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

1.2.陸上競技

100m 大嶋　健太 東京 10.57 決勝4位 100m 荒井　アンバー 日工大駒場 12.44 予選6組8着

林　謙太郎 八王子学園八王子 10.76 準決勝3組5着 ｴﾄﾞﾊﾞｰ　ｲﾖﾊﾞ 東京 12.25 予選3組8着

内田　貴一 暁星 12.97 予選1組8着 高森　真帆 東京 12.08 決勝8位

200m 大嶋　健太 東京 21.47 決勝6位 200m 高島　紗矢子 都立狛江 25.46 予選2組5着

400ｍ 400ｍ 小林　茉由 八王子学園八王子 56.14 準決勝2組3着

香坂　さゆり 白梅学園 56.40 準決勝1組4着

北村　夢 東京 DNS

800m 戸澤　文也 城西大城西 1:51.63 決勝3位 800m 奥田　静香 東京 2:15.42 決勝8位

織田　修平 保善 1:54.34 予選6組4着 北村　夢 東京 2:18.00 予選4組7着

鈴木　菜沙 白梅学園 2:14.84 準決勝1組6着

松尾　咲子 城西大城西 2:17.55 準決勝3組8着

卜部　蘭 白梅学園 2:08.51 決勝4位

1500ｍ 岡田　健 國學院久我山 3:54.56 決勝13位 1500m 卜部　蘭 白梅学園 4:18.30 決勝9位

谷萩　史歩 八王子 4:33.44 予選4組11着

5000m 茂木　圭次郞 拓大一 15:02.20 予選2組15着 3000m 谷萩　史歩 八王子 9:24.09 決勝13位

110mＨ 100mＨ 澤田　イレーネ 都立文京 14.11 準決勝1組4着

田島　梨紗乃 東京 15.33 予選6組8着

400mＨ 向井　頌之 開成 52.68 決勝6位 400mＨ 伊藤　明子 田園調布学園 59.19 優勝

坂本　景 東京 51.63 決勝3位 香坂　さゆり 白梅学園 1:01.23 決勝7位

4×100m 4×100m 鈴木・高森・上村・ｴﾄﾞﾊﾞｰ 東京 45.96 決勝4位

須原・小林・尾崎・林 八王子 47.65 予選2組4着

4×400m 圷・大澤・峰岸・林 八王子 3:13.34 準決勝3組6着 4×400m 大野・高森・奥田静・奥田真 東京 3:47.80 準決勝2組4着

中村・尾崎・伊藤・小林 八王子 3:46.73 決勝6位

走高跳 薊　優介 都立足立新田 NM 予選2組 走高跳

棒高跳

走幅跳 内川　佳祐 東京 7m19 予選1組10位 走幅跳 鈴木　利佳 駒澤大高 5m46 予選1組16位

金子　諒 都立練馬工業 6m86 予選1組19位

三段跳 井関　慶人 東京 14m51 予選2組9位 三段跳

砲丸投 安藤　夢 東京 15m99 決勝5位 砲丸投 長沼　瞳 郁文館 14m12 優勝

石井　光一 日本ウェルネス 14m23 予選1組15位 坂本　早映 戸板女 12m05 予選1組10位

晴山　江梨花 東京 12m61 予選2組11位

円盤投 安藤　夢 東京 48m95 決勝4位 円盤投 藤森　夏美 都立つばさ総合 42m00 決勝4位

栗城　湧介 東京 40m21 予選2組19位

ハンマー投 戸山　和紀 穎明館 51m29 予選2組21位

石垣　俊典 保善 49m28 予選1組28位

やり投 山田　舜 東京成徳 57m02 予選1組19位 やり投 石井　崇愛 都立つばさ総合 42m07 予選2組12位

熊木　綾香 都立昭和 37m81 予選1組26位

澤田　珠里 白梅学園 DNS

3000mＳＣ 中山　将 東京実業 9:26.79 予選3組6着

高橋　叶 國學院久我山 9:29.27 予選1組8着

遠藤　宏夢 國學院久我山 9:26.30 予選4組8着

5000ｍＷ 山口　壱平 東京実業 21:25.20 決勝6位 5000mW 加藤　泉美 都立高島 26:56.55 予選2組14着

八種競技 浅澤　豊 都立駒場 5155点 決勝22位 七種競技 伊藤　明子 田園調布学園 5001点 決勝4位

村山　航大 東海大高輪台 4893点 決勝33位 澤田　珠里 白梅学園 5091点 決勝2位

高橋　このか 白梅学園 4784点 決勝7位

速水　舞 都立駒場 4379点 決勝20位

学校対抗 東京 23点 ３位 学校対抗 白梅学園 16点 7位

1.2.駅伝

 男子 東京実業 2:12:39 45位 女子 八王子 1:10:11 15位

3.4.体操

団体総合 松蔭高等学校 221.45 27位（予選落ち） 団体総合 明星高等学校 158.85 優勝

個人総合 林　圭介 東洋高等学校 76.850 71位（予選落ち） 個人総合 村上　茉愛 明星高等学校 58.05 2位

橋本　和樹 桐朋高等学校 75.700 86位（予選落ち） 笹田　夏実 帝京高等学校 54.00 7位

小林　男気 松蔭高等学校 74.750 105位（予選落ち） 田口　恵名 明星高等学校 52.45 15位

木村　建斗 松蔭高等学校 73.900 118位（予選落ち） 水永　菜月 大智学園高等学校 46.75 55位

坂本　幸洋 松蔭高等学校 72.800 130位（予選落ち） 青鹿　七莉 明星高等学校 45.70 65位

河上　愛美 明星高等学校 45.40 68位

ゆか 跳馬 村上　茉愛 明星高等学校 15.15 1位

あん馬 段違い平行棒 村上　茉愛 明星高等学校 13.55 3位

つり輪 平均台 村上　茉愛 明星高等学校 14.25 4位

跳馬 林　圭介 東洋高等学校 14.500 10位 ゆか 村上　茉愛 明星高等学校 15.10 1位

平行棒

鉄棒

3.4.新体操

団体総合 団体総合 日女体大附二階堂高等学校 12.150 16位

個人総合 東　祐樹 国士舘高等学校 14.6 32位 個人総合 安藤　彩音 都立調布南高等学校 23.200 18位

ロープ 東　祐樹 国士舘高等学校 7.3 31位 フープ 安藤　彩音 都立調布南高等学校 12.150 17位

クラブ 東　祐樹 国士舘高等学校 7.3 30位 リボン 安藤　彩音 都立調布南高等学校 11.050 18位

5.6.バスケットボール

八王子学園八王子高等学校 ３回戦敗退 明星学園高等学校 ３回戦敗退

京北高等学校 優勝 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

駿台学園高等学校 ベスト４ 文京学院大学女子高等学校 第三位

東洋高等学校 ベスト１６ 下北沢成徳高等学校 ２回戦敗退
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9.10.ソフトテニス

団体 早稲田実業学校高等部 １回戦敗退 団体 文化学園大学杉並高等学校 準優勝

個人 釘本･南 佼成学園高等学校 ４回戦敗退 個人 杉脇・佐々木 文化学園大学杉並高等学校 準優勝

高倉･小西 早稲田実業学校高等部 ３回戦敗退 冨田・半谷 文化学園大学杉並高等学校 第三位

峯村･大羽 佼成学園高等学校 ３回戦敗退 花園・藤原 国本学園高等学校 ５回戦敗退

高橋・大平 駒澤大学高等学校 ３回戦敗退 保坂・田野倉 文化学園大学杉並高等学校 ５回戦敗退

岩崎･宮城 豊南高等学校 ２回戦敗退 小林・高杉 文化学園大学杉並高等学校 ３回戦敗退

田中・志鎌 都立清瀬高等学校 ２回戦敗退 高橋・板東 国本学園高等学校 ２回戦敗退

岡野・七澤 豊南高等学校 ２回戦敗退 島田・長島 文化学園大学杉並高等学校 ２回戦敗退

山田・関口 駒澤大学高等学校 １回戦敗退 真野・藤森 千代田女学園高等学校 １回戦敗退

11.ソフトボール

団体 大東文化大学第一高等学校 ３回戦 団体 日出高等学校 ペスト１６

12.スキー

学校対抗 学校対抗

大回転 萩生田　博之 日出高等学校 １’５４”６８ 29位 大回転 三輪　恵子 慶應義塾女子高等学校 ２’１０”９９ 57位

高原　悠綺 日出高等学校 １’５４”７７ 31位 大塚　麻莉奈 青山学院高等部 ２’１１”３０ 62位

狐崎　海 京華高等学校 １’５６”４１ 52位 中渡　智香 日本工業大学駒場高等学校 ２’１２”５２ 68位

永田　嵐 獨協高等学校 １’５９”３４ 71位 鈴木　美冬 日本大学第二高等学校 ２’２４”２６ 100位

西山　海斗 暁星高等学校 ２’０１”２１ 87位 大橋　史華 日本大学第二高等学校 ２’２４”５７ 101位

川村　勇志 明治大学付属中野高等学校 ２’０２”２５ 90位 渕脇　達代 明星高等学校 ２’２５”９３ 104位

市川　隼也 青山学院高等部 ２’０２”５２ 92位 加藤　めぐみ 明星学園高等学校 ２’２７”１７ 105位

鈴木　修太郎 早稲田実業高等部 ２’０２”６８ 93位 岩朝　恵美 日出高等学校 ２’２８”２７ 109位

田中　一輝 暁星高等学校 ＤＦ 松田　陽奈 成城学園高等学校 DF

松宮　弘忠 東京都市大学付属高等学校 ＤＦ 小池　百合乃 慶應義塾女子高等学校 DF

回転 萩生田　博之 日出高等学校 １’４２”８７ 37位 回転 大塚　麻莉奈 青山学院高等部 ２’０２”１３ 68位

永田　嵐 獨協高等学校 １’４４”２１ 41位 渡邊　愛美 日体荏原高等学校 ２’０４”９３ 74位

田中　一輝 暁星高等学校 １’４７”６８ 52位 三輪　恵子 慶應義塾女子高等学校 ２’０４”９４ 75位

鈴木　修太郎 早稲田実業高等部 １’４８”９７ 57位 山田　奈那子 慶應義塾女子高等学校 ２’０７”０６ 84位

篠原　広大 成蹊高等学校 １’５０”９０ 60位 大橋　史華 日本大学第二高等学校 ２’０８”８３ 89位

井上　岳秋 明星学園高等学校 １’５６”７７ 76位 松田　陽奈 成城学園高等学校 ２’１１”５０ 95位

西山　海斗 暁星高等学校 ２’０４”０３ 85位 渕脇　達代 明星高等学校 ２’１１”８６ 98位

狐崎　海 京華高等学校 ＤＦ 岡野　桃香 日本大学第三高等学校 ２’２３”１６ 110位

市川　隼也 青山学院高等部 ＤＦ 中渡　智香 日本工業大学駒場高等学校 ＤＦ

高原　悠綺 日出高等学校 ＤＦ 鈴木　美冬 日本大学第二高等学校 ＤＦ

小池　百合乃 慶應義塾女子高等学校 ＤＦ

ﾌﾘｰ 10㎞ 井川　真澄 豊島学院高等学校 ３２’３８”３ 108位 ﾌﾘｰ 5㎞ 丸山　唯 豊島学院高等学校 ２１’４４”８ 99位

塩田　康人 豊島学院高等学校 ３６’０３”７ 131位 松浦　光紗 豊島学院高等学校 ２１’５６”６ 100位

佐々木　大志 豊島学院高等学校 ４０’１６”３ 157位 中根　由貴 豊島学院高等学校 ２７’３３”４ 118位

田﨑　克弥 本郷高等学校 ４８’００”２ 173位

水上　広樹 本郷高等学校 ５４’５１”５ 174位

ｸﾗｼｶﾙ 10㎞ 井川　真澄 豊島学院高等学校 ３６’４７”８ 119位 ｸﾗｼｶﾙ 5㎞ 丸山　唯 豊島学院高等学校 ２５’１２”４ 113位

塩田　康人 豊島学院高等学校 ４２’４７”５ 151位 松浦　光紗 豊島学院高等学校 ２２’５６”５ 92位

佐々木　大志 豊島学院高等学校 ４４’５９”４ 162位 中根　由貴 豊島学院高等学校 ３０’３５”７ 123位

田﨑　克弥 本郷高等学校 ４９’５９”１ 172位

ﾘﾚｰ 豊島学院高等学校 ２：４８’４９”３ 30位 ﾘﾚｰ 豊島学院高等学校 １：１５’３３”５ 23位

13.スケート

ﾌｨｷﾞｭｱ 梶田　健登 明治大学付属中野高等学校 3位 ﾌｨｷﾞｭｱ 阿久澤　恵深 日本橋女学館高等学校 18位

鎌田　英嗣 獨協高等学校 4位 櫛田　麻佑 日本橋女学館高等学校 23位

佐上　凌 武蔵野高等学校 14位 佐藤　弥桜 日本橋女学館高等学校 26位

森　望 岩倉高等学校 17位 松嶋　那奈 駒場学園高等学校 28位

山口　凜華 駒場学園高等学校 33位

鈴木　春奈 日体荏原高等学校 45位

濱谷　佐理 富士見丘高等学校 47位

八百板　瞳 武蔵野高等学校 71位

佐藤　江玲奈 青山学院高等部 74位

小松　百合子 東京家政大学附属高等学校 88位

加藤　美樹 都立小平西高等学校 104位

檜山　智美 東洋女子高等学校 112位

松永　青葉 白百合学園高等学校 127位

砂川　若菜 日出高等学校 133位

岩本　美那恵 玉川学園高等部 137位

齊藤　里佐 広尾学園高等学校 145位

13.．ｱｲｽﾎｯｹｰ

早稲田実業学校高等部 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 ２回戦敗退

明治大学付属中野八王子高等学校 1回戦敗退 淑徳ＳＣ高等学校 １回戦敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ 中島　悠詞 安田学園高等学校 2回戦敗退 ｼﾝｸﾞﾙｽ 吉田　優海 武蔵野高等学校 ３回戦敗退

村上　知寛 安田学園高等学校 3回戦敗退 工藤　燈 武蔵野高等学校 ３回戦敗退

石川　聖大 明治大学付属中野八王子高等学校 1回戦敗退 田中　愛弥香 武蔵野高等学校 ３回戦敗退

菊口　大樹 東海大学菅生高等学校 1回戦敗退 大門　愛 武蔵野高等学校 ２回戦敗退

北原　翔太 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

三谷　悠人 安田学園高等学校 2回戦敗退 前田　順子 淑徳ＳＣ高等学校 １回戦敗退

野沢　大輔 日本大学豊山高等学校 1回戦敗退

石川　衛 明治大学付属中野八王子高等学校 2回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 村上・中島 安田学園高等学校 4回戦敗退 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 前田順子・大口茜 淑徳ＳＣ高等学校 ２回戦敗退

石川(衛）・植松 明治大学付属中野八王子高等学校 1回戦敗退 吉田優海・田中愛弥香 武蔵野高等学校 ２回戦敗退

下条・埴原 安田学園高等学校 2回戦敗退 工藤燈・大門愛 武蔵野高等学校 ２回戦敗退

大平・山﨑 2回戦敗退都立葛飾総合高等学校
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17.ラグビー

目黒学院高等学校 ３回戦敗退

東京高等学校 ２回戦敗退

18.サッカー

成立学園高等学校 1回戦敗退 村田女子高等学校 優勝

國學院大學久我山高等学校 ３回戦敗退

19.ハンドボール

都立東大和高等学校 2回戦敗退 佼成女子高等学校 2回戦敗退 3位

21.バドミントン

団体 学校対抗 淑徳巣鴨高等学校 2回戦敗退 学校対抗 日本橋女学館高等学校 ベスト１６

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 山崎　真央 淑徳巣鴨高等学校 2回戦敗退 ｼﾝｸﾞﾙｽ 仲井　由希乃 日本橋女学館高等学校 ベスト１６

塩田　敦 淑徳巣鴨高等学校 3回戦敗退 谷澤　安衣 日本橋女学館高等学校 2回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 塩田敦・山崎真央 淑徳巣鴨高等学校 3回戦敗退 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 武田紗貴・仲井由希乃 日本橋女学館高等学校 2回戦敗退

内田健太・植木祐太 関東第一高等学校 ベスト１６ 小沢羽衣・小沢舞羽 日本橋女学館高等学校 2回戦敗退

22.柔道

国士舘高等学校 第3位 団体 淑徳高等学校 1回戦敗退

修徳高等学校 第3位

個人 60ｋｇ 杉本　大虎 日体荏原高等学校 第5位 48ｋｇ 渡名喜　風南 修徳高等学校 準優勝

66ｋｇ 野村　琢眞 明治大学付属中野高等学校 2回戦敗退 52ｋｇ 義村　真由 修徳高等学校 第5位

73ｋｇ 岡田　大希 日体荏原高等学校 3回戦敗退 57ｋｇ 西尾　直子 帝京高等学校 第5位

81ｋｇ 大橋　賢人 足立学園高等学校 第3位 63ｋｇ 高澤　眞冴 淑徳高等学校 第5位

90ｋｇ 江畑　丈夫 国士舘高等学校 第5位 70ｋｇ 森田　智子 帝京高等学校 準優勝

100ｋｇ 田崎　健祐 国士舘高等学校 第5位 78ｋｇ 山田　あかり 淑徳高等学校 3回戦敗退

100ｋｇ超 小川　雄勢 修徳高等学校 2回戦敗退 78ｋｇ超 朝比奈　沙羅 渋谷教育学園渋谷高等学校 第3位

23.剣道

団体 高輪高等学校 2位 団体 東海大学菅生高等学校 ベスト１６

個人 佐々木　陽一朗 高輪高等学校 優勝 個人 佐藤　惟 八王子実践高等学校 ２回戦

我妻　拓 京北高等学校 2回戦 清水　世梨奈 東海大学菅生高等学校 ２回戦

24.水泳

50m自 ﾑｸﾀｰﾙ　ｱﾘ ｾﾝﾄﾒﾘｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ ２４秒１８ １０位 50m自 濱塚　杏珠 都立本所高等学校 ２６秒８２ １１位

榎本　真大 京華高等学校 ２４秒４４ ２６位 布施谷　結花 都立墨田川高等学校 ２７秒２２ ２４位

金子　竜大 日本大学豊山高等学校 ２４秒５９ ３７位 野口　寿々子 都立豊多摩高等学校 ２７秒２９ ３０位

上山　智之 都立本所高等学校 ２４秒６３ ３８位

池江　毅隼 日本大学豊山高等学校 ２４秒６８ ４３位

酒井　智正 東京立正高等学校 ２４秒７２ ４５位

100m自 吉田　冬優 淑徳巣鴨高等学校 ５１秒１１ 決勝　４位 100m自 布施谷　結花 都立墨田川高等学校 ５７秒９２ １５位

小形　純平 日本大学豊山高等学校 ５１秒６５ 決勝　６位 髙島　美桜 八王子高等学校 ５８秒０１ １７位

佐藤　勝亮 都立東高等学校 ５１秒８４ 決勝　７位 中村　祥子 日出高等学校 ５８秒４１ ２４位

吉田　冬優 淑徳巣鴨高等学校 ５１秒５４ 予選　５位

小形　純平 日本大学豊山高等学校 ５１秒５６ 予選　６位

佐藤　勝亮 都立東高等学校 ５１秒８９ 予選　７位

ﾑｸﾀｰﾙ　ｱﾘ ｾﾝﾄﾒﾘｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ ５２秒５７ ２０位

酒井　智正 東京立正高等学校 ５２秒８８ ２８位

政本　郁海 世田谷学園高等学校 ５３秒２５ ４０位

200m自 吉田　冬優 淑徳巣鴨高等学校 １分５２秒８２ 決勝　８位 200m自 伊藤　愛実 早稲田実業学校高等部 ２分０１秒７８ 決勝　４位

吉田　冬優 淑徳巣鴨高等学校 １分５０秒６９ 予選　４位 髙島　美桜 八王子高等学校 ２分０３秒５９ 決勝　８位

藤岡　遼平 淑徳巣鴨高等学校 １分５２秒３３ １１位 伊藤　愛実 早稲田実業学校高等部 ２分０２秒３１ 予選　２位

森重　拓朗 日本大学豊山高等学校 １分５３秒１２ １３位 髙島　美桜 八王子高等学校 ２分０３秒３０ 予選　７位

野口　聖也 日本大学豊山高等学校 １分５４秒５５ ２４位 川畑　志保 早稲田実業学校高等部 ２分０５秒３３ １５位

佐藤　勝亮 都立東高等学校 １分５４秒８８ ２７位 杉本　千智友 八王子高等学校 ２分０７秒６７ ２９位

400m自 池永　旬輝 淑徳巣鴨高等学校 ３分５５秒９０ 決勝　２位 400m自 上田　桜子 都立墨田川高等学校 ４分１６秒７７ 決勝　４位

藤岡　遼平 淑徳巣鴨高等学校 ３分５６秒４９ 決勝　４位 新倉　みなみ 東京立正高等学校 ４分１６秒８９ 決勝　５位

藤岡　遼平 淑徳巣鴨高等学校 ３分５６秒５８ 予選　１位 川瀨　寛夏 八王子高等学校 ４分２０秒０１ 決勝　８位

池永　旬輝 淑徳巣鴨高等学校 ３分５６秒６１ 予選　２位 上田　桜子 都立墨田川高等学校 ４分１７秒７０ 予選　４位

内田　航 淑徳巣鴨高等学校 ３分５８秒６９ １２位 新倉　みなみ 東京立正高等学校 ４分１８秒０８ 予選　６位

森重　拓朗 日本大学豊山高等学校 ３分５９秒９９ １８位 川瀨　寛夏 八王子高等学校 ４分１８秒６７ 予選　７位

仲家　槙吾 八王子高等学校 ４分０１秒１８ ２３位 伊藤　愛実 早稲田実業学校高等部 ４分１９秒６２ １０位

藤原　慧 日本大学豊山高等学校 ４分０２秒３２ ２８位 川端　南 八王子高等学校 ４分２１秒０５ １４位

石井　茉宏 筑波大学附属高等学校 ４分２１秒５９ １９位

大崎　舞鈴 淑徳巣鴨高等学校 ４分２２秒７１ ２４位

森川　知華 淑徳巣鴨高等学校 ４分２２秒９６ ２５位

櫻井　美乃 都立墨田川高等学校 ４分２５秒１２ ３１位

岡田　絢奈 都立駒場高等学校 ４分２７秒２５ ４４位

1500m自 仲家　槙吾 八王子高等学校 １５分３０秒７４ 決勝　３位 800m自 川瀨　寛夏 八王子高等学校 ８分４７秒２７ 決勝　２位

仲家　槙吾 八王子高等学校 １５分３４秒７７ 予選　３位 新倉　みなみ 東京立正高等学校 ８分５０秒２１ 決勝　４位

藤原　慧 日本大学豊山高等学校 １５分５５秒３０ １１位 川瀨　寛夏 八王子高等学校 ８分４９秒３９ 予選　１位

内田　航 淑徳巣鴨高等学校 １５分５５秒８９ １２位 新倉　みなみ 東京立正高等学校 ８分５０秒９２ 予選　６位

川原　春海 東京立正高等学校 １６分０６秒３２ ２８位 大崎　舞鈴 淑徳巣鴨高等学校 ８分５５秒３８ １０位

新井　翔太郎 淑徳巣鴨高等学校 １６分１５秒５９ ４０位 森川　知華 淑徳巣鴨高等学校 ８分５９秒７９ １６位

櫻井　美乃 都立墨田川高等学校 ９分０１秒４７ ２０位

安部　優希 桐朋女子高等学校 ９分０３秒５７ ２３位

片岡　真菜 淑徳巣鴨高等学校 ９分０８秒２６ ３５位

池邉　有里奈 東京立正高等学校 ９分１５秒５８ ５１位

横溝　夏実 八王子高等学校 ９分１７秒５６ ５８位

100m背 小形　純平 日本大学豊山高等学校 ５６秒８１ 決勝　２位 100m背 藤田　紗綺 三輪田学園高等学校 １分０３秒６２ １６位

黒澤　拓海 日本大学豊山高等学校 ５７秒６６ 決勝　５位 伊藤　美星 武蔵野高等学校 １分０４秒７１ ２８位

小形　純平 日本大学豊山高等学校 ５７秒００ 予選　３位

黒澤　拓海 日本大学豊山高等学校 ５７秒５３ 予選　６位

川島　龍一 明治大学付属明治高等学校 ５８秒５７ ２４位

団体



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

100m背 比留間　穏継 日本学園高等学校 ５８秒８３ ２７位

梶沼　照史 早稲田実業学校高等部 ５８秒８４ ２８位

相田　悠希 明大付属中野八王子高等学校 ５８秒８６ ２９位

清水　勇也 八王子高等学校 ５９秒１３ ３３位

兼子　雄太郎 八王子高等学校 ５９秒２５ ３７位

新家　大二郎 都立文京高等学校 ５９秒４６ ４１位

荒井　鉄 日本大学豊山高等学校 ５９秒５５ ４２位

200m背 黒澤　拓海 日本大学豊山高等学校 ２分０３秒５５ 決勝　６位 200m背 髙木　桃子 早稲田実業学校高等部 ２分１８秒１７ ２５位

黒澤　拓海 日本大学豊山高等学校 ２分０４秒６９ 予選　７位 川端　南 八王子高等学校 ２分１９秒２６ ３２位

新家　大二郎 都立文京高等学校 ２分０５秒４４ １０位 澁谷　祐未 和洋九段女子高等学校 ２分２０秒０１ ３６位

川島　龍一 明治大学付属明治高等学校 ２分０５秒９３ １２位 鷲尾　理沙子 八王子高等学校 ２分２１秒７５ ４３位

相田　悠希 明大付属中野八王子高等学校 ２分０６秒６２ １８位

兼子　雄太郎 八王子高等学校 ２分０７秒７８ ３１位

荒井　鉄 日本大学豊山高等学校 ２分０９秒１１ ４５位

清水　勇也 八王子高等学校 ２分１０秒０９ ５０位

100m平 原　大輔 八王子高等学校 １分０７秒０５ ５３位 100m平 渡部　香生子 武蔵野高等学校 １分０８秒５８ 決勝　１位

神宮司　瀬里奈 麹町学園女子高等学校 １分１０秒０１ 決勝　５位

服部　友香 八王子高等学校 １分１０秒２４ 決勝　６位

渡部　香生子 武蔵野高等学校 １分０９秒０６ 予選　１位

服部　友香 八王子高等学校 １分１０秒２６ 予選　６位

神宮司　瀬里奈 麹町学園女子高等学校 １分１０秒３２ 予選　７位

田中　亜季 明星学園高等学校 １分１１秒１１ １２位

萩原　理沙 淑徳巣鴨高等学校 １分１２秒４８ ２８位

200m平 宇都宮　壱基 日本大学豊山高等学校 ２分１２秒６０ 決勝　４位 200m平 渡部　香生子 武蔵野高等学校 ２分２６秒６６ 決勝　１位

宇都宮　壱基 日本大学豊山高等学校 ２分１３秒０８ 予選　３位 服部　友香 八王子高等学校 ２分２７秒３８ 決勝　２位

加藤　弘之 武蔵野高等学校 ２分１８秒５７ ３３位 神宮司　瀬里奈 麹町学園女子高等学校 ２分３３秒１５ 決勝　７位

稲員　悠太 都立小石川高等学校 ２分１８秒９２ ３７位 渡部　香生子 武蔵野高等学校 ２分２８秒０９ 予選　１位

阿部　隼翔 日本大学豊山高等学校 ２分１８秒９８ ３８位 服部　友香 八王子高等学校 ２分２８秒６７ 予選　３位

原　大輔 八王子高等学校 ２分１９秒５７ ４０位 神宮司　瀬里奈 麹町学園女子高等学校 ２分３１秒９２ 予選　７位

萩原　理沙 淑徳巣鴨高等学校 ２分３２秒８１ １４位

三田村　美乃 八王子高等学校 ２分３４秒３０ ２３位

酒井　茉奈恵 学芸大附属国際中等教育学校 ２分３４秒９８ ２９位

100mﾊﾞﾀ 田口　雅司 明治大学付属中野高等学校 ５５秒２０ １４位 100mﾊﾞﾀ 藪　美涼 武蔵野高等学校 ５９秒７７ 決勝　２位

前田　隼佑 八王子高等学校 ５５秒３７ １７位 藪　美涼 武蔵野高等学校 １分００秒４８ 予選　３位

池江　毅隼 日本大学豊山高等学校 ５５秒６７ ２１位 小野寺　未来 八王子高等学校 １分０１秒７９ １２位

今村　史悠 麻布高等学校 ５５秒９９ ２７位 長崎　優 淑徳巣鴨高等学校 １分０２秒６４ ３２位

五十嵐　涼 堀越高等学校 ５６秒３１ ３４位 塩谷　綸 八王子高等学校 １分０３秒５６ ４１位

佐藤　将太郎 武蔵野高等学校 ５６秒７８ ４５位

200mﾊﾞﾀ 田口　雅司 明治大学付属中野高等学校 ２分０２秒３５ ２５位 200mﾊﾞﾀ 藪　美涼 武蔵野高等学校 ２分０９秒０５ 決勝　１位

今村　史悠 麻布高等学校 ２分０４秒０６ ３９位 藪　美涼 武蔵野高等学校 ２分１０秒４７ 予選　１位

小野寺　未来 八王子高等学校 ２分１４秒１８ １０位

岡田　杏実 日女体大附属二階堂高等学校 ２分１６秒９０ ２８位

200m個人 岡本　卓也 八王子高等学校 ２分０７秒１４ ２５位 200m個人 若穂囲　理緒 淑徳巣鴨高等学校 ２分１５秒１５ 決勝　５位

ﾒﾄﾞﾚｰ 桑原　颯大 淑徳巣鴨高等学校 ２分０８秒５４ ４７位 ﾒﾄﾞﾚｰ 若穂囲　理緒 淑徳巣鴨高等学校 ２分１６秒１４ 予選　３位

藤掛　遼太郎 八王子高等学校 ２分０８秒７７ ５２位 國澤　明日香 八王子高等学校 ２分１９秒８４ ２０位

高山　凱 日本大学豊山高等学校 ２分１０秒００ ６８位 今野　瑠菜 日出高等学校 ２分２１秒８０ ３４位

松村　寛季 早稲田大学高等学院 ２分１１秒２９ ７９位 玉川　詩織 淑徳巣鴨高等学校 ２分２４秒５７ ４９位

森田　大地 淑徳巣鴨高等学校 ２分１１秒６１ ８０位

400m個人 宇都宮　壱基 日本大学豊山高等学校 ４分１８秒７７ 決勝　１位 400m個人 上田　桜子 都立墨田川高等学校 ４分４７秒５２ 決勝　４位

ﾒﾄﾞﾚｰ 宇都宮　壱基 日本大学豊山高等学校 ４分２１秒３６ 予選　１位 ﾒﾄﾞﾚｰ 石井　茉宏 筑波大学附属高等学校 ４分４９秒１９ 決勝　６位

岡本　卓也 八王子高等学校 ４分２７秒４０ １２位 上田　桜子 都立墨田川高等学校 ４分４６秒６７ 予選　２位

藤掛　遼太郎 八王子高等学校 ４分３０秒３７ ２１位 石井　茉宏 筑波大学附属高等学校 ４分４８秒３１ 予選　５位

若穂囲　理緒 淑徳巣鴨高等学校 ４分５０秒０５ ９位

國澤　明日香 八王子高等学校 ４分５４秒４７ １９位

溝上　壽乃 早稲田実業学校高等部 ４分５８秒８５ ３２位

岡田　杏実 日女体大附属二階堂高等学校 ４分５９秒５０ ３８位

小宮　早稀 淑徳巣鴨高等学校 ５分０１秒９１ ５１位

400mﾘﾚｰ 日本大学豊山高等学校 ３分２８秒４０ 決勝　５位 400mﾘﾚｰ 早稲田実業学校高等部 ３分５２秒６０ 決勝　８位

日本大学豊山高等学校 ３分２８秒９７ 予選　５位 早稲田実業学校高等部 ３分５３秒０２ 予選　４位

淑徳巣鴨高等学校 ３分３０秒０８ ９位 武蔵野高等学校 ３分５４秒０５ ９位

八王子高等学校 ３分３１秒１３ １４位 八王子高等学校 ３分５４秒１１ １０位

早稲田実業 ３分３６秒９５ ４４位 都立墨田川高等学校 ３分５５秒３２ １３位

都立駒場高等学校 ３分３７秒７８ ５０位 淑徳巣鴨高等学校 ３分５７秒７３ ２３位

堀越高等学校 引継ぎ違反失格 日出高等学校 ４分００秒５７ ３３位

800mﾘﾚｰ 淑徳巣鴨高等学校 ７分２７秒６４ 決勝　２位

日本大学豊山高等学校 ７分３２秒９９ 決勝　６位

淑徳巣鴨高等学校 ７分３２秒４４ 予選　４位

日本大学豊山高等学校 ７分３４秒０４ 予選　５位

八王子高等学校 ７分４５秒１９ １８位

日出高等学校 ７分５８秒６６ ６０位

400m 日本大学豊山高等学校 ３分４５秒７０ 決勝　３位 400m 武蔵野高等学校 ４分１１秒１９ 決勝　２位

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 日本大学豊山高等学校 ３分４６秒６６ 予選　３位 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 八王子高等学校 ４分１２秒５５ 決勝　４位

八王子高等学校 ３分５２秒１７ １５位 八王子高等学校 ４分１３秒４２ 予選　１位

日体荏原高等学校 ３分５６秒３８ ３１位 武蔵野高等学校 ４分１３秒５７ 予選　２位

堀越高等学校 ３分５７秒７７ ３９位 淑徳巣鴨高等学校 ４分１８秒３９ １０位

武蔵野高等学校 ３分５８秒４１ ４３位 都立墨田川高等学校 ４分２０秒５３ １６位

早稲田実業学校高等部 ４分２２秒５３ ２６位

東京立正高等学校 ４分２７秒１７ ５２位



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

学校対抗 日本大学豊山高等学校 ５６点 ３位 学校対抗 武蔵野高等学校 ４５点 ４位

淑徳巣鴨高等学校 ３２点 ７位 八王子高等学校 ２９点 ６位

八王子高等学校 ６点 ２４位 都立墨田川高等学校 １０点 １８位

都立東高等学校 ２点 ４０位 東京立正高等学校 ９点 ２２位

早稲田実業学校高等部 ７点 ２４位

麹町学園女子高等学校 ６点 ２７位

淑徳巣鴨高等学校 ４点 ３６位

筑波大学附属高等学校 ３点 ４０位

飛板跳込 飛板跳込 島雄　智佳子 東京高等学校 185.45 ２０位

高飛込 高飛込 島雄　智佳子 東京高等学校 370.15 決勝　６位

水球 明治大学付属中野高等学校 ３回戦敗退 ベスト８

25.相撲

団体 都立足立新田高等学校 予選３勝１３点 決勝トーナメント 1回戦敗退

東京学園高等学校 予選1勝４点 予選敗退

個人 今関　俊英 都立足立新田高等学校 予選３勝 優秀３２ 決勝トーナメント 1回戦敗退(ベスト３２)

鈴木　拓巳 東京学園高等学校 予選２勝1敗 優秀３３ 決勝トーナメント 1回戦敗退(ベスト３２)

戸田　隼介 東京学園高等学校 予選3敗 予選敗退

鈴木　千晴 東京学園高等学校 予選1勝2敗 予選敗退

26.弓道

団体 幸明　千尋 団体 島津　紗英

西原　剛志 河野　優里

會田　雄大 山口　美尋

小島　悠介 蓑羽　夏海

千森　隆靖 小松　史佳

佐々木　洋輔 菊地　遥

個人 今泉　博貴 芝浦工業大学高等学校 予 選 敗 退 個人 鈴木　桃 明星学園高等学校 決 勝 射 詰 敗 退

千森　隆靖　 城北学園高等学校 予 選 敗 退 吉永　はるか 都立美原高等学校 決 勝 射 詰 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㎏ 長谷川　敏裕 自由ヶ丘学園高等学校 5位 46kg級 田邊　優貴 安部学院高等学校 1位

55kg 乙黒　圭佑 帝京高等学校 5位 49kg級 今　佑海 安部学院高等学校 準々決勝敗退

60kg 高山　悠馬 自由ヶ丘学園高等学校 1回戦敗退 守田　明日香 安部学院高等学校 3位

66kg 村上　翔 大森学園高等学校 3回戦敗退 山田　海南江 安部学院高等学校 2位

74kg 白井　勝太 帝京高等学校 2位 加賀田　葵夏 文化学園大学杉並高等学校 準々決勝敗退

84kg 小林　秀平 大森学園高等学校 1回戦敗退 52kg級 向田　真優 安部学院高等学校 1位

96kg 早坂　亮慧 自由ヶ丘学園高等学校 1回戦敗退 三浦　美優 安部学院高等学校 3位

120㎏ 揚原　崧皓 大森学園高等学校 2回戦敗退 與那嶺　優里 安部学院高等学校 準々決勝敗退

56kg級 佐々木　なつみ 安部学院高等学校 3位

廣瀬　瑠実 安部学院高等学校 2位

花田　彩乃 安部学院高等学校 準々決勝負傷棄権

60kg級 香山　芳美 安部学院高等学校 1位

矢後　愛佳 安部学院高等学校 1回戦敗退

65kg級 源平　彩南 安部学院高等学校 3位

高橋　海寿々 大森学園高等学校 1位

70kg級 古市　雅子 安部学院高等学校 1位

齋藤　未来 安部学院高等学校 3位

28.ホッケー

早稲田大学高等学院 1回戦敗退

29.テニス

団体 東海大菅生高等学校 ２回戦 団体 富士見丘高等学校 優勝

大成高等学校 ３回戦 早稲田実業学校高等部 ３位

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 田中　凛 東海大菅生高等学校 ２回戦 ｼﾝｸﾞﾙｽ 辻　紘子 早稲田実業学校高等部 ３回戦

斎藤　和哉 東海大菅生高等学校 ３回戦 江見　優生乃 富士見丘高等学校 ベスト８

甲斐　直登 堀越高等学校 ２回戦 福田　詩織 堀越高等学校 ３回戦

石井　行 東海大菅生高等学校 ベスト８ 森崎　可南子 富士見丘高等学校 ベスト８

恒松　拓未 大成高等学校 ２回戦 細沼　千紗 富士見丘高等学校 準優勝

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 恒松・神田 大成高等学校 ２回戦 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 細沼・江見 富士見丘高等学校 準優勝

田中・小見山 東海大菅生高等学校 ベスト８ 森崎・杉本 富士見丘高等学校 １回戦

酒井・豊泉 東海大菅生高等学校 ２回戦 辻・金井 早稲田実業学校高等部 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 １６６㎏ １９位

56㎏級 高井　克海 東京学園高等学校 １５１㎏ ３５位

69㎏級 松尾　侑宇大 東亜学園高等学校 ２２６㎏ ７位

69㎏級 市川　慎也 東亜学園高等学校 １８１㎏ ５６位

77㎏級 廣瀬　翼 東亜学園高等学校 ２３４㎏ ５位

85㎏級 鈴木　健太 東亜学園高等学校 ２５４㎏ ４位

85㎏級 池端　瞬 東京学園高等学校 ０㎏ なし

94㎏級 大倉　悠吾 東京学園高等学校 ２１３㎏ １８位

94㎏級 佐々木　将之 東京学園高等学校 ２０７㎏ ２３位

105㎏級 片岡　純 東京学園高等学校 ２２０㎏ １６位

+105㎏級 上野　祐脩 東京学園高等学校 ２６１㎏ ５位

31.登山

           男子団体 明治大学付属中野高等学校 88.6 ３４位 女子団体 都立工芸高等学校 80.7 35位

32.ボクシング

学校対抗

個人 ﾋﾟﾝ 福井　勝也 駿台学園高等学校 ベスト８

ﾗｲﾄﾌﾗｲ 岩田　翔吉 日出高等学校 第一位

ﾌﾗｲ 中野　幹士 都立竹台高等学校 第一位

ﾊﾞﾝﾀﾑ 新井　勝 都立富士森高等学校 初戦敗退

城北学園高等学校

予 選 通 過

決勝トーナメント
２ 回 戦 敗 退
( ベ ス ト 16 )

予 選 敗 退都立芦花高等学校



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

ﾗｲﾄ 鈴木　雅弘 駿台学園高等学校 ベスト８

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ 鈴木　稔弘 駿台学園高等学校 ベスト８

ｳｪﾙﾀｰ 岩本　啓生 駿台学園高等学校 初戦敗退

ﾐﾄﾞﾙ

33.ボート

酒部・深田・東・金子・井踏 早稲田大学高等学院 3'25"61 準決勝3着 舵手付きｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 篠原・亀井・永井・飯塚・道見 都立墨田川高等学校 4'29"93 準々決勝4着

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 得居・小川 早稲田大学高等学院 3'51"46 準々決勝3着 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 貞方・飯島 都立本所高等学校 4'27"12 準々決勝3着

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 石鍋　幸太郎 都立本所高等学校 3'44"34 決勝3着(第3位) ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 青木　華弥 都立本所高等学校 4'26"10 準決勝3着

34.自転車

ﾄﾗｯｸ ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 山本　修平 女子公開競技

加藤　隼 500m ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 坂本　咲 都立美原高等学校 40"146 第6位

古田　潤 古山　稀絵 昭和第一高等学校 41"032 第9位

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 吉田　尚平 都立八王子桑志高等学校 11"617 予選敗退 ｽｸﾗｯﾁ 坂本　咲 都立美原高等学校 第4位

佐々木　青波 都立南平高等学校 11"846 予選敗退

3km

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ

･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

ｹｲﾘﾝ 加藤　隼 昭和第一高等学校 第12位

ｽｸﾗｯﾁ 山本　修平 昭和第一高等学校 第2位

高橋　裕司 都立八王子桑志 予選敗退

ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ 橋詰　丈 昭和第一高等学校 決勝進出

谷口　光揮 都立小平西高等学校 予選敗退

藤田　健太郎 日本大学豊山高等学校 予選敗退

ﾛｰﾄﾞ 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 古田　潤 昭和第一高等学校 3:02'59 第7位

橋詰　丈 昭和第一高等学校 3:03'02 第13位

谷口　光揮 都立小平西高等学校 ＤＮＦ

藤田　健太郎 日本大学豊山高等学校 ＤＮＦ

伊藤　佑一 成城高等学校 ＤＮＦ

魚谷　優治 日本大学豊山高等学校 ＤＮＦ

新村　拓也 日本大学豊山高等学校 ＤＮＦ

高橋　裕司 都立八王子桑志高等学校 ＤＮＦ

山本　修平 昭和第一高等学校 ＤＮＦ

学校対抗 総合 昭和第一高等学校 15点 第9位

ロード総合 昭和第一高等学校 2点 第7位

トラック総合 昭和第一高等学校 13点 第10位

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 2回戦敗退

個人 ﾌﾙｰﾚ 松山　恭助 東亜学園高等学校 優勝 ﾌﾙｰﾚ 高木　杏菜 東亜学園高等学校 予選トーナメント1回戦敗退

敷根　崇裕 東亜学園高等学校 準優勝 峯元　晴菜 東亜学園高等学校 予選プール敗退

ｴﾍﾟ 九万田　大廊 早稲田高等学校 予選トーナメント1回戦敗退 ｴﾍﾟ 山本　智恵 青山学院高等部 第3位

ｻｰﾌﾞﾙ 清水　紀宏 帝京高等学校 優勝 ｻｰﾌﾞﾙ 関　海真 東亜学園高等学校 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 第２位

団体 世田谷学園高等学校 １回戦敗退 団体 帝京高等学校 準優勝

個人 組手 末廣　祥彦 世田谷学園高等学校 ４回戦敗退 組手 宮原　美穂 帝京高等学校 優勝

久保木　涼介 世田谷学園高等学校 ２回戦敗退 建部　美希 帝京高等学校 ４回戦敗退

形 鈴木　達也 世田谷学園高等学校 第３位 形 大矢　真未 日本大学鶴ケ丘高等学校 準優勝

甲斐　絢人 保善高等学校 １回戦敗退 髙橋　由依 日本大学鶴ケ丘高等学校 ４回戦敗退

38.アーチェリー

団体 日本工業大学駒場高等学校 12位 団体 慶應義塾女子高等学校 予選落ち(予選18位)

個人 石川　和璃 日本工業大学駒場高等学校 100位 個人 清水　七海 慶應義塾女子高等学校 54位

池田　一樹 日本工業大学駒場高等学校 53位 長澤　彩夏 慶應義塾女子高等学校 72位

窪田　晟也 日本工業大学駒場高等学校 8位 白坂　海南絵 慶應義塾女子高等学校 94位

大壽美　悠斗 日本工業大学駒場高等学校 151位 横田　早紀 慶應義塾女子高等学校 170位

遠藤　周 学習院高等科 173位 丹治　里穂子 日本工業大学駒場高等学校 24位

39.なぎなた

団体 都立城東高等学校 予選リーグ敗退

個人 宇田川　思 文化学園大学杉並高等学校 予選リーグ敗退

田中　音羽 都立城東高等学校 決勝トーナメント１回戦敗退

演技 宇田川･北 文化学園大学杉並高等学校 優勝

小林･梶野 都立城東高等学校 決勝トーナメント１回戦敗退

(☆ヨット) 

FJ級 ｿﾛ 外山　波音 ｿﾛ 杉村　紀香

相川　浩快 森谷　雪乃

古谷　夏樹 浜田　多依耶

本間　百展 今井　春花

大井　汐里

関　春花

曾田　沙羅

ﾃﾞｭｴｯﾄ 都立大島海洋国際高等学校 33位 ﾃﾞｭｴｯﾄ 都立大島海洋国際高等学校 20位

吉野　由眞

舵手付きｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

3'49"995 第22位

昭和第一高等学校 1'19"587

昭和第一高等学校

第4位

都立大島海洋国際高等学校 56位

都立大島海洋国際高等学校

34位

39位

都立大島海洋国際高等学校


