走高跳 9/17 神名  陸(中3) 1m70

小山中

松井  優輝(中2) 1m65

横浜大道中

田中  健斗(中2) 1m60

松濤中

佐藤  虹太郎(中2) 1m55

石神井西中

神代  悠作(中2) 1m50

桐朋中

今泉  圭吾(中2) 蒲原中 1m45

山中  智裕(中2) 桐朋中

福﨑  健二(中2) 1m40

ひばりが丘中

走幅跳 9/17 関口  晃央(中3)   5m83/+0.2

貫井中

安納  隆一郎(中2)   5m70/-1.6

貫井中

森屋  裕生(中2)   5m56/ 0.0

蒲原中

佐藤  匠真(中2)   5m56/-0.9

石神井西中

多部田  龍也(中3)   5m40/+0.6

横浜大道中

戸ヶ崎  颯(中2)   5m22/+1.0

蒲原中

石塚  慶(中3)   4m97/-0.4

松濤中

金田  遼平(中1)   4m77/-0.6

石神井中

男子中
学

砲丸投

(5.000kg)

9/17 齋藤  心音(中3)  10m89

横浜大道中

吉川  湧汰(中3)  10m55

FCコラソン

後藤  凌空(中3)   7m72

足立六月中

須藤  康太(中2)   7m31

田無一中

山川  海史(中3)   6m72

足立六月中

石田  渉(中3)   6m66

足立六月中

小倉  悠介(中1)   5m15

蒲原中

男子

１００ｍＨ

(0.762m)

9/17 大木  彩芽(中3) 16.57/-1.2

FCコラソン

伊吹  麻祐(中2) 16.77/+0.7

豊田中

西條  日奈子(中3) 16.85/-1.2

代々木中

北﨑  あかり(中3) 17.12/-1.2

豊田中

西村  里桜(中2) 17.12/+1.0

小山中

田島ﾃﾞｨｱｽ  愛(中2) 17.27/-1.2

蒲原中

堀田  結生(中2) 17.31/+1.0

蒲原中

高橋  優(中2) 17.38/+1.0

練馬中

走高跳 9/17 中島  涼葉(中3) 1m55

蒲原中

箕輪  天音(中2) 1m45

代々木中

南戸  萌花(中1) 1m45

蒲原中

立山  日葵(中2) 1m35

田無一中

安江  風香(中2) 1m35

石神井中

鈴木  萌音(中2) 1m30

石神井中

酒井  美咲(中2) 1m30

つくし野中

府川  凪沙(中1) 1m25

豊田中

走幅跳 9/17 湯田  奈乃香(中2)   4m90/+1.6

蒲原中

横山  和佳(中2)   4m67/+1.6

代々木中

藤田  桜子(中3)   4m64/+1.9

渋谷本町学園中

保田  心(中2)   4m55/+1.7

文京九中

延坂  ひとみ(中1)   4m53/+0.7

石神井中

加藤  梨奈(中3)   4m42/+0.4

足立六月中

上島  凛(中2)   4m28/+0.5

豊田中

木我  波夢(中2)   4m27/+0.1

つくし野中

女子中
学

１１０ｍＨ

(0.914m)

9/17 伊東  稜平(中3) 15.47/+1.2

横浜大道中

野村  拓希(中3) 16.50/+1.2

桐朋中

大井  颯人(中3) 17.73/+1.2

石神井西中

松野  遙人(中2) 18.09/+0.2

豊田中

渡辺  海葵(中2) 18.72/+1.2

田無一中

明石  諒太(中2) 18.95/+0.2

桐朋中

川口  和真(中1) 19.35/+0.2

蒲原中

七澤  健浩(中2) 19.85/+0.2

桐朋中

男子中
学

砲丸投

(2.721kg)

9/17 安井  麻里花(中3)  10m97

横浜東野中

ｾｯﾀﾙﾝﾄﾞ渡邉  ｼﾞｭﾘｱ(中3)   9m24

学大世田谷中

松本  海音(中2)   9m10

蒲原中

村野  朋代(中3)   8m88

星美学園中

中山  鈴菜(中3)   8m10

石神井西中

針谷  真唯(中2)   7m99

小山中

中島  里彩(中1)   7m94

松濤中

本多  麦(中2)   7m16

代々木中

女子

４×４００ｍ 9/17 レジェンズ  3:41.63

中澤  郁香

那須野  友美

藤崎  淳

碓井  涼

JTF  3:54.38

斉藤  麻里

和田  陸

吉武  怜実

高木  俊次

SRC  3:57.39

島田  悠

芹口  奈々恵

河野  恵美子

渡辺  譲二

日大鶴ヶ丘高A  3:58.63

久保田  瑶生(高2)

吉野  萌(高2)

河邊  咲(高2)

小川  晃生(高2)

RISE  4:01.67

吉岡  朝子

立川  歩

猪俣  奎亮

小山  楓花

早大本庄高  4:01.81

守谷  光永(高3)

木下  真緒(高3)

足立  涼子(高3)

難波  拓斗(高3)

日大鶴ヶ丘高B  4:03.68

矢部  恵子(高1)

辻井  亮羽(高1)

蓑口  優奈(高1)

櫻井  晴(高1)

豊昭超特急  4:07.87

山本  佳奈

逸見  雄太

青山  菜々子

竹田  奎一郎

ユニバ
ーサル


