
氏名 所属 記録 成績 氏名 所属 記録 成績
1.陸上競技 2.陸上競技

１００ｍ 熊本　貴史 早稲田実 １０″８５ 1位 中澤　桂 武蔵野 １２″５５ 2位
小原　慎吾 早稲田実 １１″００ 3位 岩楯　英枝 武蔵野 １２″８０ 5位
小林　雄一 保善 １１″０２ 4位 服部　麻衣子 東京 １２″８０ 6位

２００ｍ 小林　雄一 保善 ２１″２４ 1位 中澤　桂 武蔵野 ２４″５４
1位（東京
高校新）

利根川　由佳 東京 ２４″９９ 4位
岩楯　英枝 武蔵野 ２５″１６ 6位

４００ｍ 西澤　惇輝 日大豊山 ４８″２７ 1位 利根川　由佳 東京 ５５″２５ 1位
石澤　苑実 多摩大聖ヶ丘 ５６″２６ 4位

８００ｍ 寺澤　嶺 東京実業 １′５７″６４ 2位 山本　沙樹 順天 ２′１３″２６ 2位
梶田　俊樹 東亜学園 １′５７″７７ 4位 川口　恵里沙 中大附 ２′１３″３８ 4位

１００ｍＨ 泉山　理美 八王子 １４″６５ 3位
鈴木　紗恵 成城学園 １４″８０ 5位

１１０ｍＨ 芳賀　智文 早大学院 １５″００ 1位
草野　広大 都駒場 １５″１３ 4位

４００ｍＨ 中野　竜 東京 ５４″３１ 6位 大槻　真己子 東京 ６２″３３ 3位
矢野　美幸 都足立新田 ６３″４７ 6位

３０００ｍｓｃ 北爪　貴志 早稲田実 ９′１８″４８ 3位
５０００Ｗ 荒木　貴寛 東京実業 ２２′５５″０８ 2位
４×１００ｍＲ 中曽根　綾香 武蔵野 ４７″１６

岩楯　英枝
湯尾　彩
中澤　桂

４×１００ｍＲ 馬場　梨花子 東京 ４７″６７
福田　景子
服部　麻衣子
利根川　由佳

４×４００ｍＲ 金輪　稜吾 東京 ３′１５″２２ 3位 大槻　真己子 東京 ３′４８″１６ 1位
清水　一伯 長戸　みな美
吉成　善也 服部　麻衣子
中野　竜 利根川　由佳

４×４００ｍＲ 栗原　諒 日大豊山 ３′１５″８３ 5位
黒木　俊
姉崎　勝
西澤　惇輝

走高跳 佐藤　恭史 日大豊山 ２ｍ０５ 1位 長　明日香 都駒場 １ｍ６１ 5位
栗原　龍 堀越 １ｍ９５ 2位
植田　寛文 八王子 １ｍ９０ 6位

走幅跳 孫　玉龍 都足立新田 ７ｍ０６ 6位 長　明日香 都駒場 ５ｍ５８ 6位
三段跳 岡本　洸平 八王子 １４ｍ５０ 6位
砲丸投 関谷　良介 東京 １５ｍ５３ 2位 鈴木　梨枝 東京 １２ｍ６３ 1位

堀川　隆 郁文館 １４ｍ２１ 4位
円盤投 森井　亮平 日体荏原 ４５ｍ６３ 1位 小嶋　美波 桜花女学院 ３５ｍ６９ 6位

木村　和博 都昭和 ４４ｍ９９ 3位
関谷　良介 東京 ４３ｍ６０ 5位

ハンマー投 小林　優斗 保善 ５４ｍ０１ 3位
脇門　孝太郎 保善 ５２ｍ３９ 6位

やり投 中根　良 日大豊山 ５７ｍ５９ 4位
８種競技 野口　徹 東京 ５２８０点 2位

団体総合 2ﾟ 09’34” 5位 1ﾟ 13’06” 11位
2ﾟ 09’41” 6位 1ﾟ 13’50” 15位
2ﾟ 12’49” 20位 1ﾟ 15’03” 19位
2ﾟ 13’24” 22位 1ﾟ 18’41” 36位
2ﾟ 16’09” 31位 1ﾟ 18’57” 38位
2ﾟ 16’39” 33位 1ﾟ 19’33” 39位南多摩

八王子
國學院久我山
拓大一
早稲田実業
東京実業
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東京
國學院久我山
修徳

1位　　（予
選:46"65東
京高校新）

4位
（予
選:47"00東
京高校新）

（東京高校
新）

拓大一

八王子
順天

競技種目
男　子 女　子

1.駅伝
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競技種目
男　子 女　子

４.体操
団体総合 東洋高校 東京 329.550 4位 藤村女子高校 284.000 優勝

品川女子学院 264.325 3位

個人総合 内村航平 東洋 113.900 2位 岡部紗季子 　藤村女子 96.025 優勝

佐藤寛朗 東洋 111.650 6位 美濃部ゆう 　藤村女子 94.075 2位

中俣　翔 京北 108.450 17位 成田　光季 　藤村女子 91.225 3位

岩田奈津希 東洋 102.600 41位 中川　英莉 　藤村女子 91.150 4位.

市原雄一郎 都立駒場 100.600 43位 小川　優実 　藤村女子 89.075 9位

ゆか 内村航平 東洋 18.950 7位 岡部紗季子 　藤村女子 24.250 1位

佐藤寛朗 東洋 18.500 8位 中川　英莉 　藤村女子 23.000 3位

中俣　翔 京北 18.200 17位 小川　優実 　藤村女子 22.750 5位

美濃部ゆう 　藤村女子 22.650 6位

あん馬 内村航平 東洋 18.800 3位

佐藤寛朗 東洋 18.350 9位

岩田奈津希 東洋 17.900 20位

つり輪 佐藤寛朗 東洋 18.850 4位

内村航平 東洋 18.700 5位

中俣　翔 京北 18.250 15位

跳馬 内村航平 東洋 18.750 6位 飯山　真衣 　品川女子 24.000 1位

佐藤寛朗 東洋 18.150 15位 岡部紗季子 　藤村女子 23.600 3位

岩田奈津希 東洋 17.650 26位 中川　英莉 　藤村女子 23.400 4位

佐藤寛朗 東洋 18.550 10位 竹内世梨奈 　品川女子 23.325 6位

平行棒（男子) 内村航平 東洋 19.550 1位 岡部紗季子 　藤村女子 23.900 1位
段違い平行棒 中俣　翔 京北 18.600 9位 美濃部ゆう 　藤村女子 23.700 2位

佐藤寛朗 東洋 18.550 10位 成田　光季 　藤村女子 23.175 4位

小川　優実 　藤村女子 22.700 6位

鉄棒(男子） 内村航平 東洋 19.150 1位 美濃部ゆう 　藤村女子 25.100 1位
平均台（女子） 佐藤寛朗 東洋 18.850 2位 岡部紗季子 　藤村女子 24.275 2位

中俣　翔 京北 18.450 11位 中川　英莉 　藤村女子 23.900 4位

成田　光季 　藤村女子 23.350 5位

3.新体操 ４.新体操
団体総合 八王子実践 15.500 6位 日女体二階堂 12.150 優勝

桐朋女子 11.100 5位

駒場学園 10.100 10位

個人総合 波多野孝典 明星 16.775 7位 高松　亜莉 　藤村女子 21.600 6位

岩本　剛 八王子実践 15.850 14位

松井　駿 同上 15.600 16位

中村祐輝 同上 15.400 17位

ロープ 引間　文佳 　東亜学園 10.925 5位

ボール 高松　亜莉 　藤村女子 11.125 4位

長田侑里乃 玉川聖学院 10.900 6位

5.バスケットボール ６.バスケットボール
京　北 Ａブロック ３位 東京成徳大学 Ａブロック 優勝

國學院久我山Ａブロック ２回戦 明星学園 Ａブロック 準優勝

早稲田実業 Ａブロック １回戦 実践学園 Ａブロック １回戦

東海大菅生 Ａブロック ２回戦 八雲学園 Ａブロック １回戦

都立駒場 Ｂブロック ３位 東亜学園 Ｂブロック 準優勝

世田谷 Ｂブロック ３位 共栄学園 Ｂブロック ３位

八王子 Ｂブロック １回戦 都立駒場 Ｂブロック ２回戦

実践学園 Ｂブロック １回戦 佼成学園女子 Ｂブロック １回戦

３．体操
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競技種目
男　子 女　子

7.バレーボール ８.バレーボール
東亜学園 優勝 八王子実践 1位

駿台学園 ベスト４ 実践学園 5位

東海大菅生 一回戦敗退 下北沢成徳 5位

高輪 一回戦敗退 文京学院大学 ベスト１６

早稲田実業 二回戦敗退 共栄学園 ベスト１６

駒大高校 一回戦敗退 北豊島 2回戦敗退

日大一高 一回戦敗退 駿台学園 2回戦敗退

聖徳学園 二回戦敗退 淑徳学園 2回戦敗退

関東第一 ベスト１６ 順心女子学園 １回戦敗退

桜美林 二回戦敗退 東京立正 １回戦敗退

安田学園 二回戦敗退 文化女子大学付属杉並 １回戦敗退

東洋 二回戦敗退 蒲田女子 １回戦敗退

東京都立東大和 １回戦敗退

東京都立駒場 １回戦敗退

９，ソフトテニス １０，ソフトテニス
団体 駒澤大 第３位 文化女子大学付属杉並 第３位

拓殖大一 第５位 拓殖大学第一 １回戦

清瀬 第５位 八王子 ２回戦

錦城学園 １回戦敗退 清瀬 １回戦

大泉 １回戦敗退 武蔵村山 １回戦

個人 外山　朋幸 森　　雅隆 清瀬 １回戦敗退 山川・江尻 文大杉並 ５回戦
宮田　新 英井　崇宏 青稜 ２回戦敗退 西詰・鈴木 八王子 ３回戦
橋本　研一 山﨑　隆宏 小石川 ２回戦敗退 松岡・中嶋 拓大一 ４回戦
太田　航平 安藤　怜生 清瀬 ２回戦敗退 工藤・小俣 文大杉並 ３回戦
荻野　雄太 小林　雄太 高島 ２回戦敗退 信田・高橋 家政大附 ２回戦
正木祐太郎 粕谷　剛史 清瀬 ２回戦敗退 浜崎・山川 文大杉並 ３回戦
丹崎　悠士 高橋　雅巳 錦城学園 ２回戦敗退 清野・金子 国本学園 ２回戦
加藤孝太郎 水島　健吾 東海大菅生 ２回戦敗退 古賀・石橋 文大杉並 ４回戦
三村　耕平 大野　省吾 拓殖大一 ２回戦敗退 宇佐美・種本 家政大 ４回戦
中川　拓哉 比護　大介 大泉 ２回戦敗退 別當・吉岡 小石川 ２回戦
貞清　将吾 張　　政弘 佼成学園 ２回戦敗退 市川・池田 文大杉並 第５位
小竿孔次郎 矢島　総一 清瀬 ２回戦敗退 渡辺・伊藤 清瀬 ３回戦
井村　俊貴 櫻井　佑樹 日大豊山 ２回戦敗退 青木・山中 八王子 ２回戦
鈴木　健太 二見　駿吾 駒澤大 ２回戦敗退 伊藤・小寺 麹町学園 ３回戦
関　　理苑 平間　正一 錦城学園 ３回戦敗退 本保・阿部 武蔵村山 ３回戦
加藤　立樹 篠田　和司 日大豊山 ３回戦敗退 横山・菅野 麹町学園 ２回戦
関　　亮平 大久保龍磨 拓殖大一 ４回戦敗退 仲野・関根 専修大附 １回戦
木虎　徹 秋本　佑介 駒澤大 ４回戦敗退 福田・設楽 文大杉並 ３回戦
横堀　誠 森　　翔平 錦城学園 ４回戦敗退 小島・堀之内 千代田女 １回戦
佐野雄一郎 宗　　洸志 清瀬 第５位 久田・石井 文大杉並 ２回戦

11.ソフトボール
正則学園 １回戦敗退 東京立正 １回戦敗退

東京成徳大学高 １回戦敗退 日出 ２回戦敗退

12.スキー
学校対抗
大回転 福田　智弘 保善 １．５６．０４ ９位 増田　怜良 早実 ２．０７．５４ ８位

深谷　僚一 成城 １．５７．７９ １７位 長谷川未佳 日大鶴ヶ丘 ２．０７．９２ １０位
武藤　良輔 立教池袋 １．５８．９４ ２４位 石田　真理 学習院　　　　　２．１１．５３ ２１位
馬場　雅哉 明星 ２．００．２２ ２７位 吉野　藍 日大二高 ２，１１．９７ ２２位
小野　循正 立教池袋 ２．０２．３２ ３６位 青木　都 早実 ２．１２．９８ ２６位
紀　　晃大 青山学院 ２．０２．９４ ３８位 久保田翔子 東洋英和 ２．１４．４８ ２９位
平山　健史 日大鶴ヶ丘 ２．０３．１１ ４０位 佐藤　由良 渋谷教育 ２．１５．３５ ３３位
三浦　知哉 拓大一高 ２．０３．７１ ４１位 藤澤　祈里 青山学院 ２．１９．２６ ３７位
石鍋　文人 法政一高 ２．０４．２４ ４５位 小山あゆみ 明星 ２．２０．７７ ４０位
松本　駿一 法政一高 ２．０４．３５ ４７位 上田　麻衣 明星 ２．２１．５４ ４３位
佐藤　慧 明星 ２．０６．９６ ５５位
太田　和樹 早大学院 ２．０８．５６ ６０位
金城　和樹 駒場学園 ２．０９．０４ ６２位
中村　光希 桐朋 ２．０９．４４ ６５位
大場　貴徳 京華 ２．０９．４８ ６６位
登坂遼太郎　 日大三高 ２．１０．４２ ７０位
北畠　冬馬 立教池袋 ２．１０．８９ ７１位
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男　子 女　子

八木　健介 明星 ２，１１，７７ ７４位
丸山　陸 駒場学園 ２．１３．４４ ７７位
前田健一朗 明星 ２，１５，５９ ８１位
篠原　周茂 中大付属 ２．１５．６９ ８２位
川端亮太朗　 成城学園 ２．１７．０４ ８４位
高桑　晋 明星 ２．１７．４８ ８６位
高橋　大悟 桐朋 ２．１８．３９ ８７位
大宮　文徳 日大二高 ２．１８．４１ ８８位
漆間　達哉 本郷 ２．１９．７５ ９０位
牛久保　慧 麻布 ２．２１．６４ ９３位
内海　潤也 本郷 ２．３１．３７ ９８位

回転 三浦　知哉 拓大一高 １．４７．４２ １３位 増田　怜良 早実 １．５１．０５ ５位
武藤　良輔 立教池袋 １．４７，８８ １４位 吉野　藍 日大二高 １．５１．９３ ８位
福田　智弘 保善 １．４９，０８ １６位 石田　真理 学習院　　　　　１．５２．１４ ９位
小野　循正 立教池袋 １．４９．１８ １７位 長谷川未佳 日大鶴ヶ丘 １．５２．３８ １０位
馬場　雅哉 明星 １，５２，０２ ２７位 望月　藍香 明星学園 １．５５．９０ １４位
平山　健史 日大鶴ヶ丘 １．５７，１９ ３２位 久保田翔子 東洋英和 ２．００，５９ ２２位
丸山　陸 駒場学園 ２，０２，２３ ４０位 瓦井　麻夏 共立女子 ２．０１．４０ ２５位
志和　昇平 早実 ２．０３．５５ ４１位 浅野　由希 日大二高 ２．０５，０８ ３０位
中村　光希 桐朋 ２．０６，１６ ４７位 上田　麻衣 明星 ２．０８．２４ ３５位
登坂遼太郎　 日大三高 ２．０９．５５ ４９位 小山あゆみ 明星 ２．０９．５５ ３６位
中野　純希 日大二高 ２．１２．１８ ５３位
松永　幹生 明星 ２．１４．３０ ５５位
飯高　文太 日大豊山 ２．１４．９０ ５７位
小山　梓 中大付属 ２．１６．７２ ５８位
川端亮太朗　 成城学園 ２．１７．６８ ６２位
八木　健介 明星 ２．１８．４１ ６３位
馬場　裕幸 明星 ２，１９．６１ ６４位
増田　将也 日大三高 ２．１９．６２ ６５位
佐藤　駿介 桐朋 ２．２３．１９ ６７位
田崎　翔 立教池袋 ２．２４．３５ ７０位
太田　和樹 早大学院 ２．３８．０３ ８０位
田辺　英 中大付属 ２．５６．４７ ８７位
松尾　 裕樹 日大鶴ヶ丘 ２．５８．４１ ８８位
西山　幸彦 暁星 ３．２６．７０ ９１位
内海　潤也 本郷 ３．２７．２２ ９２位

ﾌﾘｰ
男-15㎞
女-10㎞
ｸﾗｼｶﾙ 中森　崇嘉 明大明治 ３７．０６．１ １５位 塩崎　唯 クラーク国際 ２７．４０．９ １１位
男-10㎞ 上野　祐樹 豊島学院 ３８．０２，０ １９位 三木　綾子 クラーク国際 ３４．４５．９ ２２位
女-  5㎞ 渡辺　宏平 豊島学院 ３９．４０．６ ２８位

鈴木　能法 明大明治 ３９．４９．２ ２９位
臼居　航 豊島学院 ４０．５６．８ ３５位
神田　優 明大中野 ４３．２２．６ ４２位
米脇　隆生 明大明治 ４４．５６．５ ４６位
加藤　祐輔 明大明治 ４５．５４．６ ５０位
西部　裕人 クラーク国際 ４６．０８．５ ５１位
和田　裕紀 豊島学院 ４６．２７．６ ５４位
藤井　駿 豊島学院 ４７．３９．０ ５６位
加藤　健介 豊島学院 ５２．５８．５ ５８位
金子　朋弘 クラーク国際 ５３．１１．７ ５９位
福永　俊一 本郷 ５４．１２．１ ６０位
神田　知政 豊島学院 ５５．２３．１ ６１位
石井　淳也 法政一高 ５６．２８．２ ６４位
関野　雅弘 本郷 ５６．３０．９ ６５位
西村　尚将 明大明治 ５６．４１．７ ６６位
平岡　治樹 クラーク国際 ６５．４５．６ ６７位
渡辺　諒二 クラーク国際 ６９．１８．２ ６８位

ﾘﾚｰ 豊島学院 　 ８位
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競技種目
男　子 女　子

13.スケート
男女共に不参加でした。

13.ｱｲｽﾎｯｹｰ １回戦　法政一高　対　武相　０対１９　日大鶴ヶ丘　対　東京学館　８９対０　
２回戦　日大鶴ヶ丘　対　早稲田実業　２対３

　 準決勝　早稲田実業　対　埼玉栄　２対６
３位決定戦　早稲田実業　対　日光　０対３　

14.卓球 1５.卓球
団体 実践学園 ベスト８ 淑徳学園 １位優勝

日大豊山 ２回戦敗退 武蔵野 ２位

安田学園 １回戦敗退 文大杉並 ２回戦

明中八王子 １回戦敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ 高岡諒太郎 実践学園 ベスト８ 前原麻芳 淑徳学園 ２位

定岡恭平 実践学園 ３回戦敗退 岡野あいみ 武蔵野 ３位

佐藤寛起 実践学園 ２回戦敗退 原田智美 武蔵野 ５位

小松悠希 実践学園 ２回戦敗退 渡辺　薫 武蔵野 ５位

秋田英順 実践学園 ２回戦敗退 菊池さやか 武蔵野 ４回戦

清水喜巳 日大豊山 ベスト８ 平澤祥子 淑徳学園 ３回戦

石井良助 安田学園 4回戦敗退 立岩美季 淑徳学園 ２回戦

加藤大輔 東海大菅生 1回戦敗退 榊原　恵 武蔵野 ２回戦

川上祐平 実践学園 ２回戦敗退 熊谷衣里子 武蔵野 ２回戦

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 清水・阿部 日大豊山 ベスト８ 熊谷・榊原　 武蔵野 １位優勝

高岡・森 実践学園 ２回戦敗退 渡辺・原田 武蔵野 ３位

定岡・佐藤 実践学園 ２位 岡野・白鳥 武蔵野 ５位

秋田・羽田 実践学園 ３回戦敗退 立岩・秋草 淑徳学園 ２回戦

佐藤・小松 実践学園 ２回戦敗退 菊池・尾竹 武蔵野 ２回戦

16.軟式野球
早稲田大学高等学院 ３位

芝 １回戦敗退

17.ラグビー
國學院久我山　Ａブロック ２位

成蹊 Ｃブロック ２位

東京朝鮮 Ｄブロック ２位

本郷 Ｅブロック １位

東京 Ｆブロック １位

明大中野 Ｇブロック ３位

18.サッカー
帝京 優勝
国士舘 準優勝

19.ハンドボール
東海大菅生 ２回戦 文大杉並 ベスト８

明　星 ２回戦 白梅学園 １回戦

都立葛西南 １回戦 佼成学園女子 ２回戦

八王子 １回戦 明　星 １回戦

立教女学院 １回戦

21.バドミントン
学校対抗 関東第一 準優勝 日本橋女学館 ﾍﾞｽﾄ8 3回戦敗退

淑徳巣鴨 2回戦敗退 淑徳巣鴨 2回戦敗退

八王子 1回戦敗退 関東第一 ﾍﾞｽﾄ8 3回戦敗退

実践学園 2回戦敗退 八王子 ２回戦敗退

錦城 2回戦敗退 蒲田女子 １回戦敗退
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競技種目
男　子 女　子

22柔道
団体 世田谷学園 第三位

修徳 第五位

国士舘 決勝トーナメント進出

足立学園 第五位

明大中野 予選リーグ敗退

八王子学園 予選リーグ敗退

東海大付高輪台 予選リーグ敗退

工学院大学附属 決勝トーナメント進出

日体荏原 予選リーグ敗退

無差別 佐々木　貴義 国士舘 １回戦敗退

甲斐　弘太 世田谷学園 優勝

48㎏ 浅香　夕海 藤村女子 優勝

小原　優紀 淑徳 １回戦敗退

52㎏ 竹内　薫 淑徳 準優勝

三浦　理沙 渋谷教育学園渋谷 １回戦敗退

57㎏ 小原　奈美 淑徳 第三位

赤嶺　道代 淑徳 ２回戦敗退

63㎏ 貝沼　麻衣子 淑徳 優勝

渡辺　華奈 渋谷教育学園渋谷 ２回戦敗退

70㎏ 峰松　春奈 都立駒場 ２回戦敗退

唐鎌　千鶴 帝京 ２回戦敗退

78㎏ 三戸　彩渚 日大三 第三位

向後　圭美 淑徳 １回戦敗退

78㎏超 杉渕　りずみ 帝京 優勝

宍戸　清恵 渋谷教育学園渋谷 １回戦敗退

23.剣道
団体 高輪 ベスト８ 修徳 一次リーグ２位

東海大学菅生 ベスト１６ 国士舘 一次リーグ２位

東京成徳大学 一次リーグ３位 文化女子大学附属杉並 一次リーグ３位

国士舘 第３位 拓殖大学第一 一次リーグ２位

修徳 一次リーグ２位 東京都立武蔵村山 一次リーグ３位

國學院大学久我山 一次リーグ２位 東海大学菅生 一次リーグ３位

日本大学豊山 一次リーグ２位 東京成徳大学 一次リーグ２位

東京都立富士 一次リーグ３位 東京都立富士 一次リーグ２位

郁文館 一次リーグ２位 八王子実践 一次リーグ３位

個人 石田　雄二 高輪 第３位 力武　あゆみ １回戦敗退

三浦　慎二 高輪 ２回戦敗退 池田　咲絵 １回戦敗退

今濵　真太郎 ２回戦敗退 宮田　麻由美 １回戦敗退

長濱　繁樹 修徳 １回戦敗退 沼田　知里 修徳 １回戦敗退

24水泳

氏名 所属 記録 成績 氏名 所属 記録 成績
50m自 小林　拓矢 海城 23.96 ２位 長瀬美智子 八王子 27.46 ５位

水口　佳明 日大豊山 24.66 ８位 西村　香澄 竹早 27.55 ８位

広瀬　勇気 日大豊山 24.24 ４位 片倉優里奈 藤村女子 27.33 ３位

山名　　佑 八王子 24.60 ６位 亀崎　祐未 早稲田実業 28.00 28位

砂村　勇太 早大学院 24.72 １０位 田中　綾音 早稲田実業 27.77 １６位

小堀　恭平 雪谷 24.83 １２位 森山　　瞳 東洋英和 27.98 27位

宮永　和也 堀越 25.06 １６位 坂本　貴代 桐ヶ丘 予選失格

大川　悠太 雪谷 25.09 １８位 亀田　　萌 聖心女子学院 27.94 24位

土方なつき 都・駒場 27.87 22位

100m自 大崎　瑛人 淑徳巣鴨 52.29 １位 小林　明澄 九段 59.67 １２位

大金　　基 早稲田実業 54.28 ９位 西村　香澄 竹早 59.56 ７位

水口　佳明 日大豊山 53.48 ６位 片倉優里奈 藤村女子 1:00.48 27位

小林　啓介 早稲田実業 53.75 １１位 永井　尚美 早稲田実業 1:00.11 １９位

鈴木　大介 日大豊山 53.86 １３位 長瀬美智子 八王子 59.90 １５位

小倉　隆幸 八王子 54.94 ３０位 亀田　　萌 聖心女子学院 1:00.20 22位

小林　拓矢 海城 56.19 １０位 星　亜有美 早稲田実業 1:00.34 25位

伊藤　直人 淑徳巣鴨 55.00 ３１位 山本沙也加 武蔵野 1:00.14 ２０位

酒井　宏大 八王子 53.78 １２位

益田　浩平 淑徳巣鴨 53.68 ７位

村松　由規 世田谷学園 52.66 ２位

200m自 大崎　瑛人 淑徳巣鴨 1:53.09 ２位 青木　美幸 東京立正 2:08.01 ６位

拓殖大学第一
東京成徳大学
拓殖大学第一東京成徳大学

競技種目
男        子 女        子
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大金　　基 早稲田実業 1:58.03 ９位 小林　明澄 九段 2:08.53 ７位

原元　一樹 堀越 1:57.83 １５位 朝井　槇子 玉川学園 2:08.65 ８位

鈴木　大介 日大豊山 1:57.75 １２位 宮里　　輝 府中 2:08.94 １１位

舘田　智也 東京成徳大 1:59.00 ２１位 永井　尚美 早稲田実業 2:09.99 22位

佐藤新之助 日大豊山 1:59.53 ２３位 加藤　亜美 品川女子学院 2:10.36 １０位

酒井　宏大 八王子 1:58.44 １０位 大日方春菜 井草 2:10.07 23位

森田　一輝 都・駒場 2:00.07 ２６位 林　ひとみ 武蔵野 2:13.06 34位

400m自 小林　勇斗 日大豊山 4:06.73 ６位 山中　　薫 麹町学園女子 4:20.72 １位

池田　慶太 淑徳巣鴨 4:09.16 ８位 作道　　舞 藤村女子 4:23.60 ３位

新田　大将 堀越 4:11.27 20位 朝井　槇子 玉川学園 4:29.86 ９位

上原　大悟 日大二 4:07.80 １１位 吉田　恵理 武蔵野 4:29.26 ８位

木幡　　開 淑徳巣鴨 4:01.34 １位 田口志麻子 八王子 4:26.44 ５位

舘田　智也 東京成徳大 4:12.34 22位 冨樫　愛美 国分寺 4:32.67 １８位

須藤　勝也 東京立正 4:13.70 27位 青木　美幸 東京立正 4:29.21 １１位

佐藤　寛之 八王子 4:15.96 ３０位 宮里　　輝 府中 4:38.40 30位

男-1500m自 上原　大悟 日大二 16:24.41 １１位 山中　　薫 麹町学園女子 8:59.87 ２位

女-800m自 池田　慶太 淑徳巣鴨 16:16.30 ６位 作道　　舞 藤村女子 9:01.95 ４位

﨑村　　亘 日大豊山 16:21.65 ８位 吉田　恵理 武蔵野 9:19.89 １４位

新田　大将 堀越 16:26.34 １３位 恩田　一実 八王子 9:23.91 １７位

井上　真悟 世田谷学園 17:04.00 ２６位 田口志麻子 八王子 9:08.87 ７位

伊藤　　巧 八王子 16:43.42 １９位 平楽　香織 堀越 9:26.60 １９位

佐藤　寛之 八王子 16:38.06 １５位 田中　麻澄 三鷹 9:27.66 ２１位

中西　順悟 大東文化第一 17:05.05 27位 山下　千弥 翔陽 9:34.10 26位

100m背 深山　元聡 東大和 59.05 ６位 田中英里子 早稲田実業 1:04.68 ３位

押田　修平 淑徳巣鴨 59.53 ８位 熊澤　歩美 富士森 1:06.03 １２位

小倉　隆幸 八王子 1:00.03 １５位 矢ケ崎萌美 淑徳巣鴨 1:04.91 ６位

小坂　真軌 八王子 1:00.85 １９位 高柳　玲子 東京立正 1:06.83 ２１位

小堀　恭平 雪谷 1:00.82 １８位 伊藤　　咲 新宿 1:06.22 １０位

福崎　駿介 堀越 1:01.28 ２３位 大橋　　舞 八王子 1:05.82 １１位

井上　慶太 早稲田実業 1:02.24 ３１位 青木　恵美 武蔵野 1:07.97 38位

堀　　　暢 早稲田実業 1:01.36 24位 松井　聡子 大泉 1:10.48 48位

200m背 押田　修平 淑徳巣鴨 2:10.02 ７位 熊澤　歩美 富士森 2:21.23 １３位

深山　元聡 東大和 2:10.40 ９位 大橋　　舞 八王子 2:21.02 １２位

小坂　真軌 八王子 2:11.67 20位 高柳　玲子 東京立正 2:23.31 １９位

野田　仁志 日大豊山 2:12.84 22位 伊藤　　咲 新宿 2:20.45 ８位

福崎　駿介 堀越 2:13.62 ２３位 青木　恵美 武蔵野 2:25.72 29位

生方　恭平 武蔵野 2:15.11 27位 堤　　唯香 藤村女子 2:24.47 24位

柏木　慶彦 青山学院 2:15.93 ３０位 根本　美里 都・駒場 2:25.03 27位

福崎　敬祐 世田谷学園 2:17.23 35位 小川　夏季 志村 2:21.77 １６位

100m平 稲田　正明 日大豊山 1:06.89 １１位 川田　夏海 八王子 1:12.64 ６位

山田　浩貴 日大豊山 1:06.78
予選９位
決勝棄権 山﨑　　愛 藤村女子 1:13.78 １０位

佐瀬　隼平 世田谷学園 1:07.12 14位 藤本　紗綾 武蔵野 1:13.45 ８位

鈴木　　慧 早稲田実業 1:06.45 ６位 越山あゆ美 武蔵野 1:12.37 ４位

竹内　元樹 玉川 1:08.27 33位 佐藤亜沙美 共立女子第二 1:14.07 １３位

橋本　悠佐 目黒学院 1:06.83 ７位 深瀬美沙子 早稲田実業 1:14.54 １８位

竹下　祐矢 都・駒場 1:08.13 ３０位 長岡裕里子 品川女子学院 1:14.79 ２１位

吉田　裕平 八王子 1:07.43 １８位 大門由里菜 八王子 1:15.97 27位

200m平 山田　浩貴 日大豊山 2:20.57 ３位 藤本　紗綾 武蔵野 2:31.22 ３位

﨑村　　亘 日大豊山 2:21.38 ５位 越山あゆ美 武蔵野 2:35.94 ６位

橋本　悠佐 目黒学院 2:24.23 ９位 佐藤亜沙美 共立女子第二 2:38.36 １０位

佐瀬　隼平 世田谷学園 2:23.92 １３位 深瀬美沙子 早稲田実業 2:38.61 １２位

堺　　亮介 国際キリスト 2:28.06 28位 川田　夏海 八王子 2:36.45 ７位

吉田　裕平 八王子 2:26.95 24位 山﨑　　愛 藤村女子 2:35.68 ５位

筒井　洋玄 日大三 2:27.24 25位 中野理香子 女子聖学院 2:46.80 29位

竹内　元樹 玉川 2:27.98 ２６位 嘉村　咲希 東京立正 2:50.38 34位
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競技種目
男　子 女　子

100mﾊﾞﾀ 小林　啓介 早稲田実業 55.86 ５位 石田　麻奈 品川女子学院 1:01.69 １位

大関健太郎 都・目黒 56.82 １３位 澤田　絵美 八王子 1:05.17 23位

太田　　集 東京立正 57.40 １９位 田中　綾音 早稲田実業 1:05.02 22位

広瀬　勇気 日大豊山 55.57 ３位 土方なつき 都・駒場 1:04.54 １７位

村松　弘基 武蔵野 57.65 ２１位 吉田　育未 品川女子学院 1:05.21 24位

荒川　　亮 都・駒場 57.79 ２３位 土方かおり 東京立正 1:06.34 31位

栁原　宣彦 日大櫻丘 57.36 １８位 藤野　愛里 田無 1:05.65 27位

原野　寛幸 日大豊山 58.79 38位 西脇沙由里 武蔵野 1:04.46 １５位

砂村　勇太 早大学院 56.89 １０位

村松　由規 世田谷学園 54.70 ２位

中山　武久 淑徳巣鴨 56.41 ８位

200mﾊﾞﾀ 佐野　公英 八王子 2:02.78 ２位 石田　麻奈 品川女子学院 2:15.43 ３位

太田　　集 東京立正 2:05.90 ８位 藤野　愛里 田無 2:21.79 １９位

大関健太郎 都・目黒 2:07.32 １５位 桑端　幸永 武蔵野 2:19.45 ９位

長谷川直紀 日大豊山 2:07.97 20位 山﨑　理恵 明星 2:20.70 １４位

村松　弘基 武蔵野 2:07.80 １８位 澤田　絵美 八王子 2:23.46 24位

佐藤新之助 日大豊山 2:12.52 32位 古田　菜倫 武蔵野 2:26.14 27位

一栁　徳孝 東京成徳大 2:12.72 33位 塩谷　理紗 八王子 2:25.59 26位

鴇崎　　悟 新宿 2:15.18 42位 河原　叶芽 富士見丘 2:27.40 29位

中山　武久 淑徳巣鴨 2:00.31 １位

200m個人 山田　泰士 世田谷学園 2:12.95 １０位 田中英里子 早稲田実業 2:21.92 ８位

ﾒﾄﾞﾚｰ 高橋　佑太 日大豊山 2:09.20 ５位 坂井菜穂子 東京立正 2:19.86 ４位

里村　隆気 日大豊山 2:11.33 ９位 高橋　彩可 淑徳巣鴨 2:20.90 ６位

益田　浩平 淑徳巣鴨 2:10.50 ８位 長岡裕里子 品川女子学院 2:21.45 ７位

佐野　公英 八王子 2:07.96 ３位 篠宮　千夏 八王子 2:25.22 １９位

永峰　圭晃 早稲田実業 2:12.56 １６位 木下　綾乃 東大附属 2:23.03 １０位

中西　順悟 大東文化第一 2:14.50 22位 大島　　京 早稲田実業 2:18.27 ２位

牧内　英気 堀越 2:21.55 42位 栗真　千里 都・駒場 2:24.66 １５位

山﨑　理恵 明星 2:24.77 １６位

中村　咲子 東京立正 2:16.66 １位

400m個人 山田　泰士 世田谷学園 4:35.80 ７位 木下　綾乃 東大附属 4:59.97 ７位

ﾒﾄﾞﾚｰ 小林　勇斗 日大豊山 4:35.00 ６位 高橋　彩可 淑徳巣鴨 4:55.69 ４位

木幡　　開 淑徳巣鴨 4:37.33 ８位 大島　　京 早稲田実業 4:53.96 ３位

高橋　佑太 日大豊山 4:38.33 １１位 坂井菜穂子 東京立正 4:53.51 ２位

里村　隆気 日大豊山 4:39.35 １３位 篠宮　千夏 八王子 5:03.71 １１位

永峰　圭晃 早稲田実業 4:45.85 22位 細田　美妃 藤村女子 5:08.57 １６位

井上　　奨 永山 4:56.38 33位 伊藤ひかり 武蔵野 5:08.20 １５位

井本　翔太 早稲田実業 5:42.19 27位 薄井亜也香 八王子 5:08.85 １７位

中村　咲子 東京立正 4:48.28 １位

400mﾘﾚｰ 淑徳巣鴨 3:32.94 ２位 早稲田実業 3:57.16 ２位

日大豊山 3:35.86 ５位 品川女子学院 3:58.03 ４位

早稲田実業 3:40.99 １２位 藤村女子 4:02.05 ９位

八王子 3:36.62 ６位 八王子 4:04.02 １０位

堀越 3:41.64 １９位 武蔵野 4:04.93 １６位

日大櫻丘 3:42.15 ２１位 九段 4:06.19 ２１位

世田谷学園 3:37.01 ７位 都・駒場 4:05.42 ２０位

都・駒場 3:43.82 ２６位 東京立正 3:59.15 ６位

800mﾘﾚｰ 淑徳巣鴨 7:40.20 ２位

早稲田実業 7:57.54 ８位

日大豊山 7:52.06 ６位

堀越 8:04.55 １７位

八王子 7:59.17 １１位

世田谷学園 8:01.07 １５位

日大櫻丘 8:22.33 ３０位

日体荏原 8:16.77 28位
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競技種目
男　子 女　子

400m 日大豊山 4:01.83 １２位 早稲田実業 4:20.57 ４位

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 淑徳巣鴨 3:53.92 ３位 八王子 4:22.34 ７位

八王子 4:02.54 １０位 武蔵野 4:26.88 １１位

早稲田実業 3:54.63 ４位 品川女子学院 4:26.36 １０位

世田谷学園 3:55.42 ５位 東京立正 :. 予選失格

武蔵野 4:03.53 １５位 藤村女子 4:25.96 ９位

都・駒場 4:07.19 ２３位 都・駒場 4:30.73 １５位

日体荏原 4:07.26 24位 堀越 4:40.51 ２６位

学校対抗 淑徳巣鴨 ８３点 ２位 早稲田実業 ４４点 ３位

日大豊山 ５０点 ４位 東京立正 ３７点 ５位

世田谷学園 ２８点 ６位 品川女子学院 ２６点 ８位

飛板跳込 小島　弘江 日大鶴ヶ丘 ３７９．７５点j ３位

住田　知穂 翔陽 ３０６．３点 ６位

高飛込 小島　弘江 日大鶴ヶ丘 ３６６点 ３位

住田　知穂 翔陽 ２６５点 １１位

25.相撲
団体 明治大学附属中野高等学校 準優勝

足立新田高校 ベスト１６

拓殖大学第一高校 予選落ち

東京学園高校 予選落ち

成城高校 予選落ち

個人・軽量級長谷川　順 足立新田 優勝

河野　彰人 足立新田 第３位

個人・重量級松島　隆晴 明大中野 第５位

酒井　健吾 明大中野 第５位
個人・無差別級 君嶋　祐次 足立新田 第３位

南雲　学人 明大中野 第５位

26.弓道
団体 早稲田実業 ベスト３２ 慶應義塾女子 ベスト１６

國學院久我山 ベスト３２ 吉祥女子 ベスト３２

立正 ベスト３２ 早稲田実業 ベスト３２

早稲田 ベスト３２ 國學院久我山 ベスト３２

城北学園 予選敗退 晴海総合 予選敗退

個人 湯山　可奈子 吉祥女子 第３位

白尾　智希 吉祥女子 第６位

大藤　友季恵 國學院久我山 第７位

27.レスリング
学校対抗 京北 ８位

関東第一 １１位

足立学園 １１位

國學院久我山 １５位

大森学園 ２１位

ﾌﾘｰ 55㎏ 綾　　千春 関東第一 ８位

66㎏ 中井伸一 京北 ２位

74㎏ 兵藤恵介 足立学園 ２位

酒井基成 関東第一 ３位

84㎏ 池田　理 国学院久我山 ３位

96㎏ 牧原拓也 大森学園 ５位

留　　志賢 京北 ７位

120㎏
ｸﾞﾚｺ 50㎏

55㎏
66㎏
74㎏ 井上雄策 関東第一 １位

84㎏
96㎏ 西村誠一 自由ヶ丘学園 ２位

120㎏ 寺田祐太 東京工業 ２位

28.ホッケー
早稲田高等学院 １回戦敗退 成城学園 １回戦敗退

出場権獲得戦
敗退
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競技種目
男　子 女　子

29.テニス
団体 東海大学菅生 ３回戦 富士見丘 優勝

早稲田実業 ３回戦 共栄学園 ３回戦

堀越 ３回戦 堀越 ３位

成蹊 １回戦 早稲田実業 ２回戦

ｼﾝｸﾞﾙｽ 大野　貴央 東海大菅生 １回戦 内藤　陽子 堀越 ３位

鷹觜　遼平 東海大菅生 ３回戦 河合　美佳 共栄学園 ３回戦

大橋　諒介 堀越 ２回戦 横田　那津美 堀越 ３回戦

粟谷　尚生 早稲田実業 ２回戦 大竹　志歩 富士見丘 ２回戦

綿貫　裕介 東海大菅生 優勝 市川　有紗 富士見丘 １回戦

竹島　駿朗 東海大菅生 １回戦 平田　愛美 富士見丘 ２回戦

荘司　洋平 ICU １回戦 瀧田　美奈 立川 １回戦

高梨　祐宏 東海大菅生 ２回戦 佐瀬　あいか 早稲田実業 １回戦

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 大野・綿貫 東海大菅生 ３位 河合・下村 共栄学園 ３位

小副川・大橋 堀越 ２回戦 滝村・関 富士見丘 ３位

高梨・石黒 東海大菅生 ２回戦 内田・大竹 富士見丘 優勝

鷹觜・竹島 東海大菅生 ３位 丸田・木川 共栄学園 １回戦

30ウエイトリフティング
５６kg 早水　研史朗 東京学園 １６０kg ７位

岡戸　壌示 東亜学園 １３９kg １３位

６２kg 渥美　智也 東京学園 １６５kg １４位

大津　和憲 東亜学園 失格 なし

６９kg 畑　尚志 東京学園 １５５kg １６位

比嘉　俊一 東亜学園 失格 なし

７７kg 米谷　尚史 東亜学園 １９８kg ９位

栗原　正太郎 東亜学園 １０７kg １５位

遠山　太 東京学園 １２０kg １１位

８５kg 工藤　隆之 東亜学園 １６３kg ９位

遠山　太 東京学園 １２０㎏ １１位

９４kg 高橋　和裕 東亜学園 １７３kg ７位

32ボクシング
団体
ﾓｽｷｰﾄ 生田目暁大 駿台学園 １位

金　仁樹 東京朝鮮中高級学校 １回戦敗退

ﾗｲﾄﾌﾗｲ 中島知洋 都立野津田 １回戦敗退

松崎史也 駿台学園 １回戦敗退

ﾌﾗｲ 野崎雅光 南多摩定時 １位

清水悠生 駿台学園 ３位

ﾊﾞﾝﾀﾑ 杉田大祐 駿台学園 １回戦敗退

李　成浩 東京朝鮮中高級学校 ３位

ﾌｪｻﾞｰ 柳本成秀 駿台学園 １回戦敗退

滝沢寛樹 駿台学園 ３位

ﾗｲﾄ 内田丈博 駿台学園 １回戦敗退

金原俊秀 駿台学園 ３位

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ 趙　栄貴 東京朝鮮中高級学校 ２位

山口貴也 駿台学園 １位

ｳｪﾙﾀｰ 洪　昌極 東京朝鮮中高級学校 １位

李　英行 東京朝鮮中高級学校 １回戦敗退

ﾐﾄﾞﾙ 坂口洋二 多摩大附属聖ヶ丘 ３位

33.ボート

舵手付きクオドルプル
中央大附属杉
並高校 4'28"15 敗者復活落ち

舵手付きクオドルプル 学習院高等科 3'44"55 敗者復活落ち

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 阿部・駒 学習院高等科 3'31"93 準決勝4着

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 矢作 学習院高等科 3'46"73 準決勝4着

34.自転車
ﾄﾗｯｸ ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 昭和第一 1'25"229 第10位

八王子工 1'24"668 第8位

日大豊山 1'25"369 第11位

小平西 1'36"460 第21位
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4km速度競走 石川真浩 昭和第一 第9位

園部来夢 八王子工 第5位

松橋慶太郎 日大豊山 予選落ち

野村徳光 日大豊山 予選落ち

小林拓斗 中央学院 予選落ち

ｽｸﾗｯﾁﾚｰｽ 假谷　岳 練馬工 第14位

吉越優太 昭和第一 予選落ち

其田一輝 城北 予選落ち

小峰宏基 昭和第一 予選落ち

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 三枝謙一 八王子工 第18位

若生正剛 昭和第一 予選落ち

１㎞Ｔ・Ｔ 伊藤将平 昭和第一 1'15"675 第16位

横山　徹 昭和第一 1'17"474 第19位

スプリント 大石祥雄 八王子工 第5位

濱中　翼 昭和第一 1回戦敗退

田中具視 昭和第一 1回戦敗退

大森直也 関東一 予選落ち

山本孝介 江戸川 予選落ち

３㎞ 鳥海智大 昭和第一 4’02”286 第11位

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ蛭間大祐 日大豊山 4'01"748 第10位

ﾊﾟｰｼｭｰﾄ
ｹｲﾘﾝ 長沼謙太 昭和第一 第6位

今井一誠 昭和第一 2回戦敗退

飽田幸弘 多摩 1回戦敗退

小湊大介 日大豊山 第8位

500mTT 岩渕亜里那 八王子工 44”726 第3位

保科飛鳥 多摩 49"809 第4位

2㎞ 大久保麻美 八王子工 3'19"588 第3位

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ 佐藤美和 八王子工 3'15"784 第2位

ﾊﾟｰｼｭｰﾄ
ロード個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ鳥海智大 昭和第一 第30位

小峰宏基 昭和第一 第31位

三枝謙一 八王子工 第8位

石川真浩 昭和第一 第41位

園部来夢 八王子工 第37位

小林拓斗 中央学院 第42位

松橋慶太郎 日大豊山 第25位

若生正剛 昭和第一 D.N.S.

野村徳光 日大豊山 D.N.F.

長沼謙太 昭和第一 D.N.F.

蛭間大祐 日大豊山 D.N.F.

伊藤将平 昭和第一 D.N.F.

山本孝介 江戸川 第55位

富川雅人 小平西 D.N.F.

児玉賢治 日大豊山 D.N.F.

中村悠介 成城 D.N.F.

百瀬　亮 成城 D.N.F.

其田一輝 城北 D.N.F.

35.ライフル射撃
団体ＡＲ 明大中野 1674 第７位

団体ＢＲ 中大附属 1148 第９位 中大附属 1180 第２位

個人ＡＲ 石井幹大 明大中野 574 第１３位

田中智晴 日大櫻丘 571 第１４位

内藤康介 明大中野 551 第３２位

岡田一宏 明大中野 549 第３３位

個人ＢＲ 上條拓真 日大櫻丘 497.2 第６位 鈴木美帆 中大附属 499.8 第２位

鈴木博貴 明大中野 392 第１５位 内藤　彩 成城学園 497.5 第６位

関健太郎 中大附属 388 第２６位 和田裕美 中大附属 497.4 第７位

野嵜健二 中大附属 386 第３２位 中山美穂 中大附属 388 第２５位

松澤　匡 中大附属 374 第４２位 横山絵里奈 日大櫻丘 386 第２８位

林　啓太 明大中野 373 第４３位 石井咲樹 日大櫻丘 385 第２９位
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競技種目
男　子 女　子

36.フェンシング
学校対抗 東亜学園 ベスト８ 東亜学園 ベスト８

早稲田 １回戦敗退 藤村女子 第3位

早稲田大学高等学院 １回戦敗退 青山学院高等部 ベスト16

本郷 ベスト16 共立女子第二 1回戦敗退

大東文化大学第一 １回戦敗退

青山学院高等部 １回戦敗退

個人 萩原竜之 東亜学園 ベスト32 本村祐里佳 東亜学園 ベスト16

河合結希 東亜学園 予選敗退 佐々木優 北豊島 ベスト16

藤原大樹 東亜学園 ベスト16 守吉藍美 藤村女子 予選敗退

金谷浩太郎 早稲田 予選敗退 斉藤今日子 東亜学園 ベスト32

長野友典 早稲田 ベスト32 黒崎七菜 東亜学園 予選敗退

松本　徹 早大学院 予選敗退 黒岩慶子 藤村女子 第7位

大野貴之 早大学院 ベスト32 土井愛久実 東亜学園 予選敗退

犬伏真広 早稲田 予選敗退 関　彩花 東亜学園 ベスト32

網野青空 東亜学園 ベスト32 吉澤正子 共立二 ベスト32

松本康佑 本郷 予選敗退 酒井晶子 藤村女子 第4位

長壁世那 藤村女子 ベスト32

37.空手道
第２位 ３回戦敗退

３回戦敗退 ２回戦敗退

２回戦敗退 ２回戦敗退

３回戦敗退 ２回戦敗退

第３位 ３回戦敗退

３回戦敗退 ２回戦敗退

２回戦敗退 ２回戦敗退

２回戦敗退 １回戦敗退

茂木勇樹 世田谷学園 優勝 小池香織 日大鶴ヶ丘 １回戦敗退

中村豪秀 世田谷学園 ２回戦敗退 大平佳奈 昭和第一学園 ２回戦敗退

高里修平 福生 １回戦敗退 土田華江 武蔵野 ２回戦敗退

塚田光 世田谷学園 １回戦敗退 大島いずみ 日大鶴ヶ丘 ２回戦敗退

茂木勇樹 世田谷学園 ２回戦敗退 大澤晴香 帝京 ２回戦敗退

高野智也 世田谷学園 １回戦敗退 本橋櫻子 成立学園 １回戦敗退

添田一寿 日大鶴ヶ丘 １回戦敗退 小池香織 日大鶴ヶ丘 １回戦敗退

工藤翔太 帝京 １回戦敗退 美濃部春佳 日大鶴ヶ丘 １回戦敗退

38.アーチェリー
団体 駒場東邦 420 ３位 国際基督教大学 340 ２位

日本工業大学附属東京工業 426 ４位 文京学院大学女子 166 ９位

個人 栄山雄紀 駒場東邦 100 １位 小山由賀
文京学院大学
女子 93 ４位

牧野吉朗 駒場東邦 100 ６位 藤岡良江 国際基督教大学 84 ７位

一色真太郎
日本工大附属
東京工業 151 ９位 子川真奈美 国際基督教大学 　 １４位

久保陽太 予選１８位 池田睦 予選２９位

軽部晃次 予選２４位 高橋亜希子 国際基督教大学 予選３５位

小川貴一郎 予選２８位 八尾美都世 東海大高輪台 予選３７位

佐藤遼太郎 駒場東邦 予選３７位 清水麻由 予選４６位

田澤佑樹 予選４２位 新城知加 予選５４位

奧野晃太 駒場東邦 予選４３位 田中幸美 国際基督教大学 予選５８位

39.なぎなた
団体 東京都立富士 優勝

東京都立城東 予選敗退

個人 小原百合奈 東洋 三位入賞

横田千明 文化女子大学附属杉並 予選敗退

松尾麻衣子 都立城東 予選敗退

和田うらら 東海大高輪 予選敗退

白保香織 都立富士 予選敗退

長尾富士子 都立富士 予選敗退

厚地ゆりえ 都立富士 予選敗退

文京学院大学女子

文京学院大学女子

文京学院大学女子

早稲田大学高等学院

日本工大附属東京工業

日本工大附属東京工業

日本工大附属東京工業

個人形

日大鶴ヶ丘
成立学園
錦城
戸山

団体形

世田谷学園 日大鶴ヶ丘
日大鶴ヶ丘 成立学園
昭和第一学園 戸山

個人組手

団体組手

世田谷学園

帝京

日大鶴ヶ丘
錦城

保善 芸術
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競技種目
男　子 女　子

演技 松尾・三條 都立城東 2回戦敗退

相馬・田中 都立城東 １回戦敗退

加納・奥島 都立城東 １回戦敗退

横田・安喰 文化女子大学附属杉並 １回戦敗退

厚地・柴山 都立富士 １回戦敗退

40.少林寺拳法
団体 城北 第４位 早稲田実業 第５位

早稲田実業 優勝 富士見丘 第７位

順天 第１１位

組演武 矢島・高野 都立国立 棄権 鎮目・南 都立国立 第３位

上田・矢野 都立国立 予選敗退 平川・山田 都立国立 第４位

日坂・黒澤 城西 予選敗退 佐藤・岡本 富士見丘 第９位

後藤・清水 都立小金井工 予選敗退 田野倉・吉野 都立国立 第７位

荒川・井口 都立清瀬 予選敗退 市川・小木曽 都立国立 第１２位

髙木・菅原 錦城学園 予選敗退 岩木・稲葉 富士見丘 予選敗退

丸木・榎 城北 第３位 古谷・大川戸 早稲田実業 第５位

増本・浅利 早稲田実業 予選敗退 鈴木・松浦 早稲田実業 第３位

内田・宮里 順天 予選敗退 岩切・石渡 都立国立 第９位

上原・関根 城北 予選敗退 長嶋・宮村 順天 予選敗退

中田・松永 城北 第１０位 山本・高橋 富士見丘 予選敗退

北山・福田 早稲田実業 予選敗退 吉岡・佐藤 日大二 予選敗退

渡辺・角 早稲田実業 第１０位

常見・井浦 早稲田実業 第１２位

谷合・早田 早稲田実業 準優勝

二瓶・竹内 帝京 第７位

塩浜・亀山 早稲田実業 予選敗退

岸野・梅原 都立清瀬 予選敗退

単独演武 竹内岳登 帝京 準優勝 清水くるみ 都立国立 第８位

浅利圭介 早稲田実業 予選敗退 鎮目美紗乃 都立国立 第９位

二瓶功次 帝京 第３位 大菅春佳 日大二 予選敗退

安倍洋史 都立国立 予選敗退 山田真優 都立国立 第１０位

遠藤佳章 日大二 予選敗退 村上菜菜 和光 予選敗退

鈴木雅晴 帝京 予選敗退 南　里恵 都立国立 予選敗退


	１８関東結果

