
１ 位 ２ 位 ３ 位 4 位
1 陸         上 (男) 東京 早稲田実業 日大豊山 東京実業

2 陸         上 (女) 東京 八王子 武蔵野 都立駒場

3 体         操 (男) 東洋 京北 八王子 駒沢大学高

新 体 操 (男) 八王子実践

4 体         操 (女) 藤村女子 品川女子学院 八王子 桜華女学院

新 体 操 (女) 藤村女子 日女体大附二階堂 桐朋女子 駒場学園

5 バスケットボール (男) 八王子 京北 國學院久我山 都立駒場

6 バスケットボール (女) 東京成徳大学高校 明星学園高校 実践学園高校 八雲学園高校

7 バレーボール (男) 東亜学園 駿台学園 東海大菅生 安田学園

8 バレーボール (女) 共栄学園 八王子実践 下北沢成徳 実践学園

9 ソフトテニス (男) 日大豊山 清瀬 東海大菅生 錦城学園

10 ソフトテニス (女) 文化女子大学付属杉並 八王子 清瀬 国本学園

11 ソフトボール (男) 正則学園 関東国際 目黒学院 東京成徳大学高

(女) 淑徳 日出 東海大学菅生 藤村女子

12 スキー (男) 立教池袋 明星 法政一高 拓大一高

(女) 日本大学第二 明星学園 学習院女子 明星

13 スケート (男)

(女)

アイスホッケー (男) 早稲田実業 日本大学鶴ヶ丘 法政大学第一 武蔵工大付属

14 卓         球 (男) 実践学園 日本大学豊山 安田学園 明大中野八王子

15 卓         球 (女) 淑徳学園 武蔵野 早稲田実業 文大杉並

16 軟式野球 (男) 日本大学第一 修徳 都立江北 創価（３位）

17 ラ グ ビ ー （１５人制） (男) 國學院大久我山 成蹊 東京朝鮮 本郷

          　　 　（１0人制） (男) 八王子 東京電機大

18 サッカー (男) 國學院大學久我山 帝京 東京朝鮮中高級学校 修徳

(女) 東京成徳大学 東京経営短大村田女子 晴海総合 飛鳥

19 ハンドボール (男) 明　　星 東海大菅生 東京農大一 都立葛西南

(女) 文大杉並 佼成学園女子 白梅学園 明　　星

20 アメリカンフットボール (男) 日本大学第三 早稲田高等学院 都立戸山 佼成学園

21 バドミントン (男) 関東第一 八王子 実践学園 淑徳巣鴨

(女) 関東第一 日本橋女学館 淑徳巣鴨 蒲田女子

22 柔道 (男) 国士舘 世田谷学園 日体荏原 修徳（3位）

(女) 渋谷教育学園渋谷 淑徳 藤村女子 帝京（3位）

23 剣道 (男) 高輪 東海大学菅生 修徳 國學院大学久我山

(女) 拓殖大学第一 国士舘 修徳 東海大学菅生

24  水  泳（競 泳） (男) 日本大学豊山 淑徳巣鴨 八王子 早稲田実業学校高等部

  (女) 八王子 早稲田実業学校高等部 武蔵野 藤村女子

       （水 球) (男) 明治大学付属中野 城北 武蔵 桐朋

(女) 藤村女子 富士見 中央大学附属 成城学園

25 相撲 明治大学附属中野 足立新田 拓殖大学第一 成城

26 弓道 (男) 國學院 早稲田高等学院 八潮 立正

(女) 吉祥女子 慶應義塾女子 駒沢学園女子 頌栄女子学院

27 レスリング 大森学園 自由ヶ丘学園 関東第一 日本工業大学付属東京工業

28 ホッケー (男) 早稲田高等学院 東京学芸大学附属

(女) 成城学園 東京学芸大学附属

29 テニス (男) 東海大学菅生 早稲田実業 堀越 成蹊

(女) 富士見丘 共栄学園 堀越 早稲田実業
30 ウエイトリフテイング 東亜学園 東京学園

31 登山 (男) 明治大学付属中野 東亜学園 都立昭和 都立工芸

(女) 日本大学櫻丘 都立工芸 都立上野忍岡

32 ボクシング 駿台学園 東京朝鮮中高級学校 駿台学園高校定時制

33 ボート（舵付クオドルプル） (男) 早稲田大学高等学院 学習院高等科A  筑波大学附属高 早稲田実業学校高等部 

   （ダブルスカル） (男) 学習院高等科A 早稲田実業学校高等部 早稲田大学高等学院 学習院高等科B 

（シングルスカル） (男) 学習院高等科(矢作) 筑波大学附属(波留) 早稲田大学高等学院B(宮本) 早稲田実業学校高等部(三井) 

34 自転車競技 昭和第一学園 八王子工業 日大豊山 練馬工業
35 ライフル射撃 中央大学附属 明治大学付属中野 日本大学櫻丘

36 フェンシング (男) 早稲田 東亜学園

(女) 東亜学園 藤村女子

37 空手道 (男) 世田谷学園 日大鶴ヶ丘 錦城 帝京

(女) 日大鶴ヶ丘 成立学園 錦城 戸山

38 アーチｴリー (男) 駒場東邦 日本工業大学附属東京工業高校 早稲田大学高等学院 淑徳

(女) 国際基督教大学高校 慶應義塾女子 文京学院大学女子
39 なぎなた (女) 都立富士 都立城東 文化女子大学附属杉並高校愛国

40 少林寺拳法 (男) 早稲田実業 城北 都立国立

(女) 都立国立 早稲田実業 富士見丘/日大二

早稲田大学高等学院・大東文化大第一

青山学院高等部・共立女子第二

葛西工業・麻布　（両校３位）
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