
入賞者一覧表入賞者一覧表入賞者一覧表入賞者一覧表
2008200820082008年 年 年 年 9999月月月月28282828日日日日((((土土土土))))　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 大井陸上競技場大井陸上競技場大井陸上競技場大井陸上競技場

10101010月 月 月 月 4444日日日日((((土土土土))))5555日日日日((((日日日日))))　　　　江戸川区陸上競技場江戸川区陸上競技場江戸川区陸上競技場江戸川区陸上競技場
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

4日 １００ｍ 相原 寛樹(2) 10.93 白崎 ﾍﾞﾝｼﾞｰ(2) 10.94 林 祐臣(2) 11.04 石本 ﾌｧﾙｰｸ(1) 11.10 加奈山 翔(2) 11.11 下田 涼太(2) 11.17 町田 昇太(2) 11.25 佐藤 裕迪(2) 11.29

風:-0.8 日大櫻丘 4 岩倉 2 八王子 6 日体荏原 1 都足立新田 2 八王子 6 都足立 2 都清瀬 5

5日 ２００ｍ 髙澤 佑基(2) 21.74 白崎 ﾍﾞﾝｼﾞｰ(2) 21.94 倉田 晴信(2) 22.07 兼久 裕一(2) 22.27 阿部 瞬(1) 22.28 原 洋介(1) 22.29 工藤 光則(2) 22.32 木地 雅俊(2) 22.39

風:+2.2 八王子 6 岩倉 2 玉川学園 5 日大二 4 日大豊山 2 東京 1 日大二 4 学習院 3

28日 ４００ｍ 塩川 竜平(2) 49.57 木地 雅俊(2) 50.00 倉田 晴信(2) 50.09 渡辺 航太(2) 50.17 兼久 裕一(2) 50.38 田村 裕康(2) 50.63 工藤 光則(2) 51.06 佐伯 祐樹(1) 51.63

日大豊山 2 学習院 3 玉川学園 5 明星 5 日大二 4 國學院 1 日大二 4 桐朋 5

5日 ８００ｍ 小宮 佳治(2)  1:58.48 山本 郁平(2)  1:58.54 佐藤 竜馬(2)  1:59.28 奥住 卓矢(2)  1:59.92 佐藤 晃章(2)  2:00.18 末木 敬大(1)  2:00.71 西久保 孝紀(2)  2:01.69 小針 和真(1)  2:01.73

法政 5 佼成学園 4 郁文館 2 大東一 3 八王子 6 早大学院  3 拓大一 6 保善  3

28日 １５００ｍ 谷口 貢次郎(2)  4:07.96 斎藤 洸一(2)  4:08.18 高橋 広夢(1)  4:08.22 狩野 良太(2)  4:09.65 山本 郁平(2)  4:10.06 鴇崎 駿(2)  4:10.41 奥住 卓矢(2)  4:10.57 加賀田 剛輝(2)  4:10.70

関東一 2 早実 5 東大附 4 久我山 4 佼成学園 4 東亜学園 4 大東一 3 日大豊山  2

5日 ５０００ｍ 狩野 良太(2) 15:20.23 木甲斐 優太(2) 15:23.84 寺沢 昌志(2) 15:24.18 高橋 勇貴(2) 15:25.47 新井 覚(2) 15:28.02 宮島 誠也(2) 15:32.07 加賀田 剛輝(2) 15:33.62 土生都 勇次(2) 15:34.32

久我山 4 久我山 4 保善 3 大東一 3 大東一 3 本郷  3 日大豊山  2 東京実 1

5日 １１０ｍＨ 安藤 圭太(1) 14.95 藤村 翔平(2) 14.98 半田 心冬(2) 15.39 眞家 康成(2) 15.40 吉田 護(2) 15.50 佐藤 幸輝(1) 15.67 小島 聡(2) 16.10 木村 貴弘(2) 16.91

風:+0.8 都駒場 1 郁文館 2 都調布北 5 郁文館 2 八王子 6 八王子 6 東京 1 青稜 1

4日 ４００ｍＨ 舘野 哲也(2) 52.70 丸山 弘貴(2) 55.97 亀井 直哉(2) 56.16 高石 健太(2) 56.19 内藤 頼隆(1) 56.49 本間 恭介(2) 56.75 飛澤 航平(2) 58.07 植松 優一(2) 58.46

郁文館 2 NGR 桐朋 5 立教池袋 3 東京 1 学習院 3 都足立新田 2 明中八王子 6 立教池袋 3

4日 ３０００ｍＳＣ 菅野 俊一(2)  9:32.96 谷口 貢次郎(2)  9:39.33 戸田 麻琴(1)  9:40.97 村田 宏平(2)  9:45.22 山崎 岳(1)  9:51.08 三宅 駿史(2)  9:51.21 安田 翔吾(2)  9:54.77 五十嵐 匠(2)  9:55.66

都南多摩 6 関東一 2 久我山 4 明中八王子 6 中大附 5 都武蔵 5 大東一 3 都上水 6

28日 ５０００ｍＷ 藤岡 舜(2) 25:21.12 楢木 正寛(2) 27:19.69 板倉 章太郎(1) 28:55.92 金谷 祐貴(1) 29:48.17 山田 晃大(2) 32:07.03 松本 航平(1) 32:29.75 太田 壮彦(1) 34:28.50

東京 1 日大豊山 2 東京実 1 成城 3 東京 1 東京 1 郁文館 2

28日 ４×１００ｍ 東京 42.08 日大豊山 42.51 日大櫻丘 42.85 早大学院 42.86 都文京 42.87 都足立新田 43.11 堀越 43.25 保善 43.44

   大野 哲平(1)    塩川 竜平(2)    福島 武蔵(2)    芝山 啓允(1)    大島 一真(2)    五代儀 慶二郎(1)    高巣 悟(1)    小島 拓也(2)

   原 洋介(1)    阿部 瞬(1)    相原 寛樹(2)    八木 大我(1)    町田 洋平(2)    加奈山 翔(2)    境田 雄太(1)    見留 貴文(1)

   大嵜 佑馬(2)    岩波 秀鷹(1)    古川 雅斗(2)    中山 水麗(2)    手呂内 大雅(2)    土木田 謙(2)    村田 奨(2)    若杉 大祐(2)

   女部田 亮(2)    水田 涼(2)    阿部 貴幸(2)    針田 大也(1)    ﾊﾟｰｸｽ ｱﾚｯｸｽ(1)    本間 恭介(2)    金山 竜己(2)    ﾗｵｸｽ ﾄｰﾏｽ龍(2)

5日 ４×４００ｍ 日大豊山  3:21.46 郁文館  3:22.90 日大櫻丘  3:23.03 桐朋  3:23.68 東京  3:24.21 八王子  3:24.47 日大二  3:25.96 都大泉  3:31.60

   尾形 俊(2)    土持 佑斗(1)    長井 隆(2)    清水 稔(2)    川畑 優祐(2)    小川 千尋(2)    大川 雅也(2)    高橋 光治(2)

   岩波 秀鷹(1)    佐藤 竜馬(2)    阿部 貴幸(2)    佐伯 祐樹(1)    原 洋介(1)    髙澤 佑基(2)    工藤 光則(2)    黒崎 裕也(2)

   宮尾 幸太郎(2)    中山 淳(1)    古川 雅斗(2)    福地 英明(2)    大山 建樹(1)    荻野 拓弥(1)    平山 貴紀(2)    増田 航(1)

   塩川 竜平(2)    舘野 哲也(2)    相原 寛樹(2)    阿津 英明(1)    高石 健太(2)    佐藤 晃章(2)    兼久 裕一(2)    駒村 将太(2)

4日 走高跳 小林 由矢(2) 1m91 関場 琢巳(2) 1m88 曳沼 義明(1) 1m88 鈴木 直道(1) 1m88 高橋 翔(1) 1m85 沖 翔太朗(2) 1m85 6位:中尾 亮介(2) 1m85 松崎 駿(1) 1m80

都武蔵野北 5 八王子 6 都東大和 6 都田無 5 都片倉 6 本郷 3 明中八王子 6 都日比谷 1

28日 棒高跳 大元 聡一朗(1) 4m40 上野 隆治(2) 4m20 北澤 湧(2) 4m10 大嶋 秀幸(2) 4m10 佐々木 優真(1) 3m90 上法 大樹(2) 3m90 出口 充(2) 3m90 亀井 友夢(1) 3m90

東京 1 桐朋 5 東京 1 明星学園 5 郁文館 2 桐朋 5 郁文館 2 都青梅総合 6

28日 走幅跳 土木田 謙(2)   7m14 佐藤 裕迪(2)   6m98 大野 哲平(1)   6m80 黄 坤立(2)   6m78 越野 大輝(2)   6m60 浅野 竜士(2)   6m60 中川 隆嶺(2)   6m53 丹代 涼介(1)   6m45

都足立新田 2 +1.5 都清瀬 5 +0.9 東京 1 +0.8 日本工大駒場 1 +1.2 都片倉 6 +0.8 都片倉 6 +2.2 海城 2 +1.1 日体荏原 1 +0.4

5日 三段跳 丸山 弘貴(2)  14m41 大野 哲平(1)  14m14 土木田 謙(2)  13m66 松本 卓(2)  13m61 野崎 公児(2)  13m55 井上 直人(2)  13m22 野沢 貴教(1)  13m04 中川 隆嶺(2)  13m02

桐朋 5 +1.9 東京 1 +1.6 都足立新田 2 +2.1 都武蔵村山 6 +3.1 都清瀬 5 +2.2 都昭和 6 +0.7 都南多摩 6  0.0 海城 2 +1.1

28日 砲丸投 佐藤 総太(2)  13m97 佐藤 一桐(2)  13m56 田中 太郎(2)  12m57 大川 祐哉(1)  11m61 佐藤 太一(1)  11m45 山田 司(2)  11m43 河野 光(2)  11m43 沢田 龍貴(2)  11m26

東京 1 都科学技術 2 東京成徳 3 郁文館 2 立教池袋 3 立教池袋  3 都上水 6 岩倉 2

5日 円盤投 佐藤 総太(2)  42m73 宮腰 裕二(2)  39m78 大川 祐哉(1)  39m30 田中 太郎(2)  38m11 加藤 寛樹(2)  36m80 ｷｱﾗｼ ﾀﾞﾅ(1)  36m52 堀内 隆太(2)  36m17 佐藤 太一(1)  35m68

東京 1 都片倉 6 郁文館 2 東京成徳 3 八王子 6 都つばさ総合 1 穎明館 6 立教池袋 3

28日 ハンマー投 髙橋 慧二朗(2)  47m95 黒沢 茂伸(2)  46m45 角田 光洋(2)  45m03 高岡 秀逸(1)  44m62 佐藤 太一(1)  44m26 多賀 千裕(2)  42m75 佐藤 一濤(1)  41m73 市村 昌也(2)  39m35

都北多摩 6 都片倉 6 保善 3 成城 3 立教池袋 3 郁文館 2 保善 3 八王子 6

4日 やり投 岩楯 誠司(2)  53m01 緒方 善政(2)  50m10 大野 克太(2)  49m89 西岡 圭介(2)  48m80 高松 直毅(2)  47m23 松本 貴史(2)  47m20 高田 悟司(2)  45m72 久保 明(2)  44m89

成城 3 巣鴨 3 都八王子東 6 東京 1 穎明館 6 都上水 6 都東村山 6 都北多摩 6
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第第第第60606060回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会

NGR：大会新記録
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2008200820082008年 年 年 年 9999月月月月28282828日日日日((((土土土土))))　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 大井陸上競技場大井陸上競技場大井陸上競技場大井陸上競技場

10101010月 月 月 月 4444日日日日((((土土土土))))5555日日日日((((日日日日))))　　　　江戸川区陸上競技場江戸川区陸上競技場江戸川区陸上競技場江戸川区陸上競技場
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

第第第第60606060回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会

4日 １００ｍ 山本 優香(1) 12.18 町野 あかり(2) 12.45 菅原 聡美(2) 12.53 小菅 祥子(2) 12.54 林 優(2) 12.60 金子 歩未(2) 12.63 鈴木 伶奈(2) 12.71 奈須 実希(1) 12.73

風:-0.7 早実 5 立教女学院 4 都南多摩 6 白梅学園 6 東京 1 東京 1 成蹊 5 都駒場 1

5日 ２００ｍ 山本 優香(1) 24.60 小菅 祥子(2) 25.09 金子 歩未(2) 25.41 鈴木 伶奈(2) 25.51 町野 あかり(2) 25.58 林 優(2) 25.71 菅原 聡美(2) 25.74 武田 彩香(2) 26.02

風:+2.4 早実 5 白梅学園 6 東京 1 成蹊 5 立教女学院 4 東京 1 都南多摩 6 東京 1

28日 ４００ｍ 倉澤 舞(2) 57.06 佐藤 里紗(2) 58.31 安原 さおり(2) 59.06 小倉 彩(2)  1:00.47 武田 彩香(2)  1:00.71 佐野 いくみ(2)  1:01.23 山本 真利恵(2)  1:01.31 松野 晴華(2)  1:02.32

東京 1 東京 1 八王子 6 都駒場 1 東京 1 都小松川 2 桜華女学院 6 日本工大駒場 1

5日 ８００ｍ 倉澤 舞(2)  2:15.34 山本 可菜(2)  2:16.94 石田 夏樹(2)  2:17.18 芹口 奈々恵(2)  2:17.38 ﾎｾｲﾝ佐藤 亜美奈(2 2:18.14 入沢 七海(2)  2:18.97 手嶋 かほり(2)  2:21.31 高木 栞(1)  2:21.63

東京 1 八王子 6 東京 1 東京 1 田園調布学園 4 学習院女 3 青山学院 1 都上水 6

28日 １５００ｍ 阿部 ゆかり(2)  4:34.60 麻生 孝瑛(1)  4:35.11 大槻 みちる(1)  4:40.99 藤原 麗(2)  4:43.45 黒田 なつみ(2)  4:43.92 関原 彩賀(1)  4:48.31 高木 栞(1)  4:49.93 野呂 知代(1)  4:50.21

八王子 6 NGR 順天  3 NGR 拓大一 6 都上水 6 東京 1 順天  3 都上水 6 都上水 6

5日 ３０００ｍ 阿部 ゆかり(2)  9:50.65 麻生 孝瑛(1) 10:02.64 藤原 麗(2) 10:04.44 関原 彩賀(1) 10:10.55 黒田 なつみ(2) 10:14.31 村瀬 舞(2) 10:15.31 野呂 知代(1) 10:17.13 森田 里砂(2) 10:23.28

八王子 6 順天  3 都上水 6 順天  3 東京 1 日体荏原 1 都上水 6 明中八王子 6

5日 １００ｍＨ 佐藤 里紗(2) 14.79 佐野 千菜美(2) 14.86 橋爪 里佳(2) 15.20 小林 紗英(1) 15.50 細田 真萌(1) 15.74 上松 みなみ(2) 15.89 北山 綾乃(1) 16.65

風:+2.3 東京 1 共栄 2 東京 1 八王子 6 筑波大附 2 都調布北 5 八王子 6

4日 ４００ｍＨ 佐藤 里紗(2)  1:01.78 橋爪 里佳(2)  1:03.02 安原 さおり(2)  1:03.83 小倉 彩(2)  1:04.23 細田 真萌(1)  1:06.93 北山 綾乃(1)  1:08.11 木賀 麻実(1)  1:09.61 中村 起名子(2)  1:11.18

東京 1 NGR 東京 1 八王子 6 都駒場 1 筑波大附 2 八王子 6 日大櫻丘 4 都小石川 2

28日 ３０００ｍＷ 糟谷 美律(2) 15:16.57 辻 夕七(2) 15:39.38 石川 敦子(2) 15:42.21 岸 亜由香(1) 16:06.40 長谷部 梨佳(2) 21:05.80

錦城 6 都野津田 5 八王子 6 八王子 6 日本工大駒場 1

28日 ４×１００ｍ 東京 47.86 白梅学園 49.71 都駒場 50.31 都足立新田 50.39 八王子 50.90 藤村女 51.40

   林 優(2) NGR    加藤 怜花(2)    佐藤 瞳(1)    久下 真里佳(2)    北山 綾乃(1)    後藤 花苗(1)

   金子 歩未(2)    山下 茜(2)    石川 里菜(2)    高橋 渚(1)    小林 紗英(1)    佐藤 佳奈(2)

   西野 愛梨(2)    本橋 彩佳(2)    小倉 彩(2)    佐野 文月(2)    森 みなみ(1)    小林 葵(1)

   中澤 まいこ(1)    小菅 祥子(2)    奈須 実希(1)    田村 なつみ(2)    安原 さおり(2)    篠崎 未奈(2)

5日 ４×４００ｍ 東京  3:55.65 八王子  4:05.26 日本工大駒場  4:06.94 都駒場  4:08.54 日体荏原  4:10.24 成城学園  4:10.52 都南多摩  4:11.92

   橋爪 里佳(2)    田坂 里央(2)    岡野 菜穂子(2)    石川 里菜(2)    太田 有紀(2)    阿部 真由子(2)    加茂 実穂子(2)

   佐藤 里紗(2)    安原 さおり(2)    野村 夏海(1)    奈須 実希(1)    大野 恭身(2)    斉藤 成美(1)    菅原 聡美(2)

   芹口 奈々恵(2)    佐藤 万寿美(1)    座間あかね (1)    三上 なつき(1)    森田 夕紀(2)    黒田 有紀(2)    岩沢 愛(1)

   倉澤 舞(2)    北山 綾乃(1)    松野 晴華(2)    小倉 彩(2)    高橋 亜里沙(2)    亀山 桃子(1)    関口 知世(2)

5日 走高跳 滝本 愛子(2) 1m59 櫻井 紗里(1) 1m59 井上 七海(2) 1m59 同順:目代 絵理(2) 1m59 大野 恭身(2) 1m56 木村 優里(2) 1m56 中村 茜(1) 1m53 前田 理恵(2) 1m53

早実 5 都足立 2 都駒場 1 都大泉 3 日体荏原 1 都昭和 6 東京 1 駒大高 4

4日 走幅跳 深井 絵里奈(1)   5m53 岡野 菜穂子(2)   5m45 冨崎 千加(2)   5m44 森 美和子(1)   5m37 丸山 祐里(2)   5m33 神林 めぐみ(2)   5m28 大塚 麻衣(1)   5m25 山下 茜(2)   5m25

東京 1 +1.2 日本工大駒場 1 +2.4 東京 1 +0.0 都国立 5 +1.2 日体荏原 1 +1.6 明中八王子 6 +1.5 都南平 5 +0.3 白梅学園 6 +1.8

28日 三段跳 冨崎 千加(2)  11m60 松本 優子(2)  11m07 深井 絵里奈(1)  10m77 中村 茜(1)  10m07 山崎 沙恵(1)   9m80 野村 允絵(1)   9m60 佐藤 那奈(1)   9m24 伊藤 和南(1)   9m11

東京 1 +1.3 都武蔵野北 5 +1.0 東京 1 +2.5 東京 1 -0.1 都足立新田 2 +0.6 成城学園 4 +0.6 都足立新田 2 +1.1 成城学園 4 +1.2

5日 砲丸投 佐藤 志保(2)  11m01 稲葉 美有(2)  10m51 森田 郁子(2)  10m51 玉村 陽菜(1)  10m33 小林 美奈(1)  10m10 砂川 陽香(2)  10m00 森部 怜子(2)   9m97 藤井 理子(1)   9m96

東京 1 都つばさ総合 1 八王子 6 東京 1 八王子 6 白梅学園 6 東洋 1 八王子 6

4日 円盤投 藤井 理子(1)  33m88 森田 郁子(2)  33m00 畠中 希瑛(2)  31m98 江角 まりな(1)  30m65 佐藤 志保(2)  29m61 榊原 未菜(2)  29m31 峯岸 真央(1)  28m17 青柳 都幸(2)  27m03

八王子 6 八王子 6 都つばさ総合 1 白梅学園 6 東京 1 東京成徳 3 都東大和 6 都青梅総合 6

28日 やり投 小林 美奈(1)  38m10 佐藤 志保(2)  37m85 高岡 杏菜(2)  35m45 新榮 沙知子(1)  33m65 高野 桃子(2)  33m13 柾 有美(2)  31m21 酒井 舞子(2)  29m52 鈴木 知夏(2)  28m28

八王子 6 東京 1 東京 1 東京成徳 3 中大附 5 青稜 1 都大島 2 都立川ろう 6

男　子 東京 ８５点 郁文館 ５５点 八王子 ４３点 日大豊山 ３４点 桐朋 ３１点 久我山 ２６点 都片倉 ２６点 都足立新田 ２４点

女　子 東京 １７３点 八王子 １０１点 白梅学園 ２８点 都駒場 ２７．５点 早実 ２４点 順天 ２２点 日本工大駒場 １８点 都上水 １７点
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女
　
　
　
　
　
　
　
　
子

NGR：大会新記録


