
氏 名 所 属 記 録 成 績 女 子 種 目 氏 名 所 属 記 録 成 績

100m 糟谷　翔 堀越高等学校 11.05(0.0) 予選7着 100m 高森　真帆 東京高等学校 12.07(-0.3) 決勝5位

藤森　安奈 東京高等学校 12.09(-0.3) 決勝6位

杉山　奈誇 八王子学園八王子高等学校 12.29(0.0) 予選5着

200m 丸池　優太 昭和第一学園高等学校 21.68(0.5) 準決勝５着 200m 高森　真帆 東京高等学校 24.45(0.3) 決勝6位

徳岡　隆之介 八王子学園八王子高等学校 21.76(0.3) 準決勝6着 杉山　奈誇 八王子学園八王子高等学校 24.87(-0.7) 準決勝5着

利藤　野乃花 白梅学園高等学校 25.37(0.0) 予選7着

寺田　梨紗 城西大学附属城西高等学校 25.40(-0.1) 予選6着

400ｍ 丸池　優太 昭和第一学園高等学校 49.12 決勝8位 400ｍ 利藤　野乃花 白梅学園高等学校 56.23 準決勝4着

白石　浩之 立教池袋高等学校 48.99 予選7着 安西　この実 白梅学園高等学校 57.62 予選6着

田辺　将大良 東京高等学校 DNS（棄権）

800m 三武　潤 城西大学附属城西高等学校 1:48.62（大会新） 優勝 800m 北村　夢 東京高等学校 2:14.47 予選4着

白石　浩之 立教池袋高等学校 1:52.59 決勝4位

塩谷　洋 東京都立三鷹高等学校 1:58.95 準決勝8着

1500ｍ 打越 雄允 國學院大學久我山高等学校 3:53.46 決勝13位 1500ｍ 卜部　蘭 白梅学園高等学校 4:20.40 決勝10位

5000m 打越 雄允 國學院大學久我山高等学校 15:03.04 予選11着 3000m 谷萩　史歩 八王子学園八王子高等学校 9:15.21 決勝7位

110mＨ 坂本　景 東京高等学校 14.72(-0.1) 準決勝4着 100mＨ

栗原　彰理 東京都立東大和高等学校 15.04(-0.5) 予選3着

400mH 田辺　将大良 東京高等学校 52.22 決勝4位 400mH 香坂　さゆり 白梅学園高等学校 1:02.74 予選4着

佐藤　あゆ子 早稲田大学系属早稲田実業高等学校 DNS（棄権）

3000mSC 新島　英虎 國學院大學久我山高等学校 9:48.19 予選14着

4×100m 妻木・林・徳岡・大澤 八王子学園八王子高等学校 41.00 準決勝5着 4×100m 鈴木・藤森・高森・中嶋 東京高等学校 46.15 優勝

尾崎・杉山・林・小林 八王子学園八王子高等学校 47.04 決勝6位

香坂・利藤・安西・村上 白梅学園高等学校 47.18 準決勝5着

4×400m 池田・清水・大串・田辺 東京高等学校 3:12.15 優勝 4×400m 利藤・安西・志茂・香坂 白梅学園高等学校 3:43.63 決勝2位

圷・妻木・徳岡・大澤 八王子学園八王子高等学校 3:12.55 決勝2位 新田・高森・中嶋・藤森 東京高等学校 3:46.71 決勝6位

走高跳 走高跳 根岸　志帆 戸板女子高等学校 1m59 予選20位

棒高跳

走幅跳 内川　佳祐 東京高等学校 7m08(0.0) 予選8位 走幅跳 佐野　恵 東京都立文京高等学校 5m59(-0.3) 予選12位

間中　太亮 日本大学豊山高等学校 7m05(-0.8) 予選11位 國分　春菜 東京高等学校 5m44(0.0) 予選19位

林　小百合 八王子学園八王子高等学校 5m44(0.0) 予選20位

三段跳 佐々木　恭平 東京都立青梅総合高等学校 14m80(0.1) 決勝6位

内川　佳祐 東京高等学校 14m50(0.1) 決勝15位

坂口　篤志 東亜学園高等学校 14m18(0.1) 予選19位

砲丸投 幸田　和記 東京高等学校 16m48 決勝3位 砲丸投 晴山　江梨花 東京高等学校 11m95 決勝12位

新崎　美深 東京高等学校 11m38 予選20位

長沼　瞳 郁文館高等学校 10m97 予選26位

円盤投 幸田　和記 東京高等学校 41m93 予選11位 円盤投 吉田　佳菜 専修大学附属高等学校 30m81 予選28位

ハンマー投 北詰　修三 日体荏原高等学校 58m72 決勝7位

小林　祐貴 成城高等学校 57m12 決勝9位

やり投 森田　政樹 東京都立成瀬高等学校 55m25 予選23位 やり投

山下　大輔 東京大学教育学部附属中等教育学校 57m14 予選14位

板橋　悠人 穎明館高等学校 54m85 予選23位

八種競技 栗原　彰理 東京都立東大和高等学校 5673点 決勝4位 七種競技 伊藤　明子 田園調布学園高等学校 5129点 優勝

右代　啓欣 東京高等学校 4905点 決勝31位 澤田　珠里 白梅学園高等学校 4906点 決勝2位

学校対抗 東京高等学校 19点 4位 学校対抗 東京高等学校 21点 優勝

白梅学園高等学校 14点 7位

1.駅伝

稲毛・中山・増田・越智
徳田・萩原・新堀 東京実業高等学校 ２時間１０分２２秒 ３１位

谷萩・元廣・千葉
平田・関

八王子学園
八王子高等学校

１時間１０分５０秒 ２１位

3.4.体操

団体総合 東洋高等学校 240.70 １２位 団体総合 明星高等学校 151.80 第6位

個人総合 浅野　佑樹 明星高等学校 83.50 23位 個人総合 古西　里咲 帝京高等学校 57.00 1位

川井　航 東洋高等学校 82.65 30位 村上　茉愛 明星高等学校 55.15 4位

神本　達也 明星高等学校 82.05 33位 河久保　絢 品川女子学院 51.90 21位

林　圭介 東洋高等学校 75.55 80位 田口　恵名 明星高等学校 47.75 51位

戸坂　亘 東洋高等学校 74.55 81位 藤井　惟 明星高等学校 47.75 51位

濱島　匠 東洋高等学校 53.35 84位 安原　眸美 明星高等学校 46.50 59位

男子ゆか 川井　航 東洋高等学校 14.85 ７位 女子跳馬 古西　里咲 帝京高等学校 15.30 1位

浅野　佑樹 明星高等学校 14.75 ８位 村上　茉愛 明星高等学校 14.15 12位

神本　達也 明星高等学校 14.40 22位 河久保　絢 品川女子学院 13.65 26位

林　圭介 東洋高等学校 14.05 37位 田口　恵名 明星高等学校 12.65 53位

戸坂　亘 東洋高等学校 12.40 79位 安原　眸美 明星高等学校 12.20 70位

濱島　匠 東洋高等学校 0.00 84位 藤井　惟 明星高等学校 11.50 75位

男子あん馬 濱島　匠 東洋高等学校 13.40 27位 女子段違い平行棒 村上　茉愛 明星高等学校 13.50 3位

神本　達也 明星高等学校 12.75 48位 古西　里咲 帝京高等学校 13.45 5位

林　圭介 東洋高等学校 12.70 52位 河久保　絢 品川女子学院 12.70 23位

浅野　佑樹 明星高等学校 12.30 60位 藤井　惟 明星高等学校 11.90 35位

川井　航 東洋高等学校 12.25 62位 安原　眸美 明星高等学校 11.25 51位

戸坂　亘 東洋高等学校 11.45 79位 田口　恵名 明星高等学校 10.95 55位

男子つり輪 濱島　匠 東洋高等学校 14.05 16位 女子平均台 古西　里咲 帝京高等学校 13.85 5位

浅野　佑樹 明星高等学校 13.55 30位 村上　茉愛 明星高等学校 12.80 24位

神本　達也 明星高等学校 13.50 31位 河久保　絢 品川女子学院 12.15 38位

川井　航 東洋高等学校 13.50 31位 藤井　惟 明星高等学校 12.05 42位

林　圭介 東洋高等学校 11.65 80位 安原　眸美 明星高等学校 11.25 59位

戸坂　亘 東洋高等学校 11.15 82位 田口　恵名 明星高等学校 11.10 66位

男子跳馬 川井　航 東洋高等学校 16.35 2位 女子ゆか 村上　茉愛 明星高等学校 14.70 1位

浅野　佑樹 明星高等学校 15.50 ７位 古西　里咲 帝京高等学校 14.40 2位

神本　達也 明星高等学校 14.50 55位 河久保　絢 品川女子学院 13.40 14位

林　圭介 東洋高等学校 14.35 59位 田口　恵名 明星高等学校 13.05 26位

戸坂　亘 東洋高等学校 13.95 73位 藤井　惟 明星高等学校 12.30 48位

濱島　匠 東洋高等学校 0.00 84位 安原　眸美 明星高等学校 11.80 64位

平成24年度全国高等学校総合体育大会
東京都選手成績一覧

1.2.陸上競技

競技種目
男        子 女        子
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氏 名 所 属 記 録 成 績 女 子 種 目 氏 名 所 属 記 録 成 績
競技種目

男        子 女        子

男子平行棒 浅野　佑樹 明星高等学校 13.85 20位

川井　航 東洋高等学校 13.50 36位

濱島　匠 東洋高等学校 13.25 43位

神本　達也 明星高等学校 13.15 49位

戸坂　亘 東洋高等学校 12.50 82位

林　圭介 東洋高等学校 11.70 85位

男子鉄棒 神本　達也 明星高等学校 13.75 23位

浅野　佑樹 明星高等学校 13.55 41位

戸坂　亘 東洋高等学校 13.10 55位

濱島　匠 東洋高等学校 12.65 67位

川井　航 東洋高等学校 12.20 78位

林　圭介 東洋高等学校 11.10 85位

3.4.新体操

団体総合 団体総合 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 22.8 5位

個人総合 東　祐樹 国士舘高等学校 13.8 31位 個人総合 加畑　碧 桐朋女子高等学校 ４５．８２５ 9位

ロープ 東　祐樹 国士舘高等学校 ６．９ 30位 リボン 加畑　碧 桐朋女子高等学校 23.275 8位

リング 東　祐樹 国士舘高等学校 ６．９ 31位 クラブ 加畑　碧 桐朋女子高等学校 22.55 9位

5.6.バスケットボール

八王子学園八王子高等学校 準決勝敗退 第３位 明星学園高等学校 準々決勝敗退 ベスト８

京北高等学校 2回戦敗退 八雲学園高等学校 ３回戦敗退

國學院大學久我山高等学校 2回戦敗退 東京成徳大学高等学校 ２回戦敗退

7.8.バレーボール

東亜学園高等学校 ３位 共栄学園高等学校 第３位

駿台学園高等学校 決勝トーナメント ２回戦敗退 下北沢成徳高等学校 決勝　３回戦敗退 ベスト１６

9.10.ソフトテニス

団体 佼成学園高等学校 １回戦敗退 団体 文化学園大学杉並高等学校 第３位

個人 三戸・工藤 拓殖大学第一高等学校 ３回戦敗退 個人 加藤・山瀬ペア 文化学園大学杉並高等学校 第５位

河野・河野 駒澤大学高等学校 ３回戦敗退 杉脇・佐々木ペア 文化学園大学杉並高等学校 ５回戦敗退

佐藤･山崎 佼成学園高等学校 ２回戦敗退 中西・藤原ペア 国本女子高等学校 ５回戦敗退

駒井・渡辺 東京都立清瀬高等学校 ２回戦敗退 杉田・関根ペア 千代田女学園高等学校 ５回戦敗退

山野井･此村 東海大学菅生高等学校 ２回戦敗退 冨田・半谷ペア 文化学園大学杉並高等学校 ３回戦敗退

峯村･大羽 佼成学園高等学校 ２回戦敗退 橋本・花園ペア 国本女子高等学校 ２回戦敗退

下田・佐藤 早稲田実業学校高等部 ２回戦敗退 永井・米山ペア 文化学園大学杉並高等学校 ２回戦敗退

田村･加藤 拓殖大学第一高等学校 １回戦敗退 黒田・高杉ペア 文化学園大学杉並高等学校 １回戦敗退

11.ソフトボール

団体 正則学園高等学校 ２回戦敗退 団体 神田女学園高等学校 ２回戦敗退

12.スキー

学校対抗

大回転 高原　悠綺 日出高等学校 31 小池　百合乃 慶應義塾女子高等学校 33

瓦井　海年 成蹊高等学校 72 今野　明理 日体荏原高等学校 49

務台　雄斗 世田谷学園高等学校 78 小俣　優香 日体荏原高等学校 68

頼光　竜二郎 日本工業大学駒場高等学校 91 榎森　遥 東洋英和女学院 79

井堀　大智 早稲田高等学校 99 三輪　恵子 慶應義塾女子高等学校 86

大塚　麻莉奈 青山学院高等部 87

大橋　史華 日本大学第二高等学校 104

渡辺　愛美 日体荏原高等学校 109

回転 高原　悠綺 日出高等学校 32 小池　百合乃 慶應義塾女子高等学校 25

萩生田博之 日出高等学校 39 今野　明理 日体荏原高等学校 32

頼光　竜二郎 日本工業大学駒場高等学校 47 小俣　優香 日体荏原高等学校 43

狐崎　海 京華高等学校 49 大塚　麻莉奈 青山学院高等部 54

瓦井　海年 成蹊高等学校 53 榎森　遥 東洋英和女学院 64

務台　雄斗 世田谷学園高等学校 72 渕脇　達代 明星高等学校 100

日下部　卓哉 早稲田実業学校高等部 73 富樫　萌 日体荏原高等学校 105

荒井　惇 青山学院高等部 78 大橋　史華 日本大学第二高等学校 106

西原　駿介 日体荏原高等学校 90 藤巻　莉奈 東洋英和女学院 111

小宮　麻央子 日本大学第二高等学校 112

ﾌﾘｰ 白井　佳希 豊島学院高等学校 116 女-10㎞ 丸山　　唯 豊島学院高等学校 104

男-15㎞ 戸田　雅明 豊島学院高等学校 125 松浦　光紗 豊島学院高等学校 109

井川　真澄 豊島学院高等学校 130

藤野　孝明 法政大学高等学校 146

茅野　理志 法政大学高等学校 168

田中　冬馬 明治大学付属中野高等学校 174

ｸﾗｼｶﾙ 白井　佳希 豊島学院高等学校 123 女-  5㎞ 松浦　光紗 豊島学院高等学校 108

男-10㎞ 戸田　雅明 豊島学院高等学校 127 丸山　　唯 豊島学院高等学校 110

井川　真澄 豊島学院高等学校 131

田中　冬馬 明治大学付属中野高等学校 140

小林　航 明治大学付属中野高等学校 157

江原　洋樹 明治大学付属中野高等学校 174

ﾘﾚｰ 豊島学院 ３５位

13.スケート

ﾌｨｷﾞｱ 鎌田　英嗣 獨協高等学校 ４位 庄司　理紗 駒場学園高等学校 ５位

梶田　健登 明治大学付属中野高等学校 ７位 松嶋　那奈 駒場学園高等学校 ７位

吉野　晃平 ＮＨＫ学園高等学校 ９位 佐藤　弥桜 日本橋女学館高等学校 12位

佐上　 凌 武蔵野学院 18位 阿久澤　恵深 日本橋女学館高等学校 19位

櫛田　麻佑 日本橋女学館高等学校 21位

13.．ｱｲｽﾎｯｹｰ 早稲田実業学校高等部 2回戦敗退

東洋高等学校 １回戦敗退

14.15.卓球

団体 安田学園高等学校 1回戦敗退 団体 武蔵野高等学校 ３回戦敗退

日本大学豊山高等学校 1回戦敗退 淑徳ＳＣ高等学校 １回戦敗退
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氏 名 所 属 記 録 成 績 女 子 種 目 氏 名 所 属 記 録 成 績
競技種目

男        子 女        子

ｼﾝｸﾞﾙｽ 坂内　拓也 実践学園高等学校 2回戦敗退 ｼﾝｸﾞﾙｽ 三上　千穂 武蔵野高等学校 ４回戦敗退

村井　桂 日本大学豊山高等学校 2回戦敗退 三浦　由美子 武蔵野高等学校 ２回戦敗退

中島　悠詞 安田学園高等学校 2回戦敗退 荒川　静香 武蔵野高等学校 ２回戦敗退

高橋　治 日本大学豊山高等学校 2回戦敗退 炭山　　彩 文化学園大学杉並高等学校 ２回戦敗退

野口　紘平 明治大学付属中野八王子高等学校 2回戦敗退 福永　有紗 文化学園大学杉並高等学校 ２回戦敗退

渡邉　泰大 早稲田実業学校高等部 1回戦敗退 松島　大空 武蔵野高等学校 １回戦敗退

村上　知寛 安田学園高等学校 1回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 村井・杉本 日本大学豊山高等学校 2回戦敗退 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 工藤・大門 武蔵野高等学校 ３回戦進出

梅田・村上 安田学園高等学校 1回戦敗退 三浦・三上 武蔵野高等学校 ２回戦敗退

三ツ橋・野口 明治大学付属中野八王子高等学校 1回戦敗退 苅部・吉田 武蔵野高等学校 １回戦敗退

出貝・中島 安田学園高等学校 1回戦敗退

18.サッカー

実践学園高等学校 ３回戦敗退 東京都立飛鳥高等学校 ２回戦敗退

修徳高等学校 １回戦敗退

19.ハンドボール

明星高等学校 ２回戦敗退 佼成女子高等学校 ３回戦敗退 BEST16

21.バドミントン

団体 学校対抗 関東第一高等学校 ベスト１６ 学校対抗 蒲田女子高等学校 １回戦敗退

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 吉川　英太郎 関東第一高等学校 第５位 ｼﾝｸﾞﾙｽ 仲井　由希乃 日本橋女学館高等学校 第３位

細田　慎二 関東第一高等学校 ２回戦敗退 小野寺　香菜 関東第一高等学校 ３回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 細田慎二・輿石涼 関東第一高等学校 第３位 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 麻生真以子・塩原未来 蒲田女子高等学校 ２回戦敗退

武井雄佑・吉川英太郎 関東第一高等学校 ベスト１６ 栗原瑠美・武田紗貴 日本橋女学館高等学校 ２回戦敗退

22.柔道

日体荏原高等学校 第2位 団体 渋谷教育学園渋谷高等学校 第2位

国士舘高等学校 第5位

個人 60㎏ 松本　拓 国士舘高等学校 1回戦敗退 48kg 髙橋　瑠衣 修徳高等学校 第3位

66㎏ 藤阪　太郎 八王子学園八王子高等学校 3回戦敗退 52kg 玉置　桃 藤村女子高等学校 1回戦敗退

73㎏ 磯田　範仁 国士舘高等学校 優勝 57kg 西尾　直子 帝京高等学校 第2位

81㎏ 渕原　槙一 日体荏原高等学校 第2位 63kg 田代　未来 淑徳高等学校 3回戦敗退

90㎏ 横田　雄斗 国士舘高等学校 3回戦敗退 70kg 森田　智子 帝京高等学校 3回戦敗退

100㎏ 松村　翼 日体荏原高等学校 3回戦敗退 78kg 山田　あかり 淑徳高等学校 3回戦敗退

100㎏超 桑崎　涼輔 足立学園高等学校 2回戦敗退 78kg超 朝比奈　沙羅 渋谷教育学園渋谷高等学校 優勝

23.剣道

団体 高輪高等学校 第３位 団体 日本大学鶴ヶ丘高等学校 予選リーグ敗退

個人 兵藤　敦紀 高輪高等学校 ベスト８ 個人 志村　霞月 東海大学菅生高等学校 ２回戦敗退

髙木　裕生　 日体荏原高等学校 ベスト１６ 小林　彩乃 淑徳巣鴨高等学校 ３回戦敗退

24.水泳

50m自 武藤　暉昇 成蹊高等学校 23.82 決勝 7位 50m自 川上　真央 淑徳巣鴨高等学校 25.94 決勝 2位

市川　夏波 品川女子学院高等学校 26.68 9位

森下　優子 武蔵野高等学校 26.93 15位

濱塚　杏珠 東京都立本所高等学校 27.02 20位

布施谷結花 東京都立墨田川高等学校 27.15 24位

川瀨　寛夏 八王子学園八王子高等学校 27.21 28位

五十嵐那朋 八王子学園八王子高等学校 27.50 48位

勝治　　彩 東京都立小松川高等学校 27.61 52位

100m自 小形　純平 日本大学豊山高等学校 51.19 決勝 3位 100m自 川上　真央 淑徳巣鴨高等学校 55.80 決勝 2位

小嶋　辰哉 淑徳巣鴨高等学校 51.29 決勝 4位 市川　夏波 品川女子学院高等学校 57.50 9位

大貫　　健 世田谷学園高等学校 52.18 11位 川瀨　寛夏 八王子学園八王子高等学校 58.12 17位

豊田　裕人 淑徳巣鴨高等学校 52.40 15位 畠中　朋香 武蔵野高等学校 58.18 18位

佐藤　勝亮 京華高等学校 52.95 24位 黒木　佑香 八王子学園八王子高等学校 58.23 20位

布施谷結花 東京都立墨田川高等学校 59.43 38位

200m自 田口　直輝 日本大学豊山高等学校 1:51.65 決勝 3位 200m自 伊藤　愛実 早稲田実業学校高等部 2:03.31 10位

小嶋　辰哉 淑徳巣鴨高等学校 1:51.72 決勝 5位 畠中　朋香 武蔵野高等学校 2:05.77 18位

鷲尾　春紀 武蔵野高等学校 1:52.60 決勝 8位

藤岡　遼平 淑徳巣鴨高等学校 1:53.41 16位

田中福太郎 日本大学豊山高等学校 1:53.65 19位

豊田　裕人 淑徳巣鴨高等学校 1:54.10 23位

佐藤　勝哉 東京都立青山高等学校 1:54.69 28位

古田　祐介 日本大学豊山高等学校 1:55.96 34位

400m自 鷲尾　春紀 武蔵野高等学校 3:54.29 決勝 4位 400m自 伊藤　愛実 早稲田実業学校高等部 4:17.86 決勝 6位

早川　　竣 日本大学豊山高等学校 3:57.72 10位 大崎　舞鈴 淑徳巣鴨高等学校 4:21.21 10位

古田　祐介 日本大学豊山高等学校 3:59.86 13位 杉本千智友 八王子学園八王子高等学校 4:27.91 32位

藤岡　遼平 淑徳巣鴨高等学校 3:59.88 14位 上田　桜子 東京都立墨田川高等学校 4:28.79 34位

森重　拓朗 日本大学豊山高等学校 4:03.86 34位

仲家　槙吾 八王子学園八王子高等学校 4:04.14 35位

長谷川　慶一郎 東京都立大泉高等学校 4:05.39 40位

男-1500m自 藤原　　慧 日本大学豊山高等学校 15:49.64 決勝 5位 女-800m自 大崎　舞鈴 淑徳巣鴨高等学校 8:48.80 決勝 4位

十河健太郎 日本大学豊山高等学校 15:55.97 決勝 7位 片岡　真菜 淑徳巣鴨高等学校 9:00.74 11位

木津　渉太 日本大学豊山高等学校 15:50.78 9位 安部　優希 桐朋女子高等学校 9:06.48 23位

仲家　槙吾 八王子学園八王子高等学校 15:52.27 11位 池邉有里奈 東京立正高等学校 9:07.35 25位

廣川　剛大 日本工業大学駒場高等学校 16:31.27 49位 友行　由子 早稲田実業学校高等部 棄権

100m背 小形　純平 日本大学豊山高等学校 56.53 決勝 2位 100m背 神村万里恵 八王子学園八王子高等学校 1:00.90 決勝 1位

梶沼　照史 早稲田実業学校高等部 58.32 18位 亀森　美紀 淑徳巣鴨高等学校 1:03.44 10位

黒澤　拓海 日本大学豊山高等学校 58.56 22位 石原　里奈 武蔵野高等学校 1:04.12 21位

相田　悠希 明治大学付属中野八王子高等学校 1:00.14 42位 宮﨑ひな乃 八王子学園八王子高等学校 1:04.73 26位

200m背 大坪　駿也 世田谷学園高等学校 2:06.43 20位 200m背 神村万里恵 八王子学園八王子高等学校 2:09.52 １位　大会記録

黒澤　拓海 日本大学豊山高等学校 2:06.92 25位 亀森　美紀 淑徳巣鴨高等学校 2:12.60 決勝 4位

荒井　　鉄 日本大学豊山高等学校 2:08.53 31位 石原　里奈 武蔵野高等学校 2:16.49 21位

相田　悠希 明治大学付属中野八王子高等学校 2:12.06 40位 椿原　愛彩 昭和女子大附高等学校 2:20.47 46位

団体
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男        子 女        子

100m平 田口　直輝 日本大学豊山高等学校 1:03.60 13位 100m平 渡部　香生子 武蔵野高等学校 1:07.95 決勝 1位

山本　泰誠 淑徳巣鴨高等学校 1:03.61 14位 神宮司瀬里奈 麹町学園女子高等学校 1:09.74 決勝 4位

岸野　　力 東京都立田柄高等学校 1:03.67 17位 細越　　智 藤村女子高等学校 1:09.79 決勝 5位

田中　亜季 明星学園高等学校 1:11.31 9位

黒岩　紗耶 淑徳巣鴨高等学校 1:11.40 11位

青木玲緒樹 武蔵野高等学校 1:11.60 12位

萩原　理沙 淑徳巣鴨高等学校 1:12.11 18位

田中　沙季 明星学園高等学校 1:12.15 20位

服部　友香 八王子学園八王子高等学校 1:12.17 22位

南　　　綾 日出高等学校 1:14.36 42位

200m平 宇都宮壱基 日本大学豊山高等学校 2:12.90 決勝 3位 200m平 渡部　香生子 武蔵野高等学校 2:25.04 １位　大会タイ記録

望月　利希 日出高等学校 2:18.28 33位 細越　　智 藤村女子高等学校 2:25.84 決勝 2位

佐藤　卓央 八王子学園八王子高等学校 2:20.14 40位 神宮司瀬里奈 麹町学園女子高等学校 2:28.32 決勝 4位

黒岩　紗耶 淑徳巣鴨高等学校 2:29.51 決勝 5位

服部　友香 八王子学園八王子高等学校 2:30.65 決勝 8位

青木玲緒樹 武蔵野高等学校 2:30.54 9位

萩原　理沙 淑徳巣鴨高等学校 2:32.39 15位

田中　亜季 明星学園高等学校 2:34.31 22位

南　　　綾 日出高等学校 2:35.92 32位

根山　　栞 東京都立青山高等学校 2:38.62 51位

100mﾊﾞﾀ 田中福太郎 日本大学豊山高等学校 54.39 決勝 5位 100mﾊﾞﾀ 藪　　美涼 武蔵野高等学校 1:00.24 決勝 3位

周　　賢史 世田谷学園高等学校 56.44 30位 西　　彩乃 武蔵野高等学校 1:00.80 決勝 5位

小畑　安紀 品川女子学院高等学校 1:00.96 決勝 7位

小野寺未来 八王子学園八王子高等学校 1:01.46 10位

200mﾊﾞﾀ 大竹　郁也 日本大学豊山高等学校 2:01.17 9位 200mﾊﾞﾀ 藪　　美涼 武蔵野高等学校 2:09.59 決勝 1位

市川　昂也 八王子学園八王子高等学校 2:02.88 19位 西　　彩乃 武蔵野高等学校 2:12.74 決勝 6位

上野　浩暉 立教池袋高等学校 2:06.31 40位 小野寺未来 八王子学園八王子高等学校 2:14.92 決勝 8位

小畑　安紀 品川女子学院高等学校 2:14.90 13位

長島　歩泉 八王子学園八王子高等学校 2:18.00 32位

200m個人 吉田　　晃 日本大学豊山高等学校 2:05.79 決勝 7位 200m個人 平岩　里菜 八王子学園八王子高等学校 2:15.20 決勝 4位

桑原　颯大 淑徳巣鴨高等学校 2:07.25 17位 滝本　純子 早稲田実業学校高等部 2:19.48 18位

山本　泰誠 淑徳巣鴨高等学校 2:08.24 28位 國澤明日香 八王子学園八王子高等学校 2:19.86 22位

相良　也実 八王子学園八王子高等学校 2:22.55 41位

布施谷　唯 東京都立墨田川高等学校 2:22.63 44位

400m個人 宇都宮壱基 日本大学豊山高等学校 4:18.88 決勝 2位 400m個人 平岩　里菜 八王子学園八王子高等学校 4:50.03 決勝 6位

吉田　　晃 日本大学豊山高等学校 4:31.89 23位 上田　桜子 東京都立墨田川高等学校 4:50.55 9位

桑原　颯大 淑徳巣鴨高等学校 4:31.93 25位 國澤明日香 八王子学園八王子高等学校 4:52.07 14位

加賀田　舜 淑徳巣鴨高等学校 4:37.51 49位 杉本千智友 八王子学園八王子高等学校 4:54.53 23位

藤掛遼太郎 八王子学園八王子高等学校 4:38.53 50位 岡田　杏実 日女体大附属高等学校 4:56.57 31位

稲員　悠太 東京都立小石川中等教育学校 4:41.67 59位 小宮　早稀 淑徳巣鴨高等学校 4:58.77 43位

布施谷　唯 東京都立墨田川高等学校 5:03.23 55位

400mﾘﾚｰ 日本大学豊山高等学校 3:25.89 決勝 2位 400mﾘﾚｰ 八王子学園八王子高等学校 3:51.51 決勝 4位

淑徳巣鴨高等学校 3:28.20 決勝 7位 武蔵野高等学校 3:53.08 決勝 6位

世田谷学園高等学校 3:32.47 13位 淑徳巣鴨高等学校 3:54.14 9位

八王子学園八王子高等学校 3:33.61 16位 早稲田実業学校高等部 3:54.45 10位

早稲田実業学校高等部 3:36.64 35位 品川女子学院高等学校 3:54.92 12位

日体荏原高等学校 3:37.97 46位 東京都立墨田川高等学校 3:56.96 21位

京華高等学校 3:38.54 51位

800mﾘﾚｰ 日本大学豊山高等学校 7:29.51 決勝 3位

淑徳巣鴨高等学校 7:32.65 決勝 7位

八王子学園八王子高等学校 7:42.11 15位

世田谷学園高等学校 7:44.40 19位

早稲田実業学校高等部 7:53.87 38位

400m 日本大学豊山高等学校 3:44.22 決勝 3位 400m 淑徳巣鴨高等学校 4:09.06 決勝 2位

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 淑徳巣鴨高等学校 3:52.71 16位 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 武蔵野高等学校 4:09.20 決勝 3位

八王子学園八王子高等学校 3:53.39 19位 八王子学園八王子高等学校 4:09.95 決勝 4位

日体荏原高等学校 3:57.36 32位 早稲田実業学校高等部 4:19.93 19位

日出高等学校 4:25.06 37位

東京都立墨田川高等学校 4:25.10 38位

学校対抗 日本大学豊山高等学校 82 2位 学校対抗 武蔵野高等学校 55 2位

八王子学園八王子高等学校 46 3位

淑徳巣鴨高等学校 42 4位

飛板跳込 岡島　太一 日出高等学校 538.30 決勝 4位 飛板跳込

高飛込 岡島　太一 日出高等学校 647.45 決勝 1位 高飛込

25.相撲

団体 東京都立足立新田高等学校 ベスト３２

個人 今関　俊英 東京都立足立新田高等学校 ベスト６４

加藤　治基 明治大学付属中野高等学校 予選落ち

橋本　明弥 東京都立足立新田高等学校 予選落ち

26.弓道

団体 城北学園高等学校 決勝トーナメント2回戦進出 団体 吉祥女子高等学校 予選敗退

個人 片柳　拓 東京都立桜修館中等教育学校 予選敗退 個人 大関　舞 東京都立東高等学校 決勝進出

中村　浩太郎 芝浦工業大学高等学校 予選敗退 内藤　千晶 東京都立芦花高等学校 予選敗退

27.レスリング

団体 学校対抗 自由ヶ丘学園高等学校 2回戦敗退

個人 50㎏ 乙黒　圭祐 帝京高等学校 1位

55kg 大橋　武士 自由ヶ丘学園高等学校 1回戦敗退

60kg 高山　悠馬 自由ヶ丘学園高等学校 2回戦敗退

66kg 村上　翔 大森学園高等学校 2回戦敗退

74kg 白井　勝太 帝京高等学校 3位

84kg 高橋　舜 日本工業大学駒場高等学校 2回戦敗退

96kg 荒井良磨 日本工業大学駒場高等学校 1回戦敗退

120㎏ 揚原　崧皓 大森学園高等学校 2回戦敗退
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29.テニス

団体 男子団体 大成高等学校 ２回戦敗退 女子団体 富士見丘高等学校 優勝

早稲田実業学校高等部 ２回戦敗退 早稲田実業学校高等部 準優勝

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 守谷総一郎 大成高等学校 ベスト４ ｼﾝｸﾞﾙｽ 細沼　千紗 富士見丘高等学校 ベスト８

小堀　良太 大成高等学校 ベスト１６ 岡村　恭香 富士見丘高等学校 ベスト６４

岸田　海 早稲田実業学校高等部 ベスト１６ 戸村　綾菜 大成高等学校 ベスト６４

石井　行 東海大学菅生高等学校 ベスト３２ 金井　綾香 早稲田実業学校高等部 ベスト６４

井上　哲平 早稲田実業学校高等部 １回戦敗退 森　美咲 富士見丘高等学校 ベスト６４

辻　恵子 早稲田実業学校高等部 １回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 守谷・小堀 大成高等学校 準優勝 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 辻・早野 早稲田実業学校高等部 ベスト４

井上・岸田 早稲田実業学校高等部 １回戦敗退 細沼・森崎 富士見丘高等学校 ベスト４

森・江見 富士見丘高等学校 ベスト８

30.ウェイトリフティング

53㎏級 吉田　有輝 東亜学園高等学校 137 41位

56㎏級 岡本　優貴 東亜学園高等学校 181 19位

62㎏級 松尾　侑宇大 東亜学園高等学校 203 16位

松下　和樹 東亜学園高等学校 208 19位

武田　和輝 東京学園高等学校 185 45位

77㎏級 根本　拓真 東亜学園高等学校 234 7位

鈴木　健太 東亜学園高等学校 243 4位

大倉　悠吾 東京学園高等学校 記録なし

94kg級 針生　丈士 東京学園高等学校 237 12位

31.登山

団体 明治大学付属中野高等学校 ４２位 団体 東京都立工芸高等学校 3７位

32.ボクシング

学校対抗

個人 ピン 福井　勝也 駿台学園高等学校 2回戦 ベスト１６

ﾗｲﾄﾌﾗｲ 高山　涼深 駿台学園高等学校 3回戦 ベスト１６

ﾌﾗｲ 中野　幹士 東京都立竹台高等学校 3回戦 ベスト１６

ﾊﾞﾝﾀﾑ 新井　勝 東京都立富士森高等学校 3回戦 ベスト１６

ﾗｲﾄ 鈴木　雅弘 駿台学園高等学校 準決勝 ３位

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ 鈴木　稔弘 駿台学園高等学校 3回戦 ベスト１６

ｳｪﾙﾀｰ 柳　徹相 東京朝鮮高級学校 １回戦敗退

33.ボート

早稲田大学高等学院 準々決勝3着 3'07"98 舵手付きクオドルプル 東京都立本所高等学校 準々決勝4着 3'33"73

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 東京都立日本橋高等学校 準々決勝3着 3'16"59 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
東京都立墨田川高等学

校
準々決勝3着 3'36"99

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 石鍋　幸太郎 東京都立本所高等学校 準優勝 4'16"22 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 亀井恵利沙
東京都立墨田川高等学

校
準々決勝5着 4'11"64

34.自転車

総合 学校対抗 昭和第一学園高等学校 29点 優勝

ﾄﾗｯｸ ﾁｰﾑ 森　　天孝 東京都立小平西高等学校 1'28"166 第22位 ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 磯川　勝裕

川上　俊太 スクラッチ

ﾁｰﾑ 西村　大輝 昭和第一学園高等学校 4'33"300 第2位 ケイリン

･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 伊藤　和輝

馬渡　伸弥

山本　修平

井上　尚大 日本大学豊山高等学校 4'52"914 予選　第27位

佐藤　稜平

園田　晶也

野谷　直登

3km 伊藤　和輝 昭和第一学園高等学校 3'32"718 第1位

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ

･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

ｹｲﾘﾝ 山本　修平 昭和第一学園高等学校 1回戦敗退 　

佐々木青波 東京都立南平高等学校 ＤＮＳ

4㎞速度競走 橋詰　　丈 昭和第一学園高等学校 予選敗退

鈴木　誠人 日本大学豊山高等学校 予選敗退

ｽｸﾗｯﾁ 菊山　将志 昭和第一学園高等学校 第5位

黒木　駿太 東京都立八王子桑志高等学校 予選敗退

園田　晶也 日本大学豊山高等学校 予選敗退

ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ 西村　大輝 昭和第一学園高等学校 5点 第9位

ロード 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ西村　大輝 昭和第一学園高等学校 3:02'22"1 第3位

井上　尚大 日本大学豊山高等学校 3:02'28"7 第9位

馬渡　伸弥 昭和第一学園高等学校 3:02'45"0 第12位

新村　拓也 日本大学豊山高等学校 3:03'01"9 第46位

橋詰　　丈 昭和第一学園高等学校 ＤＮＦ

黒木　駿太 東京都立八王子桑志高等学校 ＤＮＦ

谷口　光揮 東京都立小平西高等学校 ＤＮＦ

36.フェンシング

団体 学校対抗 東亜学園高等学校 優勝 学校対抗 東亜学園高等学校 第3位

個人 ﾌﾙｰﾚ 松山　恭助 東亜学園高等学校 優勝 ﾌﾙｰﾚ 柳岡　はるか 東亜学園高等学校 第8位

松山　大助 東亜学園高等学校 第7位 宮脇　花綸 慶應義塾女子高等学校 準優勝

ｴﾍﾟ 九万田　大廊 早稲田高等学校 第5位 ｴﾍﾟ 山本　智恵 青山学院高等部 第5位

ｻｰﾌﾞﾙ 山崎　徳将 東亜学園高等学校 予選トーナメント 1回戦敗退 ｻｰﾌﾞﾙ 奈良　薫 帝京高等学校 予選トーナメント 1回戦敗退

37.空手道

団体 学校対抗 学校対抗 帝京高等学校 43 準優勝

団体 世田谷学園高等学校 3回戦敗退 団体 帝京高等学校 準優勝

個人 組手 末廣　哲彦 世田谷学園高等学校 2回戦敗退 組手 山田　沙羅 帝京高等学校 優勝

杉山　絹人 世田谷学園高等学校 4回戦敗退 宮原　美穂 帝京高等学校 4回戦敗退

形 水村　春輝 保善高等学校 2回戦敗退 形 大矢　真未 日本大学鶴ヶ丘高等学校 ベスト４

早津　陸 世田谷学園高等学校 5回戦敗退 皆川　絢佳 帝京高等学校 3回戦敗退

舵手付きクオドルプル

69㎏級

85kg級
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氏 名 所 属 記 録 成 績 女 子 種 目 氏 名 所 属 記 録 成 績
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38.アーチェリー

団体 日本工業大学駒場高等学校 5位 団体 慶應義塾女子高等学校 10位

個人 窪田晟也 日本工業大学駒場高等学校 7位 個人 丹治　里穂子 日本工業大学駒場高等学校 8位

遠藤　優 日本工業大学駒場高等学校 2回戦敗退 太田　夏美 慶應義塾女子高等学校 1回戦敗退

籾山　椋平 東京都立山崎高等学校 2回戦敗退 宮下　晶 慶應義塾女子高等学校 予選敗退

森安　央 日本工業大学駒場高等学校 1回戦敗退 ウーデン毬生 慶應義塾女子高等学校 予選敗退

吉村　峻晃 日本工業大学駒場高等学校 予選敗退 清水　七海 慶應義塾女子高等学校 予選敗退

39.なぎなた

団体 東京都立城東高等学校 予選リーグ敗退

個人 椛澤芙由未 東京都立芝商業高等学校 決勝トーナメント 1回戦敗退

中島沙織 日本大学鶴ヶ丘高等学校 予選リーグ敗退

演技 辻・中里 文化学園大学杉並高等学校 予選リーグ敗退

花岡・中藪 東京都立城東高等学校 予選リーグ敗退
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