
氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績

1.2.陸上競技

100m 大嶋　健太 東京 10.90 決勝2位 100m エドバー　イヨバ 東京 12.25 決勝1位

大野　裕貴 立教池袋 11.16 決勝7位 上村　希実 東京 12.62 決勝6位

鈴木　康平 成城 11.14 決勝5位 廣田　丹子 つばさ総合 12.54 決勝5位

福島　翔夢 町田 11.27 準決勝2組6着 粕谷　玲奈 駒大 12.81 予選2組4着

日高　クリスチャン 東京 11.30 予選1組4着 加田　美香 つばさ総合 12.68 予選4組4着

松下　旺介 日大三 11.36 準決勝2組8着 広沢　真愛 八王子 12.68 準決勝1組6着

伊藤　直樹 城西大城西 11.25 準決勝1組8着

200m サニブラウン・A　ハキーム城西大城西 21.24 決勝1位 200m エドバー　イヨバ 東京 24.89 決勝3位

鈴木　康平 成城 21.66 決勝6位 奥田　真澄 東京 DNS

山﨑　大紀 城西大城西 23.12 予選2組8着 上村　希実 東京 25.50 予選1組3着

福島　翔夢 町田 22.18 予選3組5着 広沢　真愛 八王子 25.12 決勝6位

日高　クリスチャン 東京 22.42 予選3組7着 竪山　菜々 東京成徳 25.43 決勝8位

小野原　優 岩倉 22.21 予選3組6着 加田　美香 つばさ総合 25.45 予選3組5着

大嶋　健太 東京 21.30 決勝3位 DNS＝棄権

400m 溝口　侑平 日大豊山 48.46 予選2組4着 400m 奥田　真澄 東京 55.68 決勝1位

北山　亮介 東京 48.83 予選1組5着 小林　茉由 八王子 57.43 決勝7位

尾﨑　正大 桐朋 49.02 決勝6位 深澤　みなみ 國學院 58.89 決勝8位

八巻　颯 文京 49.30 予選2組6着 柳下　美佐子 戸板女 DNS

吉田　熙那 日大豊山 49.34 予選1組6着 渡邉　真央 白梅学園 58.00 予選2組3着

DNS＝棄権 瀧渕　貴弘 立教池袋 49.39 予選2組3着 木村　友香 共立女 59.77 予選1組7着

800m 長尾　俊希 城西大城西 1.58.58 決勝5位 800m 奥田　静香 東京 2.11.51 決勝1位

山田　陽平 文京 1.59.33 決勝8位 吉澤　伶 日本橋女学館 2.13.73 決勝6位

土屋　維智彦 国立 1.57.20 予選3組5着 木村　綾愛 早稲田実 2.15.89 予選1組6着

栗田　寛樹 巣鴨 1.57.32 予選2組5着 加藤　海木子 錦城 2.14.90 予選1組5着

齋藤　雅英 早稲田実 1.55.38 予選2組4着 草場　史佳 東京 2.16.02 予選2組5着

角銅　啓多 武蔵野北 1.57.10 予選3組4着 五十嵐　恋 日本橋女学館 2.17.60 決勝8位

1500m 齋藤　雅英 早稲田実  3.58.68 決勝5位 1500m 元廣　由美 八王子 4.40.96 予選2組9着

岡田　健 國學院久我山  3.57.91 決勝3位 平賀　奏美 順天 4.34.25 決勝5位

斉藤　寛明 國學院久我山 DNS 佐藤　みな実 順天 4.34.26 決勝6位

大谷　智希 國學院久我山  4.03.27 決勝12位 今泉　野乃香 八王子 DNS

島崎　裕貴 東京実  4.17.86 予選2組10着 加藤　海木子 錦城 4.42.08 予選2組10着

DNS＝棄権 米井　翔也 東京  4.04.84 予選1組8着 DNS＝棄権 宮田　彩子 東京 4.40.16 予選1海10着

5000m(男子) 斉藤　寛明 國學院久我山 14.56.87 決勝6位 3000m(女子) 元廣　由美 八王子 9.35.71 決勝13位

竹山　直宏 國學院久我山 15.18.85 決勝14位 平賀　奏美 順天 9.28.40 決勝10位

片西　景 昭和一学園 15.11.33 決勝12位 今泉　野乃香 八王子 9.40.23 決勝15位

越川　堅太 東京実 15.42.28 決勝16位 佐藤　みな実 順天 9.28.07 決勝9位

岡田　健 國學院久我山 15.49.65 決勝18位 宮田　彩子 東京 10.27.06 決勝21位

横田　佳介 拓大一 15.08.87 決勝10位 千葉　伶 八王子 9.59.85 決勝17位

110mＨ（男子) 栗城　アンソニータイレル 八王子 14.60 決勝4位 100mＨ(女子) 鳴川　亜美 白梅学園 14.13 決勝1位

平松　パプデンバ 芦花 14.52 決勝3位 柳下　美佐子 戸板女 14.58 決勝6位

荒井　駿哉 立教池袋 15.15 準決勝1組6着 安東　依里奈 駒場 14.82 準決勝2組5着

関根　直輝 明中八王子 15.93 準決勝1組8着 尾張　叶歩 白梅学園 14.71 決勝8位

森　遼河 東京 16.14 予選1組6着 長坂　くるみ 吉祥女 14.60 決勝7位

加藤　大樹 松が谷 15.50 予選4組5着 田島　梨紗乃 東京 15.11 準決勝1組6着

400mＨ 栗城　アンソニータイレル 八王子 52.61 決勝2位 400mＨ 柳下　美佐子 戸板女 1.02.39 決勝6位

北山　亮介 東京 53.54 予選2組4着 吉澤　伶 日本橋女学館 1.01.58 決勝4位

山田　嘉将 日本工大駒場 1.00.02 予選1組7着 野田　夏美 白梅学園 1.03.28 決勝7位

坂巻　直哉 文京 55.64 予選3組6着 並木　理莉奈 八王子 1.04.23 予選3組4着

奥村　俊介 早大学院 55.35 予選1組5着 田島　梨紗乃 東京 1.04.31 決勝8位

竹内　祥生 立教池袋 54.01 予選2組6着 齋藤　杏里彩 日本橋女学館 1.03.40 予選2組4着

４×100m 森田・ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・山﨑・伊藤 城西大城西 40.45 決勝2位 ４×100m 武田・ｴﾄﾞﾊﾞｰ・上村・奥田 東京 46.69 決勝2位
植竹・日高・角本・大嶋 東京 40.83 決勝4位 鳥海・加田・伊藤・廣田 つばさ総合 47.25 決勝3位
多司馬・鈴木・中山・静谷 成城 41.23 予選1組4着 小林明・粕谷・小林菜・小池 駒大 48.29 予選1組4着
淺賀・片山・岡部・木崎 南平 41.78 予選2組6着 山本・海老沢・梅津・久保 日本工大駒場 52.37 決勝8位
黒木・笠木・小林・田村 創価 41.55 予選1組6着 木村・広沢・須原・小林 八王子 47.95 予選1組3着

DNF＝途中棄権 足立・寺下・猪瀬・清水 八王子 41.83 予選1組7着 八尋・中山・鳴川・佐藤 白梅学園 47.94 予選2組5着

４×400m 寺下・峰岸・圷・栗城 八王子 3.12.63 決勝5位 ４×400m 並木・伊藤・広沢・小林 八王子 3.48.29 決勝3位
椿・秋山・ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・長谷 城西大城西 3.16.29 予選2組5着 村上・渡邉・野田・鳴川 白梅学園 3.46.26 決勝2位
溝口昇・吉田・手塚・溝口侑 日大豊山 3.13.57 決勝7位 森川・上村・大野・奥田 東京 3.48.56 決勝4位
大野・瀧渕・中島・竹内 立教池袋 3.17.44 予選1組5着 渡辺・五十嵐・齋藤・吉澤 日本橋女学館 3.53.15 予選1組4着
八巻・坂巻・庄司・池田 文京 3.20.25 予選2組6着 加田・高橋・卜部・廣田 つばさ総合 3.57.73 予選2組5着
山本・北山・田淵・石山 東京 3.17.51 予選3組4着 粕谷・小林・小池・金木 駒大 3.57.22 予選3組4着

走高跳 平塚　玄空 岩倉 1m95 決勝8位 走高跳 古川　聡美 片倉 1m67 決勝4位

伊関　礼 國學院 1m95 決勝6位 栗原　理沙 東大和 1m61 決勝10位

鈴木　海平 堀越 1m95 決勝6位 伊德　有加 芦花 1m64 決勝6位

遠藤　航 日大豊山 1m85 決勝15位 小西　佑佳 早稲田実 1m55 決勝16位

安孫子　友樹 竹早 1m90 決勝12位 小林　玲奈 足立新田 1m58 決勝13位

石川　遼 桐朋 2m01 決勝2位 佐藤　佑香 東京 1m61 決勝11位

棒高跳 田代　丈 東京 4m90 決勝4位

熊坂　優 東京 NM

白土　聖 明星学園 DNS

工藤　弘太 雪谷 4m00 決勝14位

DNS＝棄権 小林　トーマス周平 明星学園 NM

NM＝記録なし 渡部　円治 東京 NM
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氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
競技種目

男        子 女        子

走幅跳 井関　慶人 東京 7m14 決勝11位 走幅跳 水口　怜 白梅学園 5m78 決勝1位

中村　健士 調布北 7m38 決勝4位 高橋　このか 白梅学園 5m47 決勝6位

間中　太亮 日大豊山 7m28 決勝6位 高畠　実咲 日本工大駒場 5m37 決勝10位

須佐　翔汰 岩倉 7m18 決勝10位 小林　結 白梅学園 5m06 決勝19位

金子　諒 練馬工 6m97 決勝15位 アコウア　奈菜 城東 5m49 決勝4位

三浦　颯 日大櫻丘 6m87 決勝17位 寺尾　千彗 文京 5m19 決勝17位

三段跳 井関　慶人 東京 14m55 決勝4位

金子　諒 練馬工 14m80 決勝1位

品田　亮太 日体荏原 14m01 決勝12位

伊豫田　祐輔 文京 13m58 決勝19位

山岸　憲典 堀越 14m08 決勝11位

三浦　駿人 桐朋 13m55 決勝21位

砲丸投 安藤　夢 東京 16m84 決勝1位 砲丸投 坂本　早映 戸板女 13m52 決勝2位

栗本　恭宏 東京 14m62 決勝7位 草野　夏咲 東京 11m32 決勝10位

船越　龍馬 足立東 12m31 決勝18位 尾山　穂乃香 八王子実践 11m42 決勝9位

岩崎　瑞生 保善 12m87 決勝15位 藤田　幸楓 戸板女 11m91 決勝6位

三浦　遼太郎 東京実 12m68 決勝17位 清水　捺帆 田無 11m94 決勝5位

石塚　恒祐 東京成徳 11m61 決勝23位 万波　アイシャ 岩倉 9m71 決勝22位

円盤投 山口　史哉 小平 39m86 決勝13位 円盤投 藤田　幸楓 戸板女 36m41 決勝5位

船越　龍馬 足立東 39m43 決勝14位 石井　藍美 東京 37m07 決勝3位

高崎　暁大 東京 40m69 決勝10位 白石　颯希 東京 33m53 決勝12位

福留　大成 東京 43m10 決勝6位 縞居　優生 板橋 NM

石塚　恒祐 東京成徳 NM 岡嵜　加奈 穎明館 30m21 決勝17位

金子　一輝 専大附 31m98 決勝21位 吉田　結花 日体桜華 29m13 決勝20位

NM＝記録なし 安藤　夢 東京 50m29 決勝1位 NM＝記録なし

ﾊﾝﾏｰ投 大谷　健也 府中工 54m11 決勝3位

坂下　晃太郎 府中工 51m02 決勝8位

印田　怜司 堀越 54m78 決勝2位

三浦　遼太郎 東京実 48m32 決勝12位

人見　哲史 保善 42m75 決勝18位

酒井　孝 八王子 43m39 決勝17位

やり投 山田　舜 東京成徳 59m45 決勝3位 やり投 小林　比奈乃 芦花 45m27 決勝1位

宗田　龍生 芦花 54m49 決勝7位 塚本　梨南 八王子実践 37m44 決勝14位

熊木　優介 日体荏原 42m91 決勝19位 後藤　紗希 東京 36m61 決勝16位

酒井　孝 八王子 46m47 決勝16位 澤田　珠里 白梅学園 37m23 決勝15位

高橋　智樹 穎明館 54m70 決勝6位 菅沼　奈未 明中八王子 36m51 決勝17位

内野　駿平 聖学院 49m43 決勝10位 坂本　早映 戸板女 DNS

安藤　夢 東京 49m14 決勝11位

3000mSC 岡田　望 國學院久我山 9.11.89 決勝3位

遠藤　宏夢 國學院久我山 9.11.73 決勝2位

打越　晃汰 國學院久我山 9.12.50 決勝6位

小野塚　久弥 青山学院 9.53.01 決勝12位

中川　大輝 拓大一 9.33.01 予選2組6着

米井　翔也 東京 9.29.88 決勝8位

5000W（男子) 猿山　浩史 東京実 DQ 5000W (女子) 加藤　泉美 高島 26.01.33 決勝4位

坂上　悠樹 明大中野 21.43.21 決勝6位 水無瀬　都 錦城 25.47.02 決勝2位

塩入　滉介 明大中野 21.55.38 決勝8位 遠藤　朝美 日大豊山女 27.50.55 決勝12位

DQ=失格 村上　武 東京実 DQ DQ=失格 栗原　悠帆 上水 26.33.16 決勝5位

小野川　稔 東京実 20.54.46 決勝3位

八種競技（男子) 大澤　聖也 堀越 5058点 決勝7位 七種競技 (女子) 澤田　珠里 白梅学園 4929点 決勝1位

森　遼河 東京 5267点 決勝5位 速水　舞 駒場 4724点 決勝3位

本橋　輝久 豊多摩 4969点 決勝9位 高橋　このか 白梅学園 4919点 決勝2位

木之下　滉 狛江 4654点 決勝14位 DNF=途中棄権 安東　依里奈 駒場 DNF

1.2 駅伝

日体荏原 2時間7分25秒 ３位 八王子学園八王子 1時間10分16秒 ９位

國學院久我山 2時間8分16秒 ５位 順天 1時間10分34秒 １１位

拓殖大学第一 2時間9分20秒 １２位 東京 1時間12分19秒 １６位

東京実業 2時間9分49秒 １４位 若葉総合 1時間12分34秒 １７位

早稲田実業 2時間10分14秒 １６位 錦城学園 1時間12分42秒 １８位

東京 2時間12分56秒 ２５位 城西大城西 1時間13分45秒 ２８位
3.4.体操

団体総合 松蔭高等学校 225.100 10位 団体総合 明星高校 157.200 ３位

駒澤大学高等学校 210.650 15位 大智学園高校 156.350 ４位

個人総合 北村郁弥 明星 84.750 4位 個人総合 村上　茉愛 明星 56.050 １位

石曽根　里央 大智学園 53.800 ５位

猪爪　あや 大智学園 52.200 ８位

ゆか 跳馬 村上　茉愛 明星 14.800 １位

あん馬 石曽根　里央 大智学園 13.950 ４位

つり輪 北村郁弥 明星 14.250 4位 段違い平行棒 村上　茉愛 明星 14.800 １位

跳馬 林圭介 東洋 14.400 5位 猪爪　あや 大智学園 13.250 ８位

北村郁弥 明星 14.200 9位 平均台 村上　茉愛 明星 14.150 ３位

平行棒（男子) 北村郁弥 明星 14.350 5位 石曽根　里央 大智学園 14.000 ４位

鉄棒 ゆか 石曽根　里央 大智学園 13.500 ５位

村上　茉愛 明星 13.400 ６位

猪爪　あや 大智学園 13.300 ７位

越川・坂詰・藤村・稲毛・齊藤・島崎・矢澤 相川・木村・金子・島田・中島
齋藤・村山・宍倉・三上・近藤・黒田・須藤 原子・原・小林・持丸・早乙女
米井・草間・高橋・細田・佐々野・柴﨑・横山 小林・秋山・横田・関根・石井

田中・久住・鈴木泰・山田・永田・鈴木貴・山本 石川・今泉・小汲・千葉・元廣

岡田・大谷・遠藤・岸・竹山・吉野・斉藤 佐藤・平賀・加藤・山口・原田
飯嶌・長岡・髙橋・横田・鈴木涼・鈴木勇・佐久間 宮田・揚原・金杉・若葉・小林

総合１位：東京　　7位國學院久我山 総合２位：東京　　４位：白梅学園
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氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
競技種目

男        子 女        子

団体総合 駒場学園高校 14.250 ２位
日本女子体育大学附属二階堂高校 12.700 ７位

個人総合 亀井　理恵子 都立駒場 28.050 ３位

安藤　彩音 都立調布南 25.450 ５位

笠井　菜々子 日本橋女学館 25.300 ６位

フープ 亀井　理恵子 都立駒場 13.850 ３位

安藤　彩音 都立調布南 12.550 ５位

ボール 亀井　理恵子 都立駒場 14.200 ３位

笠井　菜々子 日本橋女学館 13.350 ４位

安藤　彩音 都立調布南 12.900 ６位

八王子学園八王子 Ａブロックベスト４ 明星学園 Aブロックベスト４

京北 Ａブロック２回戦敗退 八雲学園 Aブロック１回戦敗退

実践学園 Ａブロック２回戦敗退 東京成徳大学 Aブロック準優勝

足立学園 Ａブロック１回戦敗退 文化学園大学杉並 Aブロック１回戦敗退

國學院大學久我山 Ｂブロック１回戦敗退 藤村女子 Ｂブロック１回戦敗退

佼成学園 Ｂブロック１回戦敗退 実践学園 Ｂブロック２回戦敗退

成立学園 Ｂブロック１回戦敗退 国本女子 Ｂブロック１回戦敗退

東海大学菅生 Ｂブロック１回戦敗退 共栄学園 Ｂブロック１回戦敗退

東洋 第４位 文京学院大学女子 準優勝

駿台学園 優勝 共栄学園 第３位

早稲田実業 準優勝 下北沢成徳 第５位

東亜学園 ベスト８ 都立駒場 ３回戦敗退

東海大菅生 ３回戦敗退 都立高島 ３回戦敗退

安田学園 ２回戦敗退 実践学園 ２回戦敗退

関東第一 １回戦敗退 東京立正 ２回戦敗退

足立新田 ３回戦敗退 八王子実践 ２回戦敗退

多摩大目黒 １回戦敗退 駿台学園 ２回戦敗退

駒澤大学 １回戦敗退 日体荏原 ２回戦敗退

桜美林　 ２回戦敗退 北豊島 １回戦敗退

都立上野 １回戦敗退 淑徳ＳＣ高等部 １回戦敗退

団体 駒澤大学 第３位 団体 文大杉並 準優勝

豊南 ２回戦敗退 千代田女学園 準決勝敗退

清瀬 ２回戦敗退 清瀬 １回戦敗退

国本学園 １回戦敗退

個人 生田目・遠藤 豊南 ベスト１６ 個人 島田・長島ペア 文大杉並 優勝

谷岡・鶴江 清瀬 ベスト１６ 小林・永山ペア 文大杉並 準優勝

岡野・吉田 豊南 ４回戦敗退 宮下・上田ペア 文大杉並 第三位

大友・大久保 豊南 ４回戦敗退 高橋・花園ペア 国本学園 第五位

山田・山崎 駒澤大学 ４回戦敗退 邉・原島ペア 文大杉並 ５回戦敗退

福谷・清水 清瀬 ４回戦敗退 真野・藤森ペア 千代田女学園 ５回戦敗退

山根・皆呂 早稲田実業学校 ３回戦敗退 勝又・小松崎ペア 文大杉並 ５回戦敗退

谷岡・小林 清瀬 ３回戦敗退 佐藤・緑川ペア 千代田女学園 ４回戦敗退

太田・森本 桐朋 ３回戦敗退 永井・川崎ペア 文大杉並 ４回戦敗退

佐久間・早坂 専修大学附属 ３回戦敗退 泉・泉ペア 千代田女学園 ３回戦敗退

押川・杉田 豊南 ２回戦敗退 金子・橋爪ペア 清瀬 ３回戦敗退

加藤・堀上 豊南 ２回戦敗退 沼田・中村ペア 文大杉並 ３回戦敗退

小林・河野 駒澤大学 ２回戦敗退 堀田・白﨑ペア 国本学園 ３回戦敗退

大澤・関口 駒澤大学 ２回戦敗退 大浦・鈴木ペア 清瀬 ２回戦敗退

内田・志鎌 清瀬 ２回戦敗退 中村・吉原ペア 文大杉並 ２回戦敗退

上原・山田 昭和 ２回戦敗退 浅野・若松ペア 文大杉並 ２回戦敗退

後藤・小野 早稲田実業学校 ２回戦敗退 越智・板東ペア 国本学園 ２回戦敗退

森川・浦山 拓殖大学第一 ２回戦敗退 川村・生方ペア 文大杉並 ２回戦敗退

菱谷・高橋 清瀬 １回戦敗退 権田・十九浦ペア 千代田女学園 ２回戦敗退

峯村・松井 佼成学園 １回戦敗退 久保田・小島ペア 千代田女学園 １回戦敗退

都立若葉総合高等学校 一回戦敗退 藤村女子高等学校 ２回戦敗退

正則学園高等学校 一回戦敗退 日出高等学校 ベスト４

学校対抗

大回転 萩生田博之 日出 ４位 小俣優香 日体荏原 ２位

永田　嵐 獨協 １１位 鈴木奈緒 東海大高輪台 １０位

鈴木修太郎 日体荏原 １３位 小林　由 玉川学園 ２９位

萩生田純宇 日出 １６位 大橋史華 日大二高 ３３位

木村知仁 暁星 １９位 吉村菜々子 日大二高 ３４位

松田笙太郎 獨協 ２１位 渕脇達代 明星 ３５位

西山海斗 暁星 ２２位 山下真衣亜 中大付属 ３６位

水木汰世 成城学園 ２４位 鈴木美冬 日大二高 ３７位

栗山一輝 明星 ２５位 吉野陽代里 東海大菅生 ３８位

西尾一輝 日工大駒場 ２８位 西沢優佳里 日大櫻丘 ３９位

高杉　豪 両国 ３７位 柳　志保 成蹊 ４０位

細坪一雅 日体荏原 ４３位 小野山耶子 明星 ４１位

山本悠人 日体荏原 ４８位 藤田稀美 明星 ４５位

馬場健哉 明星 ４９位 松山　暁 日大二高 ４７位

加藤雄真 城北 ５０位 佃　　瞳子 成蹊 ４８位

青木智洋 日大三高 ５５位 石原　南 玉川学園 ４９位

前田湧作 日大鶴ヶ丘 ５６位 野上結季乃 学習院女子 ５０位

バレーボール女子
団体

9.10.ソフトテニス

11.ソフトボール

12.スキー　　【H27.1.27～28】

3.4.新体操

5.6.バスケットボール

バスケットボール男子団体

バレーボール男子
団体

バスケットボール女子団体

7.8.バレーボール
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氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
競技種目

男        子 女        子

松宮弘忠 東京都市大附 ５７位 狩野ゆりえ 成城学園 ５１位

寺得凌大 日体荏原 ６０位 金子奈央 明星 ５４位

酒井優希 明大明治 ６１位 岩田澪夏 明大明治 ５５位

渡辺　光 成城学園 ６４位 二ノ宮　和 日大三高 ５６位

松嶋　嶺 麻布 ６８位 田島南海 明星 ５８位

志村康太 日大鶴ヶ丘 ７０位 小林友佳 拓大一高 ６０位

高橋雄司 学習院 ７１位 藤巻莉奈 東洋英和 ＤＦ

小川祐一郎 立教池袋 ７３位 鎌田優衣 明星 ＤＦ

中北健一郎 早稲田実業 ７４位 中渡智香 日工大駒場 ＤＦ

饗庭佑亮 駒場学園 ７５位 芦垣綾菜 明星 ＤＦ

島村幹人 明大中野 ８３位 八代桃香 日大鶴ヶ丘 ＤＦ

浅野竜矢 城北 ８４位

大塚哲志 東京都市大附 ８７位

近藤英太 桐朋 ９０位

井上耕作 拓大一高 ９１位

上村　黎 日大鶴ヶ丘 ９２位

殿塚崇央 安田学園 ９３位

阿部光一朗 成蹊 ９４位

小澤　走 拓大一高 ９５位

中村朝陽 早稲田 ９７位

上村　夷 日大鶴ヶ丘 ９８位

沢井　伸 桐朋 ９９位

黒澤俊平 啓明学園 １００位

小川ルーク 立教池袋 １０４位

戸谷瞭介 日大三高 １０５位

柴田拡正 日大豊山 １０８位

海部圭伸 東京都市大附 ＤＦ

大和田昇吾 日大櫻丘 ＤＦ

岡野宏玄 芝 ＤＦ

中澤　広 明星 ＤＦ

福岡利悦 早稲田実業 ＤＦ

北原貴太 獨協 ＤＦ

大高照平 明星 ＤＦ

織部　翔 立教池袋 ＤＦ

本山貴大 法政大学 ＤＦ

井上裕大 明大明治 ＤＦ

回転 永田　嵐 獨協 ２位 小俣優香 日体荏原 ２位

萩生田純宇 日出 １６位 渡辺真夕 聖徳学園 ３位

松田笙太郎 獨協 １７位 鈴木奈緒 東海大高輪台 ５位

細坪一雄 日体荏原 ２１位 岩﨑　愛 東海大菅生 ２７位

北原貴太 獨協 ２８位 渕脇達代 明星 ３２位

高杉　豪 両国 ３０位 鈴木美冬 日大二高 ３７位

松宮弘忠 東京都市大附 ３１位 山下真衣亜 中大付属 ３８位

加藤雄真 城北 ３２位 小野山耶子 明星 ４１位

青木智洋 日大三高 ３７位 吉野日陽里 東海大菅生 ４３位

小川祐一郎 立教池袋 ４２位 西沢優佳里 日大櫻丘 ４４位

志村康太 日大鶴ヶ丘 ４３位 吉村菜々子 日大二高 ４７位

浅野颯太 城北 ４８位 松山　暁 日大二高 ４８位

戸谷瞭介 日大三高 ４９位 柳　　志恵 成蹊 ５０位

山本悠介 日体荏原 ５０位 野上緒季乃 学習院女子 ５１位

黒澤俊平 啓明学園 ５１位 井上　樹 日大鶴ヶ丘 ５２位

井上耕作 拓大一高 ５２位 佃　　瞳子 明大明治 ５３位

小澤　走 拓大一高 ５３位 岩田澪夏 明大明治 ５４位

松嶋　嶺 麻布 ５４位 狩野ゆりえ 成城学園 ５８位

江川　周 麻布 ５５位 二ノ宮　和 日大三高 ５９位

渡辺　光 成城学園 ５６位 田島南海 明星 ６０位

岡田凌人 中大附 ５７位 八代桃香 日大鶴ヶ丘 ６１位

小池和喜隆 日大豊山 ６１位 平野まみ 日大鶴ヶ丘 ６３位

馬場健哉 明星 ６３位 金子奈央 明星 ６４位

加藤信一郎 日体荏原 ６７位 天野美奈 法政大学 ６５位

下坂泰地 明星 ７２位 鎌田優衣 明星 ＤＳ

井上裕大 明大明治 ７３位 藤田稀美 明星 ＤＦ

土山陽太郞 日大三高 ７４位 栗原彩香 日体荏原 ＤＦ

大和田昇吾 日大櫻丘 ７６位 中渡智香 日工大駒場 ＤＱ

上村　黎 日大鶴ヶ丘 ８０位 芦垣綾菜 明星 ＤＱ

中村剛之進 日大三高 ８１位

饗庭佑亮 駒場学園 ８２位

山口卓哉 明大明治 ８４位

吉池晋一 桐朋 ８５位

臼田大樹 日大三高 ８９位

萩生田博之 日出 ＤＦ

福岡利悦 早稲田実業 ＤＦ

栗山一輝 明星 ＤＦ

前田湧作 日大鶴ヶ丘 ＤＦ

富久尾真輝 本郷 ＤＦ

島村幹人 明大中野 ＤＦ

大塚哲志 東京都市大附 ＤＦ

岡野宏大 芝 ＤＦ

中北健一郎 早稲田実業 ＤＦ

中西絋一 芝 ＤＦ
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氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
競技種目

男        子 女        子

近藤英太 桐朋 ＤＦ

寺得凌大 日体荏原 ＤＦ

高橋雄司 学習院 ＤＦ

小川ルーク 立教池袋 ＤＦ

吉野尚恭 東海大菅生 ＤＦ

木村知仁 暁星 ＤＦ

寺田正史 中大附 ＤＦ

ﾌﾘｰ 加藤　匠 豊島学院 １０位 中根由貴 豊島学院 ４位

男-１０㎞ 石橋裕大 学習院 １１位 諸井沙南 豊島学院 １１位

女-　５㎞ 後藤　翔 豊島学院 １３位

古谷和樹 豊島学院 １５位

鈴木裕也 豊島学院 １８位

鈴木孝昇 豊島学院 ２６位

八角　怜 豊島学院 ２７位

高田　晃 豊島学院 ３０位

椎名　響 明大中野 ３５位

小島正大 明大中野 ３６位

坂口海人 明大明治 ３８位

武内一馬 豊島学院 ３９位

内野和宙 明大中野 ４２位

　 西村登央弥 明大中野 ４３位

細谷佳広 明大中野 ４４位

和田　遼 明大中野 ４８位

安藤靖晃 明大中野 ５０位

ｸﾗｼｶﾙ 石橋裕大 学習院 ７位 中根由貴 豊島学院 ４位

男-10㎞ 加藤　匠 豊島学院 １３位 諸井沙南 豊島学院 １１位

女-  5㎞ 古谷和樹 豊島学院 １６位

鈴木裕也 豊島学院 １７位

若林大雅 明大明治 ２０位

後藤　翔 豊島学院 ２２位

鈴木孝昇 豊島学院 ２４位

高田　晃 豊島学院 ２５位

椎名　響 明大中野 ３０位

星野　駿 明大明治 ３５位

小島正大 明大中野 ４０位

坂口海人 明大明治 ３９位

西村登央弥 明大中野 ４０位

細谷佳広 明大中野 ４３位

武内一馬 豊島学院 ４４位

和田　遼 明大中野 ４５位

内野和宙 明大中野 ４８位

安藤靖晃 明大中野 ５１位

ﾘﾚｰ 豊島学院 ３位 豊島学院 １位

アイスホッケー 早稲田大学系属早稲田実業学校 第３位
【H26.12.12～14】 明治大学付属中野高等学校 １回戦敗退

東京都市大学付属中学校・高等学校 １回戦敗退

スピード

【H27.2.7～8】

団体 日大豊山 ２回戦敗退 団体 武蔵野 準優勝

実践学園 １回戦敗退 文大杉並 ３回戦敗退 ベスト８

安田学園 １回戦敗退 早稲田実業 １回戦敗退

明大八王子 ２回戦敗退 淑徳ＳＣ ３回戦敗退 ベスト８

東海大菅生 ２回戦敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ 安藤　草太 日大豊山 ３回戦敗退 ｼﾝｸﾞﾙｽ 田中　愛弥香 武蔵野 ２回戦敗退

杉山　裕樹 日大豊山 ５回戦敗退 ベスト８ 吉田　優海 武蔵野 ３回戦敗退

永井　颯也 東海大菅生 ２回戦敗退 藤森　杏 文大杉並 ４回戦敗退

大平　堅哉 葛飾総合 ２回戦敗退 田巻　美帆 武蔵野 ２回戦敗退

鈴木　慧 日大豊山 ４回戦敗退 ベスト１６ 荒川　理沙 武蔵野 ４回戦敗退

福島　崇史 明大八王子 ４回戦敗退 ベスト１６ 福田　梨華 淑徳ＳＣ ２回戦敗退

根木　和貴 安田学園 ２回戦敗退 鹿股　まりな 武蔵野 ３回戦敗退

羽佳　翔鵬 明大中野 ３回戦敗退 松島　大空 武蔵野 ５回戦敗退 ベスト８

三谷　悠人 安田学園 ３回戦敗退 王　美歌 文大杉並 ２回戦敗退

石川　聖大 明大八王子 ２回戦敗退 西出　りさこ 文大杉並 ２回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 埴原良介・下条大樹 安田学園 ４回戦敗退 ベスト８ ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 吉田優海・鹿股まりな 武蔵野 ４回戦敗退 ベスト８

石川聖大・渡邉理人 明大八王子 ２回戦敗退 田中愛弥香・田巻美帆 武蔵野 第３位

内藤寛・福島崇史 明大八王子 ２回戦敗退 松島大空・永井里奈 武蔵野 準優勝

中村直記・山本涼介 東海大菅生 ２回戦敗退 大口茜・福田梨華 淑徳ＳＣ ２回戦敗退

安藤草太・野澤大輔 日大豊山 ５回戦敗退 第３位 藤森杏・西出りさこ 文大杉並 ４回戦敗退 ベスト８

國學院大學久我山 Ａブロック　４位

目黒学院 Ｃブロック　１位

東京 Ｄブロック　１位

成城学園 Ｅブロック　１位

本郷 Ｆブロック　１位

東京朝鮮 Ｇブロック　１位

都駒場 優勝 十文字 優勝

駒澤大学 第３位

14.15.卓球

17.ラグビー

18.サッカー

13.スケート　
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氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
競技種目

男        子 女        子

昭和第一 BEST８ 佼成女子 優勝

明星 1回戦敗退 白梅学園 BEST8

都東大和 1回戦敗退 明星 BEST16

都江戸川 1回戦敗退 文大杉並 BEST16

専大附属 BEST16

日 本 大 学 第 三 優勝
早稲田大学高等
学 院

準優勝

駒 場 学 園 ２回戦敗退
東京都市大学付

属
１回戦敗退

関東第一 準優勝 日本橋女学館 準優勝

淑徳巣鴨 ベスト16 関東第一 ベスト16

錦城 2回戦敗退 淑徳巣鴨 ベスト16

実践学園 2回戦敗退 蒲田女子 2回戦敗退

都立町田総合 2回戦敗退 都立小岩 1回戦敗退

都立小岩 1回戦敗退 駒澤大学 1回戦敗退

都立東村山 2回戦敗退 都立杉並総合 2回戦敗退

団体 国士舘 優勝 団体 帝京 優勝

日体荏原 第3位 渋谷教育学園渋谷 第５位

明治大学付属中野 第5位 淑徳 第５位

足立学園 第5位 藤村女子 ベスト１６

修徳 ２回戦敗退 都立駒場 ベスト１６

日本大学第三 １回戦敗退 国士舘 ２回戦敗退

安田学園 １回戦敗退 修徳 ２回戦敗退

工学院大学附属 １回戦敗退
東海大学付属高輪台 １回戦敗退

個人無差別 長井　隆之介 安田学園 優勝 ４８ｋｇ 大村　美葵 淑徳 ベスト８

磯村　亮太 国士舘 第２位 大野　瑠華 淑徳 １回戦敗退

５２ｋｇ 向江　紗良 淑徳 ベスト８

今井　美歩 帝京 １回戦敗退

５７ｋｇ 西尾　直子 帝京 第２位

千葉　未来 渋谷教育学園渋谷 第３位

６３ｋｇ 今井　南歩 藤村女子 ベスト８

西願寺　理保 淑徳 １回戦敗退

７０ｋｇ 柿澤　史歩 渋谷教育学園渋谷 第２位

杉山　歌嶺 修徳 ベスト８

７８ｋｇ 吉野　稚可子 淑徳 ベスト８

加藤　亜衣 都立駒場 １回戦敗退

78kg超 井上　舞子 淑徳 第３位

渡辺　心実 渋谷教育学園渋谷 １回戦敗退

団体 國學院久我山 予選リーグ敗退 国士舘 ベスト16

高輪 ベスト8 篠崎 予選リーグ敗退

東海大学菅生 予選リーグ敗退 駒場 予選リーグ敗退

国士舘 3位 淑徳巣鴨 予選リーグ敗退

日体荏原 予選リーグ敗退 富士 予選リーグ敗退

郁文館 予選リーグ敗退 上水 予選リーグ敗退

八王子実践 予選リーグ敗退 八王子実践 3位

正則学園 予選リーグ敗退 桜美林 予選リーグ敗退

富士 ベスト16 深川 予選リーグ敗退

個人 古小田　翔 國學院久我山 ベスト16 宮坂　七海 日体荏原 ベスト8

北村　侑士 高輪 ベスト16 金沢　芽衣 国士舘 ベスト16

新名　敬介 高輪 1回戦敗退 板垣　伶奈 東海大学菅生 ベスト8

大谷　　樹 明大中野 1回戦敗退 板谷　結希 東海大学菅生 1回戦敗退

50m自 榎本　真大 京華    23.94 2位 50m自 東  京 濱塚　杏珠 本所    26.89

池江　毅隼 日大豊山    24.00 3位 東  京 常盤　怜以 早稲田実業    26.94

金子　竜大 日大豊山    24.04 5位 森下　優子 武蔵野    27.25 11位

岡田　大季 早稲田実業    24.30 8位 西山かなえ 駒場    27.29 13位

菊地　　蓮 錦城学園    24.42 12位 玉川　詩織 淑徳巣鴨    27.40 18位

三澤　皓暉 淑徳巣鴨    24.50 14位 熊谷　笑里 八王子    27.41 20位

松原　大起 墨田工業    24.52 15位 髙橋　渚沙 八王子    27.78 30位

髙田真太朗 駒場    24.56 17位 佐藤　佳奈 拓大一    27.79 31位

村上　　豪 保谷    24.61 22位

望月　利希 日出    24.68 25位

ﾑｸﾀｰﾙｱﾘ ｾﾝﾄﾒﾘｰｽﾞ    24.68 25位

宮原　礁太 駒場    24.70 29位

100m自 吉田　冬優 淑徳巣鴨    51.19 2位 100m自 布施谷結花 墨田川    57.03 2位

佐藤　勝亮 東    52.37 5位 髙島　美桜 八王子    58.07 5位

榎本　真大 京華    52.39 6位 川畑　志保 早稲田実業    58.23 6位

清野　　亘 京華    53.09 9位 常盤　怜以 早稲田実業    58.57 12位

髙田真太朗 駒場    53.24 10位 堀内　　愛 八王子    58.71 17位

ﾑｸﾀｰﾙｱﾘ ｾﾝﾄﾒﾘｰｽﾞ    52.83 12位 濱塚　杏珠 本所    58.72 18位

齊藤　能史 八王子    53.24 20位 熊谷　笑里 八王子    58.75 19位

堀之内飛向 八王子    53.39 24位 永田　　百 日出    58.76 20位

菊地　　蓮 錦城学園    53.56 26位 木澤理寿夢 武蔵野    59.03 27位

宮原　礁太 駒場    54.02 34位 野口寿々子 豊多摩    59.76 38位

19.ハンドボール

20.アメリカンフットボール

21.バドミントン

22.柔道

23.剣道

24.水泳
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氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
競技種目

男        子 女        子

200m自 森重　拓朗 日大豊山  1:55.74 8位 200m自 伊藤　愛実 早稲田実業  2:03.69 2位

吉田　冬優 淑徳巣鴨  1:56.14 9位 髙島　美桜 八王子  2:04.06 4位

内田　　航 淑徳巣鴨  1:56.50 10位 布施谷結花 墨田川  2:05.56 6位

野口　聖也 日大豊山  1:54.91 14位 川畑　志保 早稲田実業  2:05.79 7位

佐藤　勝亮 東  1:55.64 19位 永田　　百 日出  2:06.54 17位

山野　哲平 立教池袋  1:56.25 22位 槙尾　　栞 武蔵野  2:07.61 24位

松村　寛季 早大学院  1:56.65 26位 勝治　菜々 墨田川  2:07.95 25位

黒部　一斗 日出  1:57.07 29位 岸下　千恵 日出  2:08.68 26位

400m自 内田　　航 淑徳巣鴨  3:58.21 2位 400m自 石井　茉宏 筑波大附  4:15.37 1位

吉田　惇哉 日大豊山  4:01.49 5位 新倉みなみ 東京立正  4:19.23 3位

仲家　槙吾 八王子  4:02.78 7位 伊藤　愛実 早稲田実業  4:20.59 5位

森重　拓朗 日大豊山  4:08.67 10位 川端　　南 八王子  4:23.85 6位

村田　　翔 淑徳巣鴨  4:02.89 11位 大崎　舞鈴 淑徳巣鴨  4:25.60 9位

川原　春海 東京立正  4:03.45 14位 奈良　梨花 日出  4:26.16 10位

日比　崇達 日大豊山  4:06.78 24位 森川　知華 淑徳巣鴨  4:25.81 12位

古庄　宥史 日出  4:09.10 28位 櫻井　美乃 墨田川  4:26.32 13位

男-1500m自 仲家　槙吾 八王子 15:51.20 1位 男-1500m自 新倉みなみ 東京立正  8:52.68 1位

女-800m自 川原　春海 東京立正 15:55.03 5位 女-800m自 森川　知華 淑徳巣鴨  9:01.35 3位

吉田　惇哉 日大豊山 16:01.65 6位 大崎　舞鈴 淑徳巣鴨  9:04.96 7位

古庄　宥史 日出 16:14.35 11位 櫻井　美乃 墨田川  9:08.12 9位

藤原　昂大 日大豊山 16:15.62 12位 稲垣　美穂 日出  9:11.64 12位

酒巻　龍志 日出 16:21.67 16位 安部　優希 桐朋女子  9:15.01 16位

中居　文哉 八王子 16:28.49 18位 横溝　夏実 八王子  9:17.12 21位

坂　　登暉 日大豊山 16:40.23 23位 武岡　瀬奈 久留米西  9:18.33 26位

100m背 長谷川慶一郎 日出    58.21 7位 100m背 藤田　紗綺 三輪田学園  1:03.91 5位

梶沼　照史 早稲田実業  1:00.02 10位 吉田真希子 淑徳巣鴨  1:04.36 14位

新家大二郎 文京    59.14 11位 小林　　麗 淑徳巣鴨  1:04.96 17位

桑原　颯大 淑徳巣鴨    59.18 12位 鷲尾理沙子 八王子  1:05.16 19位

兼子雄太郎 八王子    59.31 15位 髙木　桃子 早稲田実業  1:05.26 20位

比留間穏継 日本学園    59.34 17位 皆川　　栞 北園  1:05.36 22位

田中瑛之介 日大豊山    59.67 23位 宮﨑ひな乃 八王子  1:05.41 23位

原　　淳太 淑徳巣鴨  1:00.32 32位 伊藤　美星 武蔵野  1:05.55 24位

200m背 新家大二郎 文京  2:06.65 7位 200m背 吉田真希子 淑徳巣鴨  2:15.82 4位

長谷川慶一郎 日出  2:07.04 9位 川端　　南 八王子  2:17.76 12位

比留間穏継 日本学園  2:07.03 11位 皆川　　栞 北園  2:17.93 14位

兼子雄太郎 八王子  2:07.08 12位 髙木　桃子 早稲田実業  2:18.05 16位

田中瑛之介 日大豊山  2:07.21 13位 鷲尾理沙子 八王子  2:19.64 22位

齋藤　　樹 八王子  2:08.19 16位 藤田　紗綺 三輪田学園  2:20.31 25位

神賀　　聖 八王子  2:08.63 20位 宮﨑ひな乃 八王子  2:20.96 29位

原　　淳太 淑徳巣鴨  2:11.42 30位 村上　果世 日大二  2:24.67 37位

100m平 佐藤　雄太 淑徳巣鴨  1:04.95 8位 100m平 三田村美乃 八王子  1:12.27 11位

加藤　弘之 武蔵野  1:05.24 10位 富岡　茉純 淑徳巣鴨  1:13.21 19位

鈴木　仁也 八王子  1:04.80 13位 田中　沙季 明星学園  1:14.01 27位

阿部　隼翔 日大豊山  1:04.97 16位 酒井茉奈恵 学芸大附国際  1:14.19 30位

原　　大輔 八王子  1:04.99 17位 小林　　澪 駒場  1:14.39 32位

森下純之介 立川  1:05.17 20位 中村　　暖 九段中等  1:14.62 34位

前野　寛太 聖ヶ丘  1:05.19 21位 北村優里佳 保谷  1:14.94 38位

渡會　祐介 日大豊山  1:05.24 22位 鈴木　未空 八王子  1:15.17 41位

塚田　大輝 日大豊山  1:05.31 23位

200m平 加藤　弘之 武蔵野  2:15.32 2位 200m平 三田村美乃 八王子  2:34.31 9位

阿部　隼翔 日大豊山  2:17.75 5位 富岡　茉純 淑徳巣鴨  2:34.83 16位

塚田　大輝 日大豊山  2:20.62 9位 酒井茉奈恵 学芸大附国際  2:37.16 22位

原　　大輔 八王子  2:21.14 10位 田中　沙季 明星学園  2:39.84 29位

森下純之介 立川  2:20.57 18位 千島　　晶 文京  2:41.97 37位

前野　寛太 聖ヶ丘  2:21.55 24位 岡本　玲那 八王子  2:43.46 42位

鈴木　仁也 八王子  2:22.16 25位 鈴木　未空 八王子  2:46.35 49位

佐藤　雄太 淑徳巣鴨  2:23.50 33位 小林　　澪 駒場  2:50.13 54位

100mﾊﾞﾀ 田口　雅司 明大中野    54.74 3位 100mﾊﾞﾀ 藪　　美涼 武蔵野  1:00.67 1位

前田　隼佑 八王子    56.22 11位 小野寺未来 八王子  1:02.80 7位

池江　毅隼 日大豊山    56.47 15位 佐々木優花 藤村女子  1:03.25 9位

井上　広稀 日体荏原    56.47 15位 荒木　七海 駒場  1:03.52 17位

森本　健太 早稲田実業    56.65 21位 片山　友希 墨田川  1:03.60 20位

石川　雄大 八王子    56.88 25位 長崎　　優 淑徳巣鴨  1:03.72 22位

丸岡　大心 淑徳巣鴨    57.05 26位 堀江　夏未 早稲田実業  1:04.01 25位

河森　智文 日大豊山    57.82 33位 堀内　　愛 八王子  1:05.60 37位

200mﾊﾞﾀ 河森　智文 日大豊山  2:05.18 10位 200mﾊﾞﾀ 藪　　美涼 武蔵野  2:09.87 1位

田口　雅司 明大中野  2:04.80 12位 奈良　梨花 日出  2:12.00 3位

酒巻　龍志 日出  2:04.87 14位 小野寺未来 八王子  2:15.43 6位

宇野　　亮 淑徳巣鴨  2:05.30 16位 長島　歩泉 八王子  2:18.48 15位

高野　拓己 日大豊山  2:06.20 20位 片石　奈緒 八王子  2:19.67 18位

会田進之介 堀越  2:07.33 23位 荒木　七海 駒場  2:23.13 24位

芝本　新里 立教池袋  2:07.95 25位 佐々木優花 藤村女子  2:23.14 25位

前田　隼佑 八王子  2:08.14 30位 大濱　美月 早稲田実業  2:23.38 26位

200m個人 岡本　卓也 八王子  2:06.15 3位 200m個人 若穂囲理緒 淑徳巣鴨  2:15.68 1位

ﾒﾄﾞﾚｰ 高山　　凱 日大豊山  2:07.28 9位 ﾒﾄﾞﾚｰ 山口　采瑳 淑徳巣鴨  2:20.44 5位

内山　拓海 日体荏原  2:08.24 12位 今野　瑠菜 日出  2:22.24 12位

藤掛遼太郎 八王子  2:08.42 16位 長島　歩泉 八王子  2:22.45 14位

中山　瑞稀 本郷  2:08.75 18位 戸井田真弥 日女体大附属  2:22.56 15位

桑原　颯大 淑徳巣鴨  2:09.06 21位 今田　薫乃 国士舘  2:23.39 19位

小林　和矢 桜修館  2:09.08 22位 田中悠紀子 早稲田実業  2:25.03 23位

関東 7/12



氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
競技種目

男        子 女        子

稲垣　秀彦 淑徳巣鴨  2:09.11 23位 髙橋　梓沙 八王子  2:26.19 27位

松村　寛季 早大学院  2:10.04 29位

伊東虎太郎 日出  2:12.36 33位

400m個人 村田　　翔 淑徳巣鴨  4:25.04 1位 400m個人 若穂囲理緒 淑徳巣鴨  4:45.17 1位

ﾒﾄﾞﾚｰ 岡本　卓也 八王子  4:25.44 3位 ﾒﾄﾞﾚｰ 石井　茉宏 筑波大附  4:47.21 3位

藤掛遼太郎 八王子  4:29.60 8位 山口　采瑳 淑徳巣鴨  4:49.79 5位

高山　　凱 日大豊山  4:33.88 10位 戸井田真弥 日女体大附属  5:01.16 7位

矢野　航希 日大豊山  4:31.96 12位 今野　瑠菜 日出  5:03.12 16位

日比　崇達 日大豊山  4:33.24 17位 今田　薫乃 国士舘  5:04.23 20位

宇野　　亮 淑徳巣鴨  4:33.31 18位 原　由希子 東京立正  5:11.79 32位

小林　和矢 桜修館  4:38.19 23位 千島　　晶 文京  5:16.30 36位

400mﾘﾚｰ 日大豊山  3:31.23 5位 400mﾘﾚｰ 早稲田実業  3:52.93 1位

淑徳巣鴨  3:33.48 8位 墨田川  3:56.25 6位

八王子  3:35.62 11位 八王子  3:56.35 7位

日出  3:35.91 14位 日出  4:00.76 10位

堀越  3:36.31 15位 武蔵野  3:58.57 11位

駒場  3:37.42 20位 淑徳巣鴨  3:58.79 12位

日体荏原  3:37.76 21位 駒場  3:59.69 17位

京華  3:37.90 22位 東京立正  4:01.94 24位

800mﾘﾚｰ 日大豊山  7:36.98 3位 800mﾘﾚｰ

八王子  7:43.28 7位

日出  7:49.70 10位

淑徳巣鴨  7:46.95 11位

堀越  7:52.92 17位

東京立正  8:01.13 30位

日体荏原  8:01.52 31位

京華  8:05.12 34位

400m 日大豊山  3:49.54 4位 400m 八王子  4:19.17 4位

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 淑徳巣鴨  3:50.54 5位 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 淑徳巣鴨  4:19.75 5位

八王子  3:51.81 6位 武蔵野  4:20.74 7位

駒場  3:55.55 13位 日出  4:23.26 11位

日出  3:57.84 17位 駒場  4:23.67 13位

日体荏原  3:58.02 18位 早稲田実業  4:25.40 18位

京華  3:59.73 25位 東京立正  4:25.62 19位

武蔵野  4:00.59 30位 墨田川  4:25.92 20位

学校対抗 日大豊山 52 4位 学校対抗 淑徳巣鴨 45 4位

淑徳巣鴨 33 6位 早稲田実業 37 5位

八王子 33 7位 八王子 31 6位

飛板跳込 飛板跳込 金戸　華 日出 463.4 2位

島雄　智佳子 東京 394.5 4位

岩佐　美理香 学芸大附属 391.4 5位

高飛込 高飛込 島雄　智佳子 東京 404.8 2位

岩佐　美理香 学芸大附属 386.95 3位

金戸　華 日出 377.2 4位

団体 足立新田高等学校 ベスト８　第5位

日体荏原高等学校 ベスト８　第5位 無差別級 勝呂　　歩紀 明大中野 ベスト８第５位
個人　　重量級 なし 〃 戸田　　隼介 東京学園 ベスト１６優秀選手
個人　　無差別級 鈴木　千晴 東京学園 第３位 〃 橋本　侑京 足立新田 ベスト１６優秀選手

団体 西原　剛志 団体 小川沙希子

會田　雄大 真利子杏奈

日浦　琢巳 小坂ゆい花

石橋　優也 奥川采咲

佐藤　孝亮 萬谷　朋恵

廣瀬　裕一 毛利　優希

髙津　翔 平泉　穂乃佳

田嶋　章史 廣瀬　郁美

中山　拓 衛藤　葵

逸見　亮太郎 白川　史織

兼松　怜 清藤　葵

山村　優太 喜多村　佳奈

青栁　佑弥 岡本　瑞穂

古久根　大 岡本　麻菜美

酒井　芳樹 前田　祐惟子

中安　航暉 栗栖　あるま

個人 髙津　翔 都立美原 個人４位 個人 小川沙希子 都立東 技能優秀賞
※団体出場者が兼ねる 廣瀬　裕一 都立美原 個人５位 ※団体出場者が兼ねる 平泉穂乃佳 桜修館中等教育学 女子個人7位

※入賞者のみ記入 日浦　琢巳 城北学園 個人７位 ※入賞者のみ記入

佐藤　孝亮 都立美原 技能優秀賞

髙津　翔 都立美原 技能優秀賞

学校対抗 帝京 4位

ﾌﾘｰ 50㎏ 大後　佑弥 自由ヶ丘学園 敗者復活戦敗退

阿部　敏弥 帝京 1位

55kg 山内　壮 自由ヶ丘学園 6位

早野　隆人 大森学園 1回戦敗退

60kg 乙黒　圭祐 帝京 1位

菊田　実 東京実業 敗者復活戦敗退

66kg 大橋　武士 自由ヶ丘学園 4位

27.レスリング

目黒学院 予選敗退 都立美原 予選敗退

都立昭和 予選敗退 都立八潮 予選敗退

城北学園 ベスト16 都立東 ベスト16

都立美原
優勝

技能優秀校
都立桜修館 予選敗退

26.弓道

25.相撲
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男        子 女        子

山口　政宗 大森学園 6位

梅林　太朗 帝京 1位

74kg 西尾　健司 足立学園 1回戦敗退

熊谷　克己 自由ヶ丘学園 2回戦敗退

84㎏ 今村　太陽 自由ヶ丘学園 6位

多賀　太洋 日本工業大学駒場 1回戦敗退

96kg 三浦　庶宏 自由ヶ丘学園 予備戦敗退

小林　玲央 日本工業大学駒場 8位

120㎏

ｸﾞﾚｺ 50㎏ 伊奈　晃宏 日本工業大学駒場 敗者復活戦敗退

55kg 中里　仁 大森学園 3位

60kg 中村　和暉 大森学園 4位

高山　悠馬 自由ヶ丘学園 3位

66kg 原田　賢昌 足立学園 予備戦敗退

74kg 仁平　滉哉 大森学園 敗者復活戦敗退

84㎏ 工藤　将也 日本工業大学駒場 3位

96kg 豊島　聖士 日本工業大学駒場 2位

120㎏

早稲田大学高等学院 ３位 東京学芸大学附属高校 ３位

団体 東海大菅生 準優勝 団体 富士見丘 準優勝

大成 ３位 早稲田実業 ３位

早稲田実業 １回戦 堀越 ２回戦

日大三 ２回戦 大成 ２回戦

東京 １回戦

ｼﾝｸﾞﾙｽ 小坂　竜大 日大三 ２回戦 ｼﾝｸﾞﾙｽ 力石　優衣 堀越 １回戦

恒松　優也 大成 ２回戦 其田　桃子 富士見丘 ２回戦

甲斐　直登 堀越 ベスト８ 福田　詩織 堀越 ３位

小宮山　僚 東海大菅生 １回戦 森崎　可南子 富士見丘 ベスト８

斎藤　和哉 東海大菅生 ベスト８ 李　淑玲 堀越 ２回戦

神田　留尉 大成 １回戦 辻　紘子 早稲田実業 ベスト８

田中　凜 東海大菅生 ３位 小堀　桃子 大成 ２回戦

松田　広人 東海大菅生 ２回戦 伊藤　佑寧 日出 ２回戦

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 斎藤・松田 東海大菅生 ２回戦 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 佐渡・玉谷 早稲田実業 １回戦

甲斐・石坂 堀越 ２回戦 窪田・其田 富士見丘 １回戦

大山・松本 早稲田実業 ２回戦 森崎・杉本 富士見丘 優勝

田中・小宮山 東海大菅生 優勝 辻・剱持 早稲田実業 ３位

【５６Kg級】 紙屋　十麿 東亜学園 １７０kg ５位 【８５Kg級】 小川　懸 東亜学園 ２１４kg ５位

【５６Kg級】 竹田　新 都立六郷工科 １３５kg １３位 【８５Kg級】 山口　敦史 東亜学園 ２１２kg ６位

【６２Kg級】 山本　耕平 東亜学園 １６５kg ９位 【１０５Kg級】 佐々木　将之 東京学園 なし 出場

【６９Kg級】 佃　勝智 東京学園 １７６kg ８位 【＋１０５Kg級】 上水　晃介 東京学園 ２１５kg ３位

【７７Kg級】 ジェンディ　今夢 東亜学園 ２２２kg ３位

奥山昴・佐藤真・田中雄平・澤井翼 明治大学付属中野高等学校 出場校なし
古河拓海・安部寛太・田中昂輝・野中皓汰 東海大学菅生高等学校
渡辺雅人・谷口楓・池本和豊・木村海里 安田学園高等学校
佐藤耕太・池口弘太郎・篠田快望・菅沼宗太朗 東京学芸大学付属高等学校
井川哲・古谷鷹一・永野慧・高橋輝 都立昭和高等学校
菊地有悟・竹谷洸星・松田航毅・佐藤悠太 都立工芸高等学校
保坂弘輝・鈴木亨・花輪孝治・武蔵智也 八王子高等学校
内海力郎・長永春樹・矢島壮・栗山明士 早稲田実業学校高等部

ピン 松本 流星 日出 ３位

趙 召栄 東京朝鮮 ３位

ﾗｲﾄﾌﾗｲ 福井 勝也 駿台学園 １位

西澤 詩医留 駿台学園 １回戦

ﾌﾗｲ 武居 由樹 足立東 ３位

飯村 樹輝弥 日出 通信制 １位

ﾊﾞﾝﾀﾑ 山内 愛徒 駿台学園 １回戦

高山 涼深 駿台学園 １位

ﾗｲﾄ 原田 尭大 府中東 １回戦

竹内 真志 駿台学園 ２位

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ 後藤 寛太 府中東 １回戦

鈴木 稔弘 駿台学園 １位

ｳｪﾙﾀｰ 小林 孝彦 駿台学園 ２位

吉田 健志郎 科学技術学園 ２位

ミドル 森脇 唯人 駿台学園 定時制 １位

学校対抗 駿台学園 ２位

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 久保如竹 都立保谷 3'40"05 決勝3位 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 青木華弥 都立本所 4'00"48 準優勝

大下征敏 早稲田大学高等学院 3'45"10 決勝5位 阿部有紗 中央大学杉並 4'52"86 敗者復活戦敗退

伊東穂高 暁星 3'49"30 決勝6位

成田 克 桜丘 3'54"49 敗者復活戦敗退

清水悠介 中央大学杉並 4'07"87 敗者復活戦敗退

影久智也 都立本所 4'16"46 敗者復活戦敗退

28.ホッケー

29テニス

30.ウェイトリフティング

31.登山　【H26.11.7～9】

関東大会に
おいては記
録・順位付け
は行わず

32.ボクシング

33.ボート
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競技種目

男        子 女        子

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 傳田・中林 早稲田大学高等学院 3'19"51 準優勝 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 飯島・小川 都立本所 4'11"16 準決勝敗退(記録9位)

高尾・石垣 都立本所 3'28"71 決勝6位 田中・枝窪 中央大学杉並 4'11"47 敗者復活戦敗退

伊藤・恒見 都立小松川 3'37"23 敗者復活戦敗退

遠藤・外山 学習院高等科 3'36"52 敗者復活戦敗退

井餘田・坂本 中央大学杉並 3'36"93 敗者復活戦敗退

長谷川・長谷川 筑波大学附属 3'51"74 敗者復活戦敗退

渡辺・只木 都立科学技術 6'17"17 敗者復活戦敗退

舵手付クオドルプル 野崎・井踏・金子・川田・金子 早稲田大学高等学院 3'12"35 優勝 舵手付クオドルプル 神戸・山中・酒井・堀・澁谷 中央大学杉並 4'00"83 敗者復活戦敗退

廣瀬・徳永・小野沢・知野・平本 中央大学杉並 3'19"23 準決勝敗退(記録7位) 澤田・石和田・長掛・西田・八木沢 都立小松川 3'57"16 敗者復活戦敗退

渡辺・西村・川口・宮田・岡島 筑波大学附属 3'24"44 準決勝敗退(記録12位)

長野・檀上・川辺・佐藤・石田 学習院高等科 3'36"02 敗者復活戦敗退

山鹿・清水・大友・梶・和田 都立日本橋 3'45"94 敗者復活戦敗退

学校 総合 昭和第一学園 69点 第1位

対抗 八王子桑志 13点 第13位

トラック総合 昭和第一学園 53点 第1位

八王子桑志 13点 戴12位

ロード総合 昭和第一学園 16点 第1位

ﾄﾗｯｸ ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 吉田　尚平 八王子桑志 52"640 第5位 500ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 佐藤　千晶 二階堂 40"017 第3位

清水　覚 坂本　咲 美原 40"118 第4位

納家　一樹 古山　稀絵 昭和第一学園 41"037 第8位

秋山　慶樹 日大豊山 53"972 第10位 岩崎　瑶子 八王子桑志 42"785 第11位

藤田　健太郎 近藤　舞雪 八王子桑志 43"115 第12位

岸　崇寛 2㎞ 古山　稀絵 昭和第一学園 2'44"844 第2位

片山　滉介 成城 1'01"766 第19位 ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ 坂本　咲 美原 2'54"829 第7位

今井　健太郎 ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 佐藤　千晶 二階堂 2'55"278 第8位

宮田　遼太 近藤　舞雪 八王子桑志 3'00"312 第10位

ﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 鈴木　玄人 昭和第一学園 4'41"580 第1位 岩崎　瑶子 八王子桑志 3'10"869 第12位

橋詰　丈

小松　正和

中村　圭佑

スプリント 平塚　弘 昭和第一学園 12"394 第2位

吉田　尚平 八王子桑志 12"273 第7位

秋山　慶樹 日大豊山 13"391 予選17位
１㎞ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 古田　潤 昭和第一学園 1'10"548 第2位

岸　崇寛 日大豊山 1'13"984 第12位

平山　冬芽 小平西 1'16"396 第16位

片山　滉介 成城 1'17"245 第19位

高橋　出帆 八王子桑志 1'17"852 第21位

３㎞ 清水　覚 八王子桑志 3'40"135 第2位
ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ 中村　圭佑 昭和第一学園 3'41"020 第3位

･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

ｹｲﾘﾝ 岩井　雄一郎 昭和第一学園 第7位

鈴木　玄人 昭和第一学園 第8位

塚本　翼 八王子桑志 第11位

松本　弾 八王子桑志 1回戦敗退

4km速度競走 池崎　嗣音 昭和第一学園 第3位

島田　祥吾 八王子桑志 第9位

今井　健太郎 成城 予選敗退

スクラッチ 袖山　耕輔 日大豊山 第9位

小松　正和 昭和第一学園 第11位

青木　英光 成城 予選敗退

熊田　湧太 八王子桑志 予選敗退

鈴木　健矢 八王子桑志 予選敗退

ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ 橋詰　丈 昭和第一学園 23点 第1位

小野寺　望 昭和第一学園 12点 第4位
平﨑　雄也 日大豊山 0点 第15位
納家　一樹 八王子桑志 ＤＮＦ
藤田　健太郎 日大豊山 ＤＮＦ

ロード 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 橋詰　丈 昭和第一学園 1'56"10"671 第2位 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 古山　稀絵 昭和第一学園 57'57"914 第3位
中村　圭佑 昭和第一学園 1'56"11"519 第5位 坂本　咲 美原 58'02"095 第4位
古田　潤 昭和第一学園 1'56"11"396 第6位 平松　千枝 多摩 1:03'03"795 第11位
小野寺　望 昭和第一学園 1'56"13"903 第7位 岩崎　瑶子 八王子桑志 1:06'05"160 第12位
吉田　尚平 八王子桑志 1'58"14"467 第17位
坂　五友 昭和第一学園 1'58"14"615 第22位
岸　崇寛 日大豊山 1'58"14"661 第25位
納家　一樹 八王子桑志 1'58"14"760 第26位
小松　正和 昭和第一学園 1'58"14"825 第27位
清水　覚 八王子桑志 1:58'35"806 第40位
松野　泰樹 成城 2:02'05"943 第48位
藤田　健太郎 日大豊山 2:02'06"069 第49位
大森　勇輝 佼成学園 ＤＮＦ
今井　健太郎 成城 ＤＮＦ
塚本　翼 八王子桑志 ＤＮＦ
島田　祥吾 八王子桑志 ＤＮＦ
袖山　耕輔 日大豊山 ＤＮＦ
平﨑　雄也 日大豊山 ＤＮＦ

団体ＡＲ 団体ＡＲ
団体ＢＲ 明治大学付属中野 1835.6 5位 団体ＢＲ 日本大学櫻丘 1241.7 2位

日本大学櫻丘 1814.4 8位

34.自転車

35.ライフル射撃
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氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
競技種目

男        子 女        子

個人ＡＲ 深澤　佑樹 中央大学附属 598.4 7位 個人ＡＲ 吉本　衣江 日本大学櫻丘 390.0 24位
小林　丈時 中央大学附属 582.0 19位
澤地　研自 明治大学付属中野 558.9 28位
横井　克匡 明治大学付属中野 538.9 32位

個人ＢＲ 渡瀨　和紀 明治大学付属中野 614.6 14位 個人ＢＲ 沼澤　麻菜 日本大学櫻丘 414.3　F163.8 4位
岡野　光佑 明治大学付属中野 614.3 16位 大登　彩花 日本大学櫻丘 415.2　F143.1 5位
大津　隼人 日本大学櫻丘 607.6 32位 劉　炫慈 日本大学櫻丘 412.2 12位
坂本　龍哉 中央大学附属 607.5 33位 小池　みのり 中央大学附属 410.7 17位
伊東　祐太朗 明治大学付属中野 606.7 36位 大河原　未純美 日本大学櫻丘 405.2 31位
渡邉　祐 日本大学櫻丘 605.6 39位 渡邊　愛 中央大学附属 385.8 45位
尾島　完治 日本大学櫻丘 601.2 42位

個人ＢＰ 鈴木　絃太 日本大学櫻丘 348 3x　F189.9 1位 個人ＢＰ 木下　美弥 都立東村山 290 1x　F80.7 7位
伊與木　透 日本大学櫻丘 342 7x　F65.9 8位 高畠　伽奈 日本大学櫻丘 304 1x　F60.2 8位

男子学校対抗 東亜学園 優勝 女子学校対抗 青山学院高等部 ベスト８
早稲田 ベスト８ 都立王子総合 ２回戦敗退
早稲田大学高等学院 ２回戦敗退 東亜学園 １回戦敗退
本郷 １回戦敗退 共立女子第二 １回戦敗退
大東文化大学第一 １回戦敗退 麹町学園女子 １回戦敗退

男子個人 敷根崇裕 東亜学園 優勝 女子個人 馬屋原萌 東亜学園 予選トーナメント敗退
松山恭助 東亜学園 第３位 西谷朱莉 東亜学園 予選トーナメント敗退
正村海渡 成城学園 ベスト１６ 新井ひより 東亜学園 予選トーナメント敗退
村山健太郎 東亜学園 ベスト１６ 湯浅梨緒 東亜学園 予選トーナメント敗退
敷根章裕 東亜学園 ベスト１６ 竹内彩華 東亜学園 予選トーナメント敗退
賀來昌一郎 東亜学園 予選トーナメント敗退 黒木千陽 都立王子総合 予選トーナメント敗退
伊藤拓真 東亜学園 予選トーナメント敗退 竹内詩織 都立王子総合 予選プール敗退
丸田大夢 東亜学園 予選プール敗退 高木瑠美 東亜学園 予選プール敗退
鐘尾遥 都立王子総合 予選プール敗退 村上青葉 東亜学園 予選プール敗退
田中稜太郎 早稲田 予選プール敗退 島田舜希 東亜学園 予選プール敗退
福島慎人 早稲田大学高等学院 予選プール敗退 黒岩美里 東亜学園 予選プール敗退

霧生和美 共立女子第二 予選プール敗退

団体形 藤本　大輝 世田谷学園 優勝 団体形 石井　花歩 昭和第一学園 １回戦敗退
佐藤　雄一 世田谷学園 比留間　智香 昭和第一学園 
河野　翔一 世田谷学園 安澤　和希 昭和第一学園 
小嶋　春輝 世田谷学園 後藤　寛奈 昭和第一学園 
清水　拓臣 世田谷学園 
笹野　由宇 世田谷学園 

団体形 樋口　理久 保善 ４回戦敗退 団体形 深澤　雅 国士舘 １回戦敗退
藤川　眞大 保善 三田　紅葉 国士舘 
山崎　郁弥 保善 藤井　紅葉 国士舘 
中村　脩平 保善 神鷹　さくら 国士舘 
栗原　大輔 保善 
神永　皇輝 保善 

団体形 北坂　龍之介 目黒学院 ３回戦敗退 団体形 池平　倫美 八雲学園 ４回戦敗退
武井　翔平 目黒学院 桶谷　歩未 八雲学園 
北坂　翔太郎 目黒学院 佐藤　柚奈 八雲学園 
大金　憲龍 目黒学院 山本　みなみ 八雲学園 
谷山　高士郎 目黒学院 秦　乃英瑠 八雲学園 

吉田　光 八雲学園 
団体形 滝沢　仁希 錦城 ３回戦敗退 団体形 榊原　ひばり 日本大学鶴ケ丘 ５回戦敗退

茅根　孝記 錦城 村田　弘美 日本大学鶴ケ丘 
臼井　頼 錦城 山口　花那瑚 日本大学鶴ケ丘 

小松　凜音 日本大学鶴ケ丘 
尾野　真歩 日本大学鶴ケ丘 
江副　美空 日本大学鶴ケ丘 

団体組手 三澤　剛輝 世田谷学園 ４回戦敗退 団体組手 河向　岬 錦城 ２回戦敗退
髙杉　健介 世田谷学園 中川　鮎美 錦城 
池澤　元太 世田谷学園 木勢　茉莉 錦城 
鳴島　崇人 世田谷学園 松本　雅 錦城 
黒田　航輝 世田谷学園 中田　悠乃 錦城 
清水　一歩 世田谷学園 上野　莉奈 錦城 
芝本　航矢 世田谷学園 佐藤　江美 錦城 

団体組手 樋口　理久 保善 ３回戦敗退 団体組手 髙橋　美由紀 帝京 ３回戦敗退
内田　裕太 保善 鈴木　菜未 帝京 
山田　隆樹 保善 伊藤　蘭 帝京 
佐々木　仁也 保善 石曽根　真琴 帝京 
磯　拓海 保善 松本　葉 帝京 
新里　太一 保善 宮原　美穂 帝京 
藤川　眞大 保善 

団体組手 朝倉　康平 目黒学院 ２回戦敗退 団体組手 羽鳥　つばさ ２回戦敗退
大金　憲龍 目黒学院 長尾　玲佳
榎本　大地 目黒学院 細倉　結衣
羽賀　龍馬 目黒学院 佐藤　未菜
北坂　龍之介 目黒学院 長谷見　優花
関口　徹昭 目黒学院 富山　友美子
谷山　高士郎 目黒学院 櫛部　紗永

団体組手 原沢　宏佳 都立上野 ２回戦敗退 団体組手 平田　可菜 日本大学鶴ケ丘 ３回戦敗退
初山　友一 都立上野 村田　弘美 日本大学鶴ケ丘 
増淵　建寿 都立上野 笠原　万柚子 日本大学鶴ケ丘 
田中　尊士 都立上野 髙橋　もも 日本大学鶴ケ丘 
木村　優平 都立上野 小松　凜音 日本大学鶴ケ丘 
大熊　鉄平 都立上野 小泉　あかね 日本大学鶴ケ丘 
吉川　裕也 都立上野 飛松　陽菜 日本大学鶴ケ丘 

個人形 佐藤　雄一 世田谷学園 ３回戦敗退 個人形 佐藤　柚奈 八雲学園 ２回戦敗退
芝本　航矢 世田谷学園 ３回戦敗退 榊原　ひばり 日本大学鶴ケ丘 ２回戦敗退
山崎　郁弥 保善 ４回戦敗退 山口　花那瑚 日本大学鶴ケ丘 ２回戦敗退
甲斐　絢人 保善 １回戦敗退 尾野　真歩 日本大学鶴ケ丘 ３回戦敗退

早稲田大学系属早稲田実業学校 高等部

早稲田大学系属早稲田実業学校 高等部

早稲田大学系属早稲田実業学校 高等部

早稲田大学系属早稲田実業学校 高等部

早稲田大学系属早稲田実業学校 高等部

早稲田大学系属早稲田実業学校 高等部

早稲田大学系属早稲田実業学校 高等部

37.空手道

36.フェンシング
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氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
競技種目

男        子 女        子

個人組手 池澤　元太 世田谷学園 ２回戦敗退 個人組手 髙橋　美由紀 帝京 ２回戦敗退
清水　一歩 世田谷学園 ３回戦敗退 鈴木　菜未 帝京 １回戦敗退
鳴島　崇人 世田谷学園 ４回戦敗退 宮原　美穂 帝京 優勝
内田　裕太 保善 １回戦敗退 松本　葉 帝京 １回戦敗退

団体 日本工業大学駒場高校 6位 日本工業大学駒場 9位
駒場東邦高校 9位 慶應義塾女子 9位
窪田　晟也 日本工業大学駒場 1位 楠見　陽菜子 日本工業大学駒場 9位
山下　兼矢 日本工業大学駒場 5位 鈴木　日和 日本工業大学駒場 予選38位

個人 石川　和璃 日本工業大学駒場 予選33位 秦　萌希 日本工業大学駒場 予選50位
須藤　直輝 日本工業大学駒場 予選54位 平野　景 日本工業大学駒場 予選51位
巽　遼太郎 駒場東邦 17位 白坂　七海 慶應義塾女子 予選33位
小竹　啓史 駒場東邦 予選41位 浅井　万優 慶應義塾女子 予選48位
佐々木　雄望 駒場東邦 予選46位 足立　柚佳 慶應義塾女子 予選53位
鈴木　陽介 駒場東邦 予選48位 横田　早紀 慶應義塾女子 予選54位
桃北　恵輔 麻布 9位 射場　木萌香 都立国際 4位

団体 団体戦 都立城東 第２位
文化学園大学杉並 予選リーグ敗退

個人 個人戦 　柴　田　　瑞 都立城東 決勝トーナメント１回戦敗退
　東　　　　菜々子 都立城東 決勝トーナメント１回戦敗退
　金　野　　夏　月 都立城東 決勝トーナメント２回戦敗退
　北　　　　 希　織 文化学園大学杉並 決勝トーナメント１回戦敗退
　佐　藤　　美　保 都立城東 予選リーグ敗退
　渡　邊　　彩　椰 都立城東 予選リーグ敗退
　大　谷　　いぶき 文化学園大学杉並 予選リーグ敗退

演技 演技 　大谷いぶき・北希織 文化学園大学杉並 優勝
　東　菜々子・佐藤美保 都立城東 ベスト８
　渡邊汐織・布施穂果 都立城東 ベスト８
　本間琴音・齋木朱夏 都立富士 ２回戦敗退
　田中里彩・柴田瑞 都立城東 １回戦敗退

40.少林寺拳法
団体 城北 255 6位 団体 早稲田実業 258 優勝

早稲田実業 255 5位 富士見丘 258 ２位
順天 246 15位 都立国立 253 4位
共栄学園 245 16位 都立清瀬 249 10位

組演武 居作　和英・綿貫　壮平 早稲田実業 258 ３位 組演武 野崎　智花・八木　杏那 富士見丘 259 ２位
源川　拓美・常盤　馨 城北 257 ５位 平野　里佳・平村　愛理 富士見丘 258 ３位
吉田・守富 城北 予選9位 大仲　音華・鈴木　七波 早稲田実業 256 ４位
大久保・川崎 都立清瀬 予選10位 福井　更彩・亀谷　あゆみ早稲田実業 255 ５位
安楽・岩見 芝 予選15位 小林・鈴木 富士見丘 254 6位
芝田・木村 城北 予選19位 二森・金森 富士見丘 予選7位
金森・植田 都立国立 棄権 中村・関 桜丘 予選8位

大巾・大内 都立清瀬 予選8位
単独演武 白井　駿平 国立 253 ４位 単独演武 長谷川　加奈 砂川 257 ２位

小林　和真 早稲田実業 253 8位 市川　可奈子 早稲田実業 252 ５位
岡山　雅 帝京 251 10位 吉野　知世 富士見丘 260 8位
大橋　知直 早稲田実業 250 11位 樋口　友希乃 桜丘 252 9位
河合　優介 城北 予選7位 内田　杏香 富士見丘 249 11位
榊　優紀 共栄学園 予選7位 亀石　恵未 富士見丘 248 12位
青木　俊介 都立清瀬 予選10位 佐々木　綾花 錦城学園 予選10位
鈴木　晴貴 共栄学園 予選12位 荒井　咲桜香 都立清瀬 予選7位

38.アーチェリー

39.なぎなた
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