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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 5/7 川面  聡大(89) 10.61/-1.2

東京・ミズノ

藤田  旭洋(93) 10.63/-1.2

東京・東京大

吉田  知央(92) 10.81/-1.2

東京・青山学院大

塚越  健太郎(88) 10.90/-1.2

東京・東京陸協

吉田  直人(93) 10.92/-1.2

東京・慶應義塾大

松島  直(93) 11.13/-1.2

東京・一橋大

小林  勇太朗(97) 11.16/-1.2

東京・創価大

２００ｍ 5/8 小木  萌人(94) 21.61/-1.6

千葉・日大

鈴木  康平(96) 21.67/-1.6

東京・中央大

糟谷  翔(94) 21.70/-1.6

東京・東京経済大

山田  真樹(97) 21.86/-1.6

東京・東京経済大

吉田  知央(92) 21.92/-1.6

東京・青山学院大

天野  規朝(98) 22.35/-1.6

東京・岩倉高

４００ｍ 5/7 山﨑  謙吾(92) 47.19

東京・モンテローザ

山木  伝説(96) 47.89

山形・日大

浅川  裕亮(95) 48.44

山梨・日大

長島  和範(98) 49.40

東京・都新宿高

飯森  祐太(98) 49.43

東京・明星高

溝口  侑平(96) 49.63

東京・日大

８００ｍ 5/8 戸澤  文也(95)  1:52.46

東京・日大

名田  篤史(96)  1:52.72

東京・日大

柴田  隆平(98)  1:52.76

東京・都東大和高

庄司  貴紀(96)  1:52.85

千葉・駿河台大

長澤  圭吾(93)  1:53.42

茨城・筑波大同好会

江原  由弘(94)  1:53.71

東京・国士舘大

田口  裕之(83)  1:54.78

東京・中大クラブ

軽部  智(94)  1:54.98

東京・東京大

１５００ｍ 5/7 木田  貴大(91)  3:54.89

東京・コモディイイダ

松枝  啓太(94)  3:56.01

東京・コモディイイダ

福島  洋佑(92)  3:56.43

東京・東京大

笹原  静也(95)  3:57.28

東京・専修走好会

服部  俊(92)  4:02.73

東京・東京陸協

尾関  理應(99)  4:04.99

東京・日大豊山高

小南  直翔(93)  4:05.33

千葉・東京大

寺田  敦(96)  4:06.17

東京・東京陸協

５０００ｍ 5/8 ﾀﾞﾝｶﾝ  ﾓｾﾞ(91) 14:14.70

東京・サンベルクス

佐藤  達也(91) 14:17.80

東京・警視庁

高谷  将弘(86) 14:25.73

東京・JR東日本

森田  知行(84) 14:26.34

東京・カネボウ

伊藤  弘毅(94) 14:27.50

東京・アサヒＨＤ

小野  智弘(84) 14:33.60

東京・東京陸協

佐藤  辰準(88) 14:38.45

東京・警視庁

合田  佳功(89) 14:41.11

東京・NTT東京

１００００ｍ 5/7 村澤  明伸(91) 30:28.42

東京・日清食品グループ

１１０ｍＨ

(1.067m)

5/7 古田  和彰(92) 14.29/-0.6

東京・バディ陸上

深川  貴司(89) 14.69/-0.6

東京・東京陸協

高畠  匠(94) 14.80/-0.6

東京・バディ陸上

柿原  仁一郎(97) 14.82/-0.6

東京・駿河台大

成澤  優雅(98) 14.88/-0.6

東京・東京高

岡本  和樹(98) 15.29/-0.6

東京・立教池袋高

谷垣  遼介(97) 15.68/-0.6

東京・工学院大

４００ｍＨ

(0.914m)

5/8 宮尾  幸太郎(91) 51.06

東京・IseA.Lab.

長谷  伸之助(96) 51.24

東京・中央大

鍜治木  峻(95) 51.26

鳥取・城西大

前野  景(91) 51.91

東京・ドーム

小川  達也(92) 55.47

神奈川・ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC

川越  広弥(97) 56.12

宮崎・城西大

３０００ｍＳＣ 5/8 中田  崇志(79)  9:40.37

東京・関東ＲＣ

袴田  翔(93)  9:53.44

東京・城西ＡＣ

川島  光陽(98) 10:12.04

東京・都雪谷高

杉浦  直斗(98) 10:42.85

東京・都文京高

走高跳 5/8 佐野  正人(85) 2m12

東京・STAC

元吉  雄基(92) 2m12

東京・ユメオミライ

加藤  舜(95) 2m06

東京・日大

小林  拓己(94) 2m06

東京・東工大

武石  健吾(87) 2m03

東京・STAC

鈴木  海平(97) 2m03

東京・東京経済大

佐藤  駿平(00) 2m00

東京・東京高

池之迫  臣(92) 2m00

東京・KAKUSEI

棒高跳 5/7 熊坂  優(98) 4m60

東京・東京高

岩川  天羽(98) 4m60

東京・明星学園高

南雲  海哉(99) 4m30

東京・明星学園高

河村  光(00) 4m10

東京・東京高

田代  海斗(99) 4m00

東京・都雪谷高

長谷川  大樹(00) 4m00

東京・東京高

白土  聖(97) 東京・国士舘大 4m00

生島  昇(99) 東京・明星学園高

走幅跳 5/8 中島  貴大(90)   7m56/+2.7

埼玉・埼玉陸協

水嶋  悠太(95)   7m53/+3.1

群馬・東京学芸大

松添  基理(96)   7m46/+1.6

神奈川・法政大

栗原  諒(88)   7m27/+2.8

東京・八王子ＡＣ

浅見  由月(98)   7m26/+3.6

東京・八王子東高

坂井  公亮(99)   7m19/+2.3

東京・八王子高

久保  淳平(86)   7m07/+2.0

東京・東京消防庁

田口  宣幸(94)   7m04/+3.2

千葉・土気TFC

三段跳 5/7 角山  貴之(85)  15m70/+1.9

東京・KAKUSEI

花谷  昂(87)  15m68/+2.4

東京・ユメオミライ

丹生谷  薫(95)  15m11/+2.0

東京・東京経済大

中川  篤志(86)  14m88/+2.3

東京・STAC

舘  一樹(97)  14m56/+3.6

東京・日大

島田  喜文(84)  14m45/+3.3

千葉・土気TFC

藤田  遼(95)  14m43/+2.6

茨城・流通経済大

井関  慶人(96)  14m31/+2.0

東京・東海大

砲丸投

(7.260kg)

5/8 栗本  恭宏(98)  13m03

東京・東京学芸大

富岡  真広(72)  12m62

東京・STAC

松永  康孝(95)  12m10

東京・法大Ⅱ部

田邊  元気(97)  11m28

東京・東京経済大

柳  明良(86)  11m22

東京・ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC

畠  純也(95)  10m99

東京・学習院大

渡部  陽太(90)   9m83

東京・STAC

円盤投

(2.000kg)

5/7 堀内  隆仁(93)  40m41

東京・慶應義塾大

岡本  祐之介(94)  36m14

東京・成蹊大

畠  純也(95)  33m24

東京・学習院大

杉野  祐太(93)  32m32

東京・学習院ＡＣ

松永  健志(98)  31m66

東京・東京成徳高

倉田  佳明(61)  31m34

東京・渋谷区陸協

ハンマー投

(7.260kg)

5/8 全員欠場

やり投

(800g)

5/7 角田  直之(94)  68m45

東京・日体大

高橋  政宏(94)  63m91

岩手・日大

中山  睦喜(94)  62m75

東京・中央大

元木  虎太郎(98)  62m31

東京・関東一高

山田  舜(96)  60m86

東京・日体大

濱登  柚希(97)  57m52

東京・国士舘大

岩佐  太一朗(93)  56m80

東京・東農大

助川  直輝(97)  56m69

東京・東京経済大

十種競技

100m-走幅跳-砲丸投-走高跳-400m

110mH-円盤投-棒高跳-やり投-1500m

5/7
5/8

平松  忠浩(85)  6669

東京・ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC

11.41/-3.2-6m97/+4.7-11m19-1m88-50.80

15.87/+2.5-35m02-4m20-46m79-5:04.39

金子  信(86)  6156

東京・ユメオミライ

11.40/-3.2-6m84/+1.4-9m89-1m85-49.06

15.01/+2.5-29m26-NM-52m05-4:39.66

森  遼河(96)  6007

東京・国士舘大

12.03/-3.2-5m85/+4.6-11m01-1m70-52.79

16.00/+2.5-30m39-3m80-47m16-4:34.85

谷垣  遼介(97)  4701

東京・工学院大

11.73/-3.2-5m89/+2.9-7m75-1m75-54.43

15.53/+2.5-16m70-NM-40m32-5:24.08

男子
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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

１００ｍ 5/7 藤森  安奈(94) 12.01/+1.9

東京・青山学院大

高森  真帆(96) 12.23/+1.9

東京・青山学院大

山内  さくら(00) 12.26/+1.9

東京・東京高

中島  沙弥香(99) 12.38/+1.9

東京・東京高

男澤  菜穂(94) 12.39/+1.9

東京・国士舘大

平川  恭歩(98) 12.43/+1.9

東京・東京高

川鍋  ゆりか(99) 12.59/+1.9

東京・白梅学園高

高橋  真由(00) 12.63/+1.9

東京・東京高

２００ｍ 5/8 高森  真帆(96) 25.04/-2.4

東京・青山学院大

上村  希実(97) 25.09/-2.4

東京・青山学院大

山内  さくら(00) 25.37/-2.4

東京・東京高

唐川  歩(98) 25.69/-2.4

東京・八王子高

平川  恭歩(98) 25.76/-2.4

東京・東京高

細野  舞香(97) 25.84/-2.4

東京・明海大

４００ｍ 5/7 安西  この実(94) 56.16

東京・東京学芸大

利藤  野乃花(95) 56.66

東京・東京学芸大

佐藤  彩夏(94) 56.76

静岡・駿河台大

千葉  有紗(95) 56.82

東京・日大

細野  舞香(97) 57.98

東京・明海大

中野  織子(99) 58.84

東京・明中八王子高

８００ｍ 5/8 陣在  ほのか(99)  2:13.86

東京・城西高

志村  美希(98)  2:14.16

東京・白梅学園高

五十嵐  恋(97)  2:15.07

東京・日本体育大学

奥田  静香(96)  2:15.76

東京・青山学院大

罍  京香(98)  2:16.70

東京・日本橋女学館高

岸  奈々子(98)  2:17.53

東京・都三鷹中等

湯淺  朋恵(99)  2:19.08

東京・都文京高

１５００ｍ 5/7 卜部  蘭(95)  4:30.57

東京・東京学芸大

中野  舞(97)  4:32.40

東京・ユニクロ

岩髙  莉奈(96)  4:38.19

東京・ＪＰ日本郵政

持丸  美佐子(98)  4:38.71

東京・錦城学園

岸  奈々子(98)  4:44.73

東京・都三鷹中等

角田  寧々(00)  4:56.93

東京・錦城学園

５０００ｍ 5/8 岩橋  優(90) 16:09.17

東京・ＪＰ日本郵政

寺内  希(96) 16:18.27

東京・ＪＰ日本郵政

柴田  千歳(91) 16:33.37

東京・ＪＰ日本郵政

１００００ｍ 5/7 唐沢  ゆり(95) 36:01.04

東京・日本体育大

１００ｍＨ

(0.838m)

5/7 大野  優衣(99) 14.01/-1.1

東京・白梅学園高

山手  美久莉(93) 14.06/-1.1

東京・国士舘クラブ

西野  愛梨(92) 14.20/-1.1

東京・東学大ARC

宮本  結衣(98) 14.94/-1.1

東京・城西高

八尋  はるか(98) 15.11/-1.1

東京・白梅学園高

古賀  あかり(99) 15.13/-1.1

東京・都駒場高

中井  優波(98) 15.32/-1.1

東京・東京高

大杉  早耶(98) 15.57/-1.1

東京・城西高

４００ｍＨ

(0.762m)

5/8 矢野  美幸(90)  1:00.79

東京・長谷川体育施設

西野  愛梨(92)  1:01.93

東京・東学大ARC

小原  千佳(98)  1:02.33

東京・白梅学園高

高橋  美帆(92)  1:02.61

東京・J.VIC

斎藤  杏里彩(96)  1:03.14

東京・法政大

長畑  瑶子(94)  1:03.51

東京・東洋大

幸村  穂野香(99)  1:05.38

東京・駒大高

田代  彩夏(98)  1:06.32

東京・白梅学園高

走高跳 5/7 栗原  理沙(98) 1m72

東京・都東大和高

楠  芽衣(94) 1m69

東京・ユメオミライ

高橋  このか(97) 1m69

東京・東京学芸大

古家  桃(94) 東京・日大 1m63

高橋  渚(00) 東京・東京高

渡辺  梨菜(98) 1m60

東京・白梅学園高

根岸  志帆(94) 1m60

東京・立大

小林  紗弓(99) 1m55

東京・都西高

棒高跳 5/7 青柳  有香(98) 3m70

東京・都雪谷高

大川  楓(95) 3m50

東京・東京学芸大

速水  舞(96) 3m40

東京・東京学芸大

小栗  七海(00) 3m10

東京・日大二高

南  光世(99) 2m90

東京・都雪谷高

走幅跳 5/8 利藤  野乃花(95)   5m87/-0.7

東京・東京学芸大

坂本  絵梨(90)   5m87/+0.9

東京・東京陸協

大野  優衣(99)   5m71/-0.7

東京・白梅学園高

所  佑香(99)   5m68/+2.5

東京・白梅学園高

鈴木  利佳(95)   5m65/+1.5

神奈川・日大

大窪  海音香(93)   5m64/-0.3

東京・ユメオミライ

内山  葉月(98)   5m51/+0.6

東京・東京高

木村  菜々子(99)   5m46/+2.7

東京・八王子高

三段跳 5/7 Clark  Tay(98)  12m83/+0.5

ＡＵＳ・オーストラリア

坂本  絵梨(90)  12m68/-0.1

東京・東京陸協

岡野  菜穂子(91)  12m43/+3.1

東京・ユメオミライ

小川  瑞穂(98)  11m72/+0.5

東京・都城東高

清田  未希(98)  11m64/+1.0

東京・岩倉高

吉原  麻優子(94)  11m51/+0.3

東京・国士舘大

冨﨑  千加(91)  11m46/+3.0

東京・STAC

所  佑香(99)  11m34/+3.8

東京・白梅学園高

砲丸投

(4.000kg)

5/8 小山田  芙由子(01)  12m80

東京・東京高

草野  夏咲(98)  12m49

東京・東京高

清水　捺帆(97)  12m03

東京・東女体大

秋山  優香(98)  11m11

東京・日体桜華高

岡野  亜美(99)  10m81

東京・八王子実践高

万波  ｱｲｼｬ(98)  10m68

東京・岩倉高

德田  沙那子(98)  10m49

東京・都三鷹中等

松尾  花(99)   9m64

東京・白梅学園高

円盤投

(1.000kg)

5/7 田中  夢乃(98)  40m24

東京・東京高

池羽  七海(95)  38m54

茨城・明海大

鈴木  亜実(95)  38m20

東京・東女体大

縞居  優生(98)  35m19

東京・都板橋高

德田  沙那子(98)  34m33

東京・都三鷹中等

吉田  結花(98)  34m10

東京・日体桜華高

山中  里佳子(98)  31m58

東京・三田国際高

永島  奏子(95)  30m37

東京・津田塾大

ハンマー投

(4.000kg)

5/8 田原  智仁(96)  46m70

秋田・明海大

田邉  祥子(98)  41m23

東京・東京高

林  純佳(89)  35m10

東京・伊藤忠商事

小林  瑞希(99)  33m88

東京・東京高

中村  真悠(99)  28m55

東京・都農芸高

大塚  すず(99)  27m87

東京・都農芸高

やり投

(600g)

5/7 宮本  紀澄(91)  52m48

NGR東京・J.VIC

万波  ｱｲｼｬ(98)  39m08

東京・岩倉高

佐藤  明菜(91)  36m15

東京・日体大

清水  悠香(98)  35m50

東京・日体桜華高

植村  純希(98)  30m41

東京・明中八王子高

尾張  希(98)  30m15

東京・都駒場高

大塚  千尋(98)  28m53

東京・明中八王子高

女子

１００ｍ 5/8 佐々木  桜輝(3) 11.18/-0.1

東京・足立十三中

渡邊  一翔(3) 11.34/-0.1

東京・青山中

楠  亮太(3) 11.35/-0.1

東京・立川一中

横井  智也(3) 11.52/-0.1

東京・東大和四中

国田  優心(3) 11.54/-0.1

東京・伊興中

宮内  勇輝(3) 11.59/-0.1

東京・篠崎中

大﨑  琉雅(3) 11.63/-0.1

東京・南六郷中

飯野  尊(3) 11.67/-0.1

東京・荏原一中

３０００ｍ 5/8 安部  柚作(3)  9:05.57

東京・本所中

野村  京太郎(3)  9:11.94

東京・文花中

津村  恵太郎(3)  9:16.81

東京・駒場東邦中

鍜治  晃(2)  9:20.27

東京・足立十一中

石川  凌羽(3)  9:20.51

東京・日野四中

白岩  幹也(3)  9:22.26

東京・志村一中

山田  龍之介(2)  9:24.06

東京・第二砂町

馬場  健斗(3)  9:25.05

東京・八王子一中

走幅跳 5/8 麻沼  慎太郎(3)   6m80/+3.1

東京・桐朋中

宮  惇十(3)   6m74/+2.5

東京・谷原中

堀口  大輔(3)   6m39/+0.7

東京・南大谷中

木下  諒(3)   6m34/+0.9

東京・あきる野西中

京角  遥都(3)   6m33/+3.3

東京・八王子五中

小出  新(3)   6m30/+2.5

東京・八王子六中

新村  俊太(3)   6m13/-0.1

東京・稲城六中

的場  穂高(3)   5m99/+1.4

東京・立石中

男子中
学

１００ｍ 5/8 田路  遥香(3) 12.74/-2.4

東京・中大附属中

鈴木  一葉(3) 12.77/-2.4

東京・深川三中

清水  羽菜(3) 12.80/-2.4

東京・調布三中

滝田  静海(2) 12.94/-2.4

東京・足立十三中

高橋  美月(3) 12.95/-2.4

東京・中村中

島野  真生(3) 13.15/-2.4

東京・十条富士見中

篠山  結夏(2) 13.17/-2.4

東京・武蔵野東中

菅原  由莉(3) 13.31/-2.4

東京・篠崎中

１５００ｍ 5/8 増渕  祐香(2)  4:46.43

東京・目黒十中

橋場  さくら(3)  4:47.14

東京・石川中

会田  佳世(3)  4:48.20

東京・銀座中

長山  優愛(3)  4:52.75

東京・東久留米中央中

吉井  香子(2)  4:52.99

東京・新宿西戸山中

坂口  愛和(3)  4:56.61

東京・赤羽岩淵中

稲垣  璃奈(3)  4:56.88

東京・南成瀬中

福田  萌心(3)  4:58.43

東京・東山中

走幅跳 5/8 布宮  花野(3)   5m33/+2.5

東京・中山中

樋口  紀代(3)   5m19/+1.4

東京・都南多摩中等

金田  悠里(3)   5m14/+0.9

東京・東綾瀬中

大和田  泉(3)   5m13/+2.2

東京・足立十四中

笠原  英花(3)   5m11/+2.6

東京・開進二中

島津  七望(3)   5m10/+1.5

東京・桜丘中

宮下  音羽(3)   5m07/+2.1

東京・日野四中

後野  百香(2)   4m95/+0.8

東京・東綾瀬中

女子中
学

１００ｍ 5/8 杉本  晴駿(5) 13.75/+1.6

東京・青戸AC

ﾍﾞｲﾄﾏﾝ  礼門(5) 13.75/+1.6

東京・府中AC

金  寛人(5) 13.95/+1.6

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

真下  毅大(5) 14.25/+1.6

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

南嶋  涼(5) 14.36/+1.6

東京・ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

堀口  太輝(5) 14.36/+1.6

東京・ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

栗原  主玖(5) 14.83/+1.6

東京・ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

中川  雄太(5) 14.85/+1.6

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

男子小
学5年

１００ｍ 5/8 花井  風河(6) 13.74/-0.7

東京・ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

三戸  優也(6) 13.92/-0.7

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

片山  大地(6) 14.10/-0.7

東京・杉並Jr.

永田  大哉(6) 14.11/-0.7

東京・いだてん

ｵﾛﾎﾞｾﾚ  裕一朗ｴﾄﾞｻ(6)14.17/-0.7

東京・東京陸協

北谷  開(6) 14.21/-0.7

東京・清新ＪＡＣ

吉岡  秀(6) 14.59/-0.7

東京・南麻布AC

男子小
学6年

１００ｍ 5/8 醍醐  未玖(5) 14.10/+3.8

東京・府中AC

二木  遥菜(5) 14.67/+3.8

東京・ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

西塚  結衣(5) 14.79/+3.8

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

天野  可蓮(5) 14.95/+3.8

東京・板橋AC

中村  彩良(5) 15.03/+3.8

東京・ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ

石川  優咲(5) 15.05/+3.8

東京・清新ＪＡＣ

下元  香凜(5) 15.10/+3.8

東京・あきる野KC

田口  瑞季(5) 15.90/+3.8

東京・チーム柴又

女子小
学5年

１００ｍ 5/8 関田  結穂(6) 13.57/-0.5

東京・武蔵野東AC

沼波  愛和(6) 13.58/-0.5

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

東  真衣(6) 13.58/-0.5

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

ｴﾋｷﾞｱﾄ  蘭ｽｰｻﾞﾝ(6) 14.03/-0.5

東京・東京ドリーム

長島  憂季(6) 14.20/-0.5

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

長島  布美子(6) 14.26/-0.5

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

鈴木  萌望香(6) 14.53/-0.5

東京・バディ陸上

女子小
学6年

凡例（NGR:大会新記録）


