
4km速度競走

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

ﾄﾗｯｸ総合

所属 記録 成績
第６６回軟式野球大会

都立八王子拓真高等学校 第２位

令和元年度全国高等学校定時制通信制総合体育大会
東京都・成績一覧

競技種目
男        子 女        子

氏名 所属 記録 成績 氏名

日本ウエルネス高等学校 第３位

第５４回陸上競技大会

100m
三上　拓人 NHK学園高等学校 １１″５６ 第３位 中里　静 都立八王子拓真高等学校 １５″１０（予選） 準決勝ＤＮＳ

鈴木　涼 科学技術学園高等学校日野 １１″８９ 準決勝 小関　莉菜 都立浅草高等学校 １５″２７ 準決勝

１４″５０ 準決勝

200m
三上　拓人 NHK学園高等学校 ２３″４６ 第４位 吉沢　　海音 大智学園高等学校 ＤＮＳ

長内　大義 都立稔ヶ丘高等学校 １１″９９ 準決勝 並木　美緒 大智学園高等学校

３４″２６

予選

松澤　龍 NHK学園高等学校 ２２″９０ 第２位 並木　美緒 大智学園高等学校 ＤＮＳ 予選

予選

400m
三島　楽人 都立六本木高等学校 ５３″２８ 第４位 船越　双葉 NHK学園高等学校 １′０７″１５

鈴木　涼 科学技術学園高等学校日野 ２３″６６ 準決勝 三須　歩佳 駿台学園高等学校

第５位

川又　拓巳 大智学園高等学校 ５５″８０ 準決勝 平田　亜耶加 都立一橋高等学校 １′０７″９７ 第７位

１′０４″３７ 第２位

800m
小山　幸広 都立小金井工業高等学校 ２′０７″７２ 第８位 岡　祐希 都立新宿山吹高等学校 ２′３４″００

前原　勇大 都立八王子拓真高等学校 ５６″１７ 準決勝 岡　祐希 都立新宿山吹高等学校

優勝

境　謙太郎 大智学園高等学校 ２′１６″８０ 準決勝 平田　亜耶加 都立一橋高等学校 ２′３９″５８ 第４位

４′２８″７１ 第９位

伊藤　拓実 都立小金井工業高等学校 ４′４９″２４ 予選

２′４１″１６ 第６位

1500m
平井　健太郎 NHK学園高等学校 ４′５１″９０ 第14位

川口　竜司 大智学園高等学校

前原　勇大 都立八王子拓真高等学校 ２′１３″３５ 準決勝 福島　百合花 都立一橋高等学校

都立世田谷泉高等学校 ＤＮＳ 予選

5000m
平井　健太郎 NHK学園高等学校 １６′４６″５２ 第５位

3000m
沖山　千織 都立稔ヶ丘高等学校 １３′４６″３１ 第５位

井上　翔子 都立一橋高等学校 １３′４３″６８ 第４位

吉元　武道 都立稔ヶ丘高等学校 １７′１４″７５ 第10位

川口　竜司 大智学園高等学校 １７′１１″００ 第８位

籾井　海杏

400mH
坂本　翔 都立荻窪高等学校 １′０９″３５ 予選

100mH
中里　静 都立八王子拓真高等学校 １８″９０ 第７位

原　千咲希 NHK学園高等学校 ＤＮＳ 予選

守安　瑞希 科学技術学園高等学校日野 ＤＮＦ ＴＲ決勝

内田　陽樹 都立本所工業高等学校 １′１１″２９ 予選

飯塚　優 科学技術学園高等学校日野 １２′４８″３２ 第16位

走高跳
安藤　嘉彦 NHK学園高等学校 １ｍ６０ 第10位

3000ｍSC
吉元　武道 都立稔ヶ丘高等学校 １０′５５″５３ 第４位

小関　莉菜 都立浅草高等学校 １ｍ２０ 第10位

柴原　一綺 NHK学園高等学校

走幅跳
藤原　彰人 NHK学園高等学校 ５ｍ８９ 第12位 船越　双葉

１ｍ３３ 第５位

NHK学園高等学校 ４ｍ４６ 第５位

馬場　大樹 都立葛飾商業高等学校 ５ｍ５６ 予選 澤村　春薫 八洲学園高等学校 ３ｍ７４

宮谷　隼人 都立稔ヶ丘高等学校 ＮＭ 予選

予選

須﨑　優翔 NHK学園高等学校 ５ｍ９３ 予選 島澤　翠 都立桐ヶ丘高等学校 ２ｍ９４ 予選

砲丸投
鈴木　雄貴 NHK学園高等学校 ９ｍ５７ 第12位

三段跳
大山　浩佑 都立稔ヶ丘高等学校 １０ｍ３５ 予選

尾畑　ひとみ 都立荻窪高等学校 ９ｍ２５ 第２位

加藤　昌宗 都立稔ヶ丘高等学校 ９ｍ７６ 第11位 小田島　沙和 都立世田谷泉高等学校

円盤投
鈴木　雄貴 NHK学園高等学校 ３１ｍ２５ 第４位 尾畑　ひとみ

６ｍ７８ 第12位

鈴木　世彩 都立一橋高等学校 ９ｍ３４ 予選

都立荻窪高等学校 ２５ｍ３６ 第２位

松本　聖 都立小金井工業高等学校 ２４ｍ３２ 予選 柴原　一綺 NHK学園高等学校 ２６ｍ２４ 優勝

青柳　希怜 都立浅草高等学校 ２１ｍ５０ 予選 小田島　沙和 都立世田谷泉高等学校 ２２ｍ６４ 第４位

４×４00m

松澤　龍 NHK学園高等学校

３′３１″８６ 第３位

都立八王子拓真高等学校

１′０６″２０ 第８位
松澤　龍 NHK学園高等学校 並木　美緒 大智学園高等学校

鈴木　涼 科学技術学園高等学校日野 小関　莉菜
４×100m

長内　大義 都立稔ヶ丘高等学校

４４″２１ 第４位

中里　静

川又　拓巳 大智学園高等学校

前原　勇大 都立八王子拓真高等学校

三島　楽人 都立六本木高等学校

都立浅草高等学校

髙屋　伸太朗 都立立川高等学校 船越　双葉 NHK学園高等学校

男女総合 第２位

総合 第３位 優勝

ﾄﾗｯｸ 第３位 第３位

ﾌｨｰﾙﾄﾞ 第12位 優勝

第５４回自転車競技大会
トラック １ｋｍTT 日下　　憲 都立橘高等学校 1分25秒92

菊池　  　喬 都立六本木高等学校 第２位

第４位

3kmＩＰ 海老澤 　厚 都立松原高等学校 4分39秒98 第２位

牧山 　きよし 都立町田高等学校 第３位

日下　　憲 都立橘高等学校 4分42秒70 第４位

海老澤・松本・木村 都立松原高等学校 1分43秒89 第４位

藤本・青木・須藤 都立新宿山吹高等学校 1分45秒78 第６位

都立松原高等学校 第３位

都立町田高等学校 第４位



ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ・ﾁｰﾑ

ﾛｰﾄﾞ総合

男子 ６５㎏級
女子 ５２㎏級
男子 ７５㎏級
女子 ６３㎏級
男子 ９０㎏級

男子 ９０㎏超級
女子 ６３㎏超級

個人

ロード 藤本・青木・須藤 都立新宿山吹高等学校 第４位

個人 菊池　  　喬 都立六本木高等学校 30分44秒131 優勝

都立町田高等学校 第５位

総　合 都立新宿山吹高等学校 第３位

藤本　優士 都立新宿山吹高等学校 31分01秒609 第６位

都立新宿山吹高等学校 第３位

都立町田高等学校 第４位

第５２回ソフトテニス大会
団体 東京Ａチーム 第５位 東京チーム ２回戦

ＮＨＫ学園高等学校 第５位

中 原 ・ 貫 井 科学技術学園高等学校日野 ４回戦 根 本 ・ 髙 木 都立一橋高等学校 ２回戦

東京Ｂチーム １回戦

個人 若 月 ・ 祝 迫 都立葛西南高等学校 ２回戦 加 藤 ･ 常 松

岩 永 ・ 内 藤 都立一橋高等学校 １回戦 小 栗 ・ 日 髙 科学技術学園高等学校日野 １回戦

下 郡 ・ 小 嶋 科学技術学園高等学校日野 １回戦 森 山 ・ 森 山 都立総合工科高等学校 ２回戦

中 安 ・ 野 口 科学技術学園高等学校日野 １回戦

砺 波 ・ 土 屋 都立稔ヶ丘高等学校 ２回戦

福 山 ･ 中 尾 ＮＨＫ学園高等学校 ４回戦

関 根 ・ 深 田 科学技術学園高等学校日野 ３回戦

都立八王子拓真高等学校 １回戦 都立大江戸高等学校 ベスト８

都立立川高等学校 ３回戦 東海大学付属望星高等学校 １回戦

第５２回卓球大会
団体 都立大江戸高等学校 第３位 都立荻窪高等学校 優勝

都立一橋高等学校 １回戦 都立桐ヶ丘高等学校 １回戦

優勝

伊集院　泰羊 都立一橋高等学校 ベスト１６ 佐藤　茉莉亜 都立一橋高等学校 ベスト１６

ｼﾝｸﾞﾙｽ 浅井　翼 都立大江戸高等学校 ベスト８ 大﨑　風和里 星槎国際高等学校

関口　栞央 東海大学付属望星高等学校 ３回戦 林　栞奈 都立桐ヶ丘高等学校 ４回戦

渡辺　大輝 日本ウェルネス高等学校 ３回戦 打越　菜々星 N H K 学園高等学校 １回戦

公森　哲郎 都立新宿山吹高等学校 ３回戦 黒田　日奈子 都立荻窪高等学校 ベスト８

朝倉　和樹 都立立川高等学校 ベスト８ 内山　理沙 都立荻窪高等学校 ３回戦

山﨑　涼太 大智学園高等学校 4回戦 外丸　李央 都立大江戸高等学校 ２回戦

菅野　秀 都立大江戸高等学校 ３回戦 門林　凛 都立大江戸高等学校 棄権

第５０回柔道大会
団体 東京Ａチーム 第５位 東京Ａチーム １回戦

武藤　順耶 大智学園高等学校 ３回戦

東京Ｂチーム ２回戦

佐藤　貴重 都立荒川工業高等学校 第５位

小湊　優希 中央国際高等学校 第３位 江原　紗月 都立浅草高等学校 １回戦

仙庭　泰成 大智学園高等学校 １回戦

石塚　尚生 都立荒川工業高等学校 第５位

高　　蕙卿　 都立荒川工業高等学校 １回戦

小松崎　雅士 都立浅草高等学校 ２回戦 西巻　美幸 飛鳥未来高等学校 第２位

上原　裕二 都立青梅総合高等学校 １回戦

第５０回剣道大会
団体 Ａチーム（選抜） 第３位 Ａチーム（選抜） 第２位

中山　駿輝 都立浅草高等学校 ２回戦

横山　遠和 都立稔ヶ丘高等学校 ２回戦 坂下　優愛 都立八王子拓真高等学校 準々決勝

Ｂチーム（選抜） 予選リーグ Ｂチーム（選抜） 準々決勝

古川　悠太 都立八王子拓真高等学校 ２回戦 坂下　歩夢 都立八王子拓真高等学校 準々決勝

小川　渓児 ＮＨＫ学園高等学校 ２回戦 坂口　瑚春 飛鳥未来高等学校池袋キャンパス 準々決勝

天野　武 科学技術学園高等学校日野 ３回戦 四條　綾子 都立稔ヶ丘高等学校 ２回戦

第４６回バレーボール大会
都立八王子拓真高等学校 ベスト８ 都立荻窪高等学校 第３位

都立浅草高等学校 1回戦 都立浅草高等学校 ベスト８

都立一橋高等学校 ベスト８

第２９回バスケットボール大会
都立浅草高等学校 第３位 都立荻窪高等学校 第２位

都立荻窪高等学校 ベスト８ 都立浅草高等学校 第３位

第２９回サッカー大会
都立世田谷泉高等学校 優勝

都立六本木高等学校 ベスト16

都立浅草高等学校 ベスト16

ｼﾝｸﾞﾙｽ 久米田　聖夜 目黒日本大学高等学校 優勝 明沼　七海 都立一橋高等学校

第２１回バドミントン大会
団体 東京チーム 優勝 東京チーム 第３位

新濃　匠海 都立荻窪高等学校 ベスト16

ベスト16

長谷川　刀麻 ＮＨＫ学園高等学校 ベスト８ 椎名　倫音 都立稔ヶ丘高等学校 ベスト16


