
男子種目 氏名 所属 記録 成績 女子種目 氏名 所属 記録 成績

100m SA･ハキーム 城西大学附属城西 10.30(-0.8) 決勝2位 100m エドバー　イヨバ 東京 11.72（‐1.2） 決勝1位
大嶋　健太 東京 10.29(-0.8) 決勝1位 福田　真衣 東京 12.09（‐0.8） 準決勝3着
大野　裕貴 立教池袋 10.97(-0.3) 予選6着 広沢　真愛 八王子学園八王子 12.34(＋0.1) 予選3着
小池　真郁 國學院大學久我山 12.15（＋0.9） 準決勝7着

200m SA･ハキーム 城西大学附属城西 20.82（‐1.5） 決勝1位 200m 上村　希実 東京 24.98（‐2.1） 準決勝4着
大嶋　健太 東京 21.44（‐1.5） 決勝5位 エドバー　イヨバ 東京 24.71（‐3.4） 決勝3位
小池　真郁 國學院大學久我山 21.54（‐1.5） 決勝6位
井上　大地 東京 21.79（‐2.7） 準決勝5着

400ｍ 尾﨑　正大 桐朋 49.13 準決勝8着 400ｍ 森川　侑果 東京 57.41 予選3着
800m 栗田　寛樹 巣鴨 1:54.35 準決勝4着 800m 陣在　ほのか 城西大学附属城西 2:15.83 予選5着

松本　真弥 日本大学櫻丘 1:53.47 準決勝３着 五十嵐　恋 日本橋女学館 02:09.2 準決勝4着
1500ｍ 齋藤　雅英 早稲田実業学校 3:49.07 決勝2位 1500ｍ 平賀　奏美 順天 4:24.57 決勝8位

斉藤　寛明 國學院大學久我山 3:59.77 決勝15位
越川　堅太 東京実業 3:53.12 予選7着

男-5000m 斉藤　寛明 國學院大學久我山 15:07.76 予選14着
男-110mＨ 平松　パプデンバ 都立芦花 14.19（＋1.4） 決勝3位 女-100mＨ 鳴川　亜美 白梅学園 DNS

井上　大海 東京 15.09（‐0.1） 予選5着 澤田　イレーネ 都立文京 14.37（‐1.7） 予選2着
成澤　優雅 東京 14.69（‐1.1） 準決勝5着 準決勝DQ
橋岡　優輝 八王子学園八王子 15.02（＋0.4） 予選4着

400mH 北山　亮介 東京 52.56 準決勝6着 400mH 平原　杏華 都立松が谷 1:00.00 準決勝3着
石山　翔瑛 東京 54.33 予選6着

4×100m 臼田・日高・井上・大嶋 東京 40.20 決勝1位 4×100m 斉田・福田・上村・エドバー 東京 45.55 決勝1位
池田・倉田・吉田・ハキーム 城西大学附属城西 40.63 決勝6位 中山・広沢・須原・東 八王子学園八王子 47.56 予選4着

4×400m 椿・海老原・田中・小川 城西大学附属城西 3:15.52 準決勝4着 4×400m 上村・福田・井上・守田 東京 3:46.61 決勝6位
井上・石山・山本・北山 東京 3:11.69 決勝5位 鳴川・伴・渡邉・佐藤 白梅学園 3:46.50 準決勝5着

広沢・唐川・土肥・木村 八王子学園八王子 3:44.62 決勝5位
走高跳 石川　遼 桐朋 2.03 予選5位　決勝進出 走高跳 栗原　理沙 都立東大和 1.64 予選10着

決勝　NM 髙𣘺　花織 専修大学附属 予選　NM
中村　優斗 都立東大和 1.95 予選16着 伊徳　有加 都立芦花 予選　NM
鈴木　海平 堀越 1.95 予選10位

棒高跳 棒高跳
走幅跳 橋岡　優輝 八王子学園八王子 7.44（＋1.8） 決勝4位 走幅跳 高畠　実咲 日本工業大学駒場 4.96（＋0.2） 予選33着

中村　健士 都立調布北 7.18（＋0.7） 決勝10位 内山　咲良 筑波大学附属 5.66（＋2.3） 予選14着
木之内　喜史 東京 7.08（‐0.1） 予選8着
酒井　由吾 都立南多摩中等教育 6.62（‐1.2） 予選25着

三段跳 舘　一樹 東京 14.48（‐0.4） 予選7着 三段跳
砲丸投 栗本　恭宏 東京 14.72 予選15着 砲丸投 坂本　早映 三田国際学園 13.84 決勝3位

岩崎　瑞生 保善 14.08 予選19着 清水　捺帆 都立田無 12.07 予選11着
草野　夏咲 東京 11.79 予選16着

円盤投 福留　大成 東京 42.67 決勝9位 円盤投 白石　颯希 東京 35.13 予選20着
石塚　恒祐 東京成徳大学 40.01 予選17着 吉田　結花 日体桜華 35.31 予選19着

德田　沙那子 都立三鷹中等教育 35.05 予選22着
ハンマー投 人見　哲史 保善 51.63 予選15着 ハンマー投

岩崎　瑞生 保善 54.46 予選9着
槍投げ 宗田　龍生 都立芦花 59.07 予選12着 槍投げ 小林　比奈乃 都立芦花 42.41 決勝14位

佐藤　悠樹 都立片倉 54.3 予選26着
3000mＳＣ 打越　晃汰 國學院大學久我山 9:48.70 予選14着

本橋　佳樹 立教池袋 9:31.90 予選8着
遠藤　宏夢 國學院大學久我山 9:06.63 決勝5位

５０００ｍＷ 小野川　稔 東京実業 21:22.29 決勝1位 5０００ｍＷ 萩原　采以子 都立富士 DQ
八種競技 本橋　輝久 都立豊多摩 5530点 決勝6位 七種競技 大野　優衣 白梅学園 4866点 決勝8位

高橋　このか 白梅学園 5003点 決勝4位
栗原　理沙 都立東大和 4345点 決勝19位

学校対抗 東京 24点 総合2位 学校対抗 東京 25点 総合3位
城西大学附属城西 18点 総合７位

1.２駅伝 【H27.12.20】
國學院大學久我山  2ﾟ05'30” 15位 八王子学園八王子  1ﾟ10'58” 25位

団体総合 日体荏原 233.400 17位 団体総合 大智学園 155.6 6位
個人総合 天野　敢太 日体荏原 78.750 60位 個人総合 水永　菜月 大智学園 52.75 13位

横川　竜士 日体荏原 72.400 147位 三田　涼乃 明星 52.75 13位
迫龍　登 日体荏原 81.350 35位 石曽根　里央 大智学園 52.2 17位
千葉　天斗 日体荏原 74.200 126位 中野　光海 大智学園 50.3 41位
木村　建斗 松蔭 78.650 63位 松本　奈実 大智学園 46.85 75位
栁川　賢也 駒澤大学 11.250 270位 河上　愛実 明星 12.55 88位

ゆか 天野　敢太 日体荏原 13.850 跳馬 水永　菜月 大智学園 13.45 13位
横川　竜士 日体荏原 12.400 三田　涼乃 明星 13.75 13位
迫龍　登 日体荏原 14.450 26位 石曽根　里央 大智学園 13.8 17位
千葉　天斗 日体荏原 13.300 中野　光海 大智学園 13.4 41位
木村　建斗 松蔭 13.900 松本　奈実 大智学園 13.65 75位
栁川　賢也 駒澤大学 0.000 河上　愛実 明星

あん馬 天野　敢太 日体荏原 11.900 段違い平行棒 水永　菜月 大智学園 13.45 13位
横川　竜士 日体荏原 11.650 三田　涼乃 明星 12.95 13位
迫龍　登 日体荏原 13.950 11位 石曽根　里央 大智学園 12.2 17位
千葉　天斗 日体荏原 12.100 中野　光海 大智学園 12.25 41位
木村　建斗 松蔭 13.500 松本　奈実 大智学園 10.35 75位
栁川　賢也 駒澤大学 0.000 河上　愛実 明星 12.55 33位

つり輪 天野　敢太 日体荏原 13.400 平均台 水永　菜月 大智学園 12.3 13位
横川　竜士 日体荏原 12.300 三田　涼乃 明星 13.4 13位
迫龍　登 日体荏原 13.400 39位 石曽根　里央 大智学園 12.3 17位
千葉　天斗 日体荏原 12.500 中野　光海 大智学園 12.15 41位
木村　建斗 松蔭 12.750 松本　奈実 大智学園 10.25 75位
栁川　賢也 駒澤大学 11.250 河上　愛実 明星

1.2.陸上競技

3.4.体操

平成27年度全国総合体育大会
東京都選手成績一覧

競技
男        子 女        子

※順位
記入な
しは大
会本部
より未
発表の
ため

斉藤・打越・遠藤・岸・手島・岸・小杉 石川・甲本・今泉・前田・小汲
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男子種目 氏名 所属 記録 成績 女子種目 氏名 所属 記録 成績
競技

男        子 女        子

跳馬 天野　敢太 日体荏原 13.900 ゆか 水永　菜月 大智学園 13.55 13位
横川　竜士 日体荏原 12.400 三田　涼乃 明星 12.6 13位
迫龍　登 日体荏原 12.800 石曽根　里央 大智学園 13.9 17位
千葉　天斗 日体荏原 12.700 中野　光海 大智学園 12.5 41位
木村　建斗 松蔭 12.900 松本　奈実 大智学園 12.6 75位
栁川　賢也 駒澤大学 0.000 河上　愛実 明星

平行棒 天野　敢太 日体荏原 12.000
横川　竜士 日体荏原 11.700
迫龍　登 日体荏原 12.850 61位
千葉　天斗 日体荏原 10.950
木村　建斗 松蔭 12.700
栁川　賢也 駒澤大学 0.000

鉄棒 天野　敢太 日体荏原 13.700
横川　竜士 日体荏原 11.950
迫龍　登 日体荏原 13.900 16位
千葉　天斗 日体荏原 12.650
木村　建斗 松蔭 12.900
栁川　賢也 駒澤大学 0.000

3.4.新体操
団体総合 団体総合 14.033 6位
個人総合 石川　裕平 国士舘 18.375 6位 個人総合 亀井　理恵子 都立駒場 28.250 4位
スティック 石川　裕平 国士舘 9.275 3位 ボール 亀井　理恵子 都立駒場 13.750 4位
リング 石川　裕平 国士舘 9.1 6位 クラブ 亀井　理恵子 都立駒場 14.500 3位

5.6.バスケットボール
バスケットボール 東洋大学京北 1回戦敗退 バスケットボール 明星学園 ベスト4
男子 八王子学園八王子 ベスト8 女子 八雲学園 2回戦敗退

國學院大學久我山 2回戦敗退

7.8.バレーボール
バレーボール 駿台学園 準優勝 バレーボール 八王子実践 ベスト8
男子 東亜学園 3位 女子 文京学院大学女子 準優勝

9.10.ソフトテニス
団体 早稲田実業学校 1回戦敗退 団体 文化学園大学杉並 準優勝
個人 谷岡　凌太朗・鶴江　匠 都立清瀬 4回戦敗退 個人 権田　芽伊・十九浦　彩香 千代田女学園 2回戦敗退

岩田　太一・熊坂　沙智也 駒澤大学 3回戦敗退 花園　優帆・板東　花音 国本女子 2回戦敗退
小宅　剛・簗取　大也 駒澤大学 3回戦敗退 永井　果歩・高橋　真由 文化学園大学杉並 3回戦敗退
後藤　佳佑・高倉　和毅 早稲田実業学校 3回戦敗退 森川　愛里・生方　優衣 文化学園大学杉並 4回戦敗退
三上　大輝・稲葉　恭平 東海大学菅生 2回戦敗退 林田　リコ・宮下　こころ 文化学園大学杉並 4回戦敗退
内田　隼人・久保寺　将太 都立清瀬 2回戦敗退 中村　彩乃・吉原　花海 文化学園大学杉並 6回戦敗退
熊木　渉・阿部　光佑 都立昭和 1回戦敗退 宮下　真緖・上田　理央 文化学園大学杉並 5位
佐藤　祐希・安田　怜音 東海大学菅生 1回戦敗退 紺谷　彩里・五十嵐　陽菜 文化学園大学杉並 2回戦敗退

11.ソフトボール
男子団体 都立若葉総合 1回戦 女子団体 日出 ベスト8

12.スキー【H28.2.4-8】
学校対抗
大回転 一ノ瀬　丞 日体荏原 ２’００”７２ 35位 石渡　実香 日本大学第二 ２’００”０１ 23位

永田　嵐 獨協 ２’０１”４８ 40位 鈴木　奈渚 東海大学高輪台 ２’０１”９７ 34位
萩生田　純宇 日出 ２’０３”５０ 51位 中渡　智香 日本工業大学駒場 ２’０４”３１ 48位
秋本　健太 日体荏原 ２’１０”８５ 82位 鈴木　さくら 早稲田実業学校 ２’０６”３７ 60位
窪島　竜太 玉川学園 ２’１０”８７ 83位 佐藤　舞佑 中央大学附属 ２’１１”３３ 84位
鈴木　朋哉 東海大学菅生 ２’１１”８７ 91位 鎌田　優衣 明星 ２’１３”３３ 89位
松田　笙太郎 獨協 ２’１４”０１ 95位 鈴木　美冬 日本大学第二 ２’２４”２４ 115位
西尾　一輝 日本工業大学駒場 ２’１５”８４ 97位 寶田　奈緒 中央大学附属 ２’２４”２４ 115位
水木　汰世 成城学園 1ｓｔ　DF 柳　志恵 成蹊 ２’２４”８８ 118位
増田　蒼 日本工業大学駒場 2ｓｔ　DF 松山　暁 日本大学第二 ２’３９”０１ 127位

回転 福岡　利悦 早稲田実業学校 ２’０２”８７ 39位 石渡　実香 日本大学第二 ２’０５”７７ 30位
萩生田　純宇 日出 ２’０５”３１ 45位 鈴木　奈渚 東海大学高輪台 ２’０７”９５ 42位
鈴木　修太郎 日体荏原 ２’０７”００ 52位 鎌田　優衣 明星 ２’２２”５１ 87位
一ノ瀬　丞 日体荏原 ２’１４”６１ 61位 鈴木　さくら 早稲田実業学校 ２’２５”６９ 91位
栗山　一輝 明星 ２’２３”９６ 68位 松山　暁 日本大学第二 ２’２８”２６ 97位
康野　皓嗣 暁星 1ｓｔ　DF 岩﨑　愛 東海大学菅生 ２’２８”３０ 98位
永田　嵐 獨協 1ｓｔ　DF 鈴木　美冬 日本大学第二 ２’３２”４９ 105位
増田　蒼 日本工業大学駒場 2ｓｔ　DF 鎌田　優衣 明星 ２’４５”９１ 118位
秋本　健太 日体荏原 2ｓｔ　DF 小林　由 玉川学園 ２’５７”９５ 123位
水木　汰世 成城学園 2ｓｔ　DF 中渡　智香 日本工業大学駒場 2nd  DF

ﾌﾘｰ 鈴木　孝昇 豊島学院 ３２’０３”４ 121位 名倉　楓 豊島学院 ２３’０５”１ 105位
男-15㎞ 鈴木　裕也 豊島学院 ３２’１１”１ 124位
女-10㎞ 高田　晃 豊島学院 ３４’０１”９ 140位

若林　大雅 明治大学付属明治 ３５’３２”１ 155位
小島　正大 明治大学付属中野 ３７’０６”５ 166位
椎名　響 明治大学付属中野 ３７’１９”１ 167位
羽根田　宙佳 明治大学付属明治 ３９’１１”２ 173位
恩田　玲央 本郷 ３９’４５”４ 178位
内野　和宙 明治大学付属中野 ４１’５４”０ 182位

ｸﾗｼｶﾙ 前島　友里 豊島学院 ３５’４５”６ 128位 名倉　楓 豊島学院 ２６’３４”６ 111位
男-10㎞ 鈴木　孝昇 豊島学院 ３６’０１”５ 131位 津島　早織 豊島学院 ２６’４４”４ 112位
女-  5㎞ 高田　晃 豊島学院 ３８’１０”５ 149位

若林　大雅 明治大学付属明治 ３８’４７”５ 152位
羽根田　宙佳 明治大学付属明治 ３９’４６”５ 157位
椎名　響 明治大学付属中野 ４１’５０”２ 166位
恩田　玲央 本郷 ４２’１１”６ 168位
星野　駿 明治大学付属明治 ４６’３５”４ 180位
細谷　佳広 明治大学付属中野 ４８’３３”６ 183位
内野　和宙 明治大学付属中野 ４９’１８”４ 184位

ﾘﾚｰ 豊島学院 ２：１９’０１”２ 33位

日本女子体育大学附属二階堂
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男子種目 氏名 所属 記録 成績 女子種目 氏名 所属 記録 成績
競技

男        子 女        子

13.スケート【H28.1.18-24】
ｽﾋﾟｰﾄﾞ
ﾌｨｷﾞｭｱ 団体 駒場学園 12位 団体 駒場学園 5位

個人 石塚　玲雄 駒場学園 13位 個人 永井　優香 駒場学園 2位
佐上　　黎 武蔵野 19位
鈴木　春菜 日体荏原 23位
山口　凜華 駒場学園 40位
松丸　夏未 日本橋女学館 43位
岸野　千夏 藤村女子 61位
鎺　　美月 日本橋女学館 69位
齋藤　槙香 駒場学園 71位
加藤　美樹 都立小平西 105位
梁川　舞乃 桐朋女子 124位
尾山あかり 日本橋女学館 128位

13.．ｱｲｽﾎｯｹｰ
早稲田実業学校 ベスト16

14.15.卓球
男子団体 明治大学付属中野 1回戦敗退 女子団体 武蔵野 2回戦敗退

東海大学菅生 2回戦敗退 文化学園大学杉並 １回戦敗退
ｼﾝｸﾞﾙｽ 羽佳　翔鵬 明治大学付属中野 ベスト32 ｼﾝｸﾞﾙｽ 田中　愛弥香 武蔵野 ﾍﾞｽﾄ16

穂積　和也 明治大学付属中野 ベスト16 鹿股　まりな 武蔵野 4回戦進出
滝波　寛太 安田学園 1回戦敗退 永井　里奈 武蔵野 4回戦進出
秋廣　真斗 都立片倉 2回戦敗退 澁谷　京香 早稲田実業学校 2回戦敗退
青柳　遼 東京工業高等専門 1回戦敗退 西出　りさこ 文化学園大学杉並 1回戦敗退
杉山　裕樹 日本大学豊山 3回戦敗退 嶋津　葵 武蔵野 1回戦敗退
福島　崇史 明治大学付属中野八王子 2回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 羽佳　翔鵬・穂積　和也 明治大学付属中野 3回戦敗退 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 田中　愛弥香・鹿股　まりな 武蔵野 ﾍﾞｽﾄ16
永井　颯也・山本　涼介 東海大学菅生 2回戦敗退 今野　智景・西出　りさこ 文化学園大学杉並 2回戦敗退
杉山　裕樹・福田　悠馬 日本大学豊山 1回戦敗退 永井　里奈・田巻　美帆 武蔵野 2回戦敗退
渡邉　理人・福島　崇史 明治大学付属中野八王子 1回戦敗退 若杉　百花・曽根原　睦 文化学園大学杉並 1回戦敗退

17ラグビー【H27.12.27-H28.1.11】
國學院大學久我山 ベスト16
東京朝鮮中高級 1回戦敗退

18.サッカー
関東第一 3位 修徳 3位
國學院大學久我山 1回戦敗退

19.ハンドボール
明星 ベスト32 佼成学園女子 3位

21.バドミントン
学校対抗 淑徳巣鴨 1回戦敗退 学校対抗 日本橋女学館 1回戦敗退
ｼﾝｸﾞﾙｽ 中家　拓巳 日本ウェルネス 1回戦敗退 ｼﾝｸﾞﾙｽ 舟橋　佳歩 日本ウェルネス 3回戦敗退

工藤　達也 淑徳巣鴨 2回戦敗退 岩谷　果歩 日本橋女学館 3回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 大久保　達也・下関　元 淑徳巣鴨 2回戦敗退 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 岩谷　果歩・谷澤　安衣 日本橋女学館 3回戦敗退

工藤　達也・板東　拓哉 淑徳巣鴨 1回戦敗退 有賀　玲奈・遠山　紗希 淑徳巣鴨 2回戦敗退

22.柔道
国士舘 優勝 淑徳 ベスト8
日体荏原 2位

60㎏ 杉本　大虎 日体荏原 2回戦敗退 48kg 大村　美葵 淑徳 2回戦敗退
66㎏ 島田　隆志朗 足立学園 2位 52kg 玉置　桜 藤村女子 2回戦敗退
73㎏ 佐藤　晃輔 安田学園 ベスト8 57kg 萩　野乃花 帝京 2回戦敗退
81㎏ 藤原　崇太郎 日体荏原 優勝 63kg 齋藤　百湖 修徳 ベスト16
90㎏ 長井　晃志 日体荏原 ベスト8 70kg 杉山　歌嶺 修徳 2回戦敗退
100㎏ 飯田　健太郎 国士舘 優勝 78kg 浜　未悠 淑徳 2位
100㎏超 山田　伊織 国士舘 優勝 78kg超 荒谷　莉佳子 帝京 ベスト16

23.剣道
男子団体 高輪 ベスト8 女子団体 国士舘 予選リーグ通過

個人 谷　広大 国士舘 3回戦敗退 個人 村井　滉菜 国士舘 3回戦敗退
野稲　陸 高輪 ベスト8 中村　美紅 東海大学菅生 1回戦敗退

24.水泳
50m自 伊東　隼汰 早稲田大学高等学院 00:23.90 10位 50m自 山本　茉由佳 武蔵野 00:26.03 1位

池江　毅隼 日本大学豊山 00:23.98 14位 熊谷　笑里 八王子学園八王子 00:26.81 8位
岡田　大季 早稲田実業学校 00:24.44 33位 常盤　怜以 早稲田実業学校 00:26.83 15位
蔡　龍之介 淑徳巣鴨 00:24.53 38位 小林　麗 淑徳巣鴨 00:26.95 19位
志田　公輝 文教大学付属 00:24.53 38位 永野　詩奈 都立両国 00:27.33 41位
川野　海斗 日出 00:24.68 49位 片山　友希 都立墨田川 00:27.65 49位
関　海哉 日本大学豊山 00:24.73 52位
市川　誉紹 八王子学園八王子 00:24.83 58位
堀内　海仁 武蔵野 00:25.03 73位

100m自 吉田　冬優 淑徳巣鴨 00:50.41 1位 100m自 山本　茉由佳 武蔵野 00:56.28 2位
堀之内　飛向 八王子学園八王子 00:52.59 20位 熊谷　笑里 八王子学園八王子 00:57.75 11位
蔡　龍之介 淑徳巣鴨 00:52.60 22位 川畑　志保 早稲田実業学校 00:57.95 13位
保坂　海斗 堀越 00:52.84 37位 髙島　美桜 八王子学園八王子 00:58.55 26位
伊東　隼汰 早稲田大学高等学院 00:52.96 43位 西田　彩乃 都立墨田川 00:58.65 29位
川野　海斗 日出 00:53.24 52位 木澤　理寿夢 武蔵野 00:58.82 36位

永野　詩奈 都立両国 00:59.02 45位
常盤　怜以 早稲田実業学校 00:59.50 60位
堀内　愛 八王子学園八王子 00:59.85 64位

200m自 吉田　冬優 淑徳巣鴨 01:48.87 1位 200m自 川畑　志保 早稲田実業学校 02:05.27 14位
横田　悠吾 筑波大学附属 01:53.86 18位 川端　南 八王子学園八王子 02:05.72 18位
高山　　凱 日本大学豊山 01:55.17 29位 髙島　美桜 八王子学園八王子 02:06.24 22位
齊藤　能史 八王子学園八王子 01:55.25 32位 木澤　理寿夢 武蔵野 02:06.72 28位
黒部　一斗 日出 01:55.45 36位 櫻井　美乃 都立墨田川 02:07.63 38位
小林　和矢 都立桜修館中等教育 01:55.56 39位 谷頭　聖 武蔵野 02:10.58 47位

男子団体 女子団体
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男子種目 氏名 所属 記録 成績 女子種目 氏名 所属 記録 成績
競技

男        子 女        子

400m自 吉田　惇哉 日本大学豊山 03:57.41 8位 400m自 石井　茉宏 筑波大学附属 04:15.85 4位
日比　崇達 日本大学豊山 04:03.11 22位 川端　南 八王子学園八王子 04:21.21 8位
尾崎　健太 東京立正 04:03.32 25位 新倉　みなみ 東京立正 04:20.17 10位
横田　悠吾 筑波大学附属 04:04.87 36位 今野　瑠菜 日出 04:27.51 36位
黒部　一斗 日出 04:05.07 37位 櫻井　美乃 都立墨田川 04:27.73 37位
佐藤　友宣 武蔵野 04:05.70 39位
坂　登暉 日本大学豊山 04:06.82 44位

1500m自 吉田　惇哉 日本大学豊山 15:32.02 4位 800m自 石井　茉宏 筑波大学附属 08:49.76 6位
尾崎　健太 東京立正 15:43.90 7位 新倉　みなみ 東京立正 08:54.57 11位
日比　崇達 日本大学豊山 16:04.60 21位 今野　瑠菜 日出 09:06.23 25位
坂　登暉 日本大学豊山 16:09.31 26位 町田　瑞季 都立昭和 09:07.78 28位
川原　春海 東京立正 16:12.31 27位 野間　美羽 江戸川女子 09:16.82 44位
古庄　宥史 日出 16:41.90 57位

100m背 兼子　雄太郎 八王子学園八王子 00:57.68 9位 100m背 片塩　陽里 東京成徳大学 01:03.13 5位
小林　正陛 日本大学豊山 00:57.69 10位 藤田　紗綺 三輪田学園 01:03.84 13位
重見　和秀 明治大学付属中野 00:57.93 15位 小林　麗 淑徳巣鴨 01:04.14 17位
田中　瑛之介 日本大学豊山 00:57.96 17位 吉田　真希子 淑徳巣鴨 01:04.32 20位
神賀　聖 八王子学園八王子 00:59.71 46位
佐久間　達也 明治大学付属中野 00:59.86 49位

200m背 兼子　雄太郎 八王子学園八王子 02:03.30 2位 200m背 片塩　陽里 東京成徳大学 02:15.77 11位
田中　瑛之介 日本大学豊山 02:04.02 5位 吉田　真希子 淑徳巣鴨 02:15.94 13位
神賀　聖 八王子学園八王子 02:06.37 18位 藤田　紗綺 三輪田学園 02:20.41 36位
重見　和秀 明治大学付属中野 02:06.50 20位
齋藤　樹 八王子学園八王子 02:07.05 26位

100m平 阿部　隼翔 日本大学豊山 01:03.16 6位 100m平 奈須田　ゆうか 八王子学園八王子 01:10.42 6位
宇山　智貴 八王子学園八王子 01:03.83 11位 髙栁　まい 日出 01:12.80 30位
塚田　大輝 日本大学豊山 01:03.91 13位 斉藤　亜未 武蔵野 01:13.00 35位
加藤　弘之 武蔵野 01:03.97 15位
森下　純之介 都立立川 01:04.99 36位
伊藤　大輝 淑徳巣鴨 01:05.29 47位
佐藤　雄太 淑徳巣鴨 01:05.50 50位

200m平 加藤　弘之 武蔵野 02:14.31 3位 200m平 奈須田　ゆうか 八王子学園八王子 02:34.78 17位
塚田　大輝 日本大学豊山 02:15.86 6位 富岡　茉純 淑徳巣鴨 02:36.85 42位
宇山　智貴 八王子学園八王子 02:16.84 8位 前川　七海 八王子学園八王子 02:36.96 43位
阿部　隼翔 日本大学豊山 02:18.06 18位 酒井　茉奈恵 東京学芸大附国際 02:38.39 52位
森下　純之介 都立立川 02:20.32 30位
折戸　拓海 都立翔陽 02:21.82 40位

100mﾊﾞﾀ 池江　毅隼 日本大学豊山 00:53.67 2位 100mﾊﾞﾀ 長谷川　涼香 淑徳巣鴨 00:58.91 1位
本間　尚輝 八王子学園八王子 00:55.80 20位 高山　文香 日出 01:00.29 4位
森本　健太 早稲田実業学校 00:56.58 44位 片山　友希 都立墨田川 01:02.22 18位

佐々木　優花 藤村女子 01:02.99 31位
奈良　梨花 日出 01:04.04 40位
荒木　七海 都立駒場 01:04.10 42位

200mﾊﾞﾀ 酒巻　龍志 日出 02:04.00 27位 200mﾊﾞﾀ 長谷川　涼香 淑徳巣鴨 02:08.50 2位
宇野　亮 淑徳巣鴨 02:04.59 33位 奈良　梨花 日出 02:11.29 4位
尾山　武 八王子学園八王子 02:04.84 36位 佐々木　優花 藤村女子 02:19.98 42位
河森　智文 日本大学豊山 02:06.20 46位
伊東　虎太郎 日出 02:07.26 53位

200m個人 岡本　卓也 八王子学園八王子 02:03.67 3位 200m個人 牧野　紘子 東京大学教育学部附属 02:15.61 2位
ﾒﾄﾞﾚｰ 村田　翔 淑徳巣鴨 02:03.97 4位 ﾒﾄﾞﾚｰ 若穂囲　理緒 淑徳巣鴨 02:15.65 3位

高山　凱 日本大学豊山 02:05.91 14位 船木　里菜 藤村女子 02:18.87 14位
内山　拓海 日体荏原 02:06.43 16位 小川　真菜 八王子学園八王子 02:20.61 21位
小林　和矢 都立桜修館中等教育 02:07.12 18位 山口　采瑳 淑徳巣鴨 02:21.98 31位
伊東　虎太郎 日出 02:11.32 53位 田中　佑季 明星学園 02:22.40 35位

今田　薫乃 国士舘 02:22.63 38位
小柳　有芽 日出 02:22.99 41位
谷頭　聖 武蔵野 02:25.79 55位

400m個人 村田　翔 淑徳巣鴨 04:18.64 1位 400m個人 牧野　紘子 東京大学教育学部附属 04:41.46 1位
ﾒﾄﾞﾚｰ 岡本　卓也 八王子学園八王子 04:19.56 2位 ﾒﾄﾞﾚｰ 若穂囲　理緒 淑徳巣鴨 04:45.56 2位

矢野　航希 日本大学豊山 04:36.26 34位 山口　采瑳 淑徳巣鴨 04:52.04 10位
内山　拓海 日体荏原 04:37.40 39位 船木　里菜 藤村女子 04:55.35 16位

小川　真菜 八王子学園八王子 04:57.71 22位
小柳　有芽 日出 04:59.66 28位
杉本　瑞歩 淑徳巣鴨 05:03.01 45位

400mﾘﾚｰ 田中・池江・関・高山 日本大学豊山 03:27.58 3位 400mﾘﾚｰ 長谷川・吉田・小林・若穂囲 淑徳巣鴨 03:53.12 9位
吉田・蔡・佐藤・宇野 淑徳巣鴨 03:33.01 17位 高島・川端・堀内・熊谷 八王子学園八王子 03:54.40 12位
堀之内・滝・齊藤・兼子 八王子学園八王子 03:34.27 23位 木澤・スピヌソ・谷頭・山本 武蔵野 03:55.44 14位
堀内・子吉・佐藤・加藤 武蔵野 03:35.69 34位 川畑・亀井・相馬・常盤 早稲田実業学校 03:57.06 16位
成田・菊地・市川・山村 堀越 03:37.00 47位 西田・松葉・片山・櫻井 都立墨田川 03:58.09 20位
石原・猪俣・酒巻・川野 日出 03:37.15 49位 永田・高山・高栁・岸下 日出 03:58.82 25位
山野・高野・黒田・芝本 立教池袋 03:39.31 64位 宮田・荒木・溝淵・秋田 都立駒場 03:59.77 35位

新倉・志村・関根・増田 東京立正 04:03.56 52位
800mﾘﾚｰ 田中・吉田・高山・坂 日本大学豊山 07:35.06 6位

岡本・兼子・堀之内・齊藤 八王子学園八王子 07:36.50 7位
村田・吉田・宇野・蔡 淑徳巣鴨 07:38.52 12位
加藤・堀内・子吉・佐藤 武蔵野 07:45.22 25位
山野・高野・黒田・芝本 立教池袋 07:55.37 48位
寒川・尾崎・常盤・浅香 東京立正 08:01.66 64位

日出 棄権
400m 兼子・宇山・本間・堀之内 八王子学園八王子 03:50.24 10位 400m 小林・富岡・長谷川・若穂囲 淑徳巣鴨 04:13.45 4位
ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 吉田・伊藤・三枝・蔡 淑徳巣鴨 03:54.96 24位 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 小川・奈須田・長嶋・熊谷 八王子学園八王子 04:15.09 6位

石原・猪俣・酒巻・川野 日出 03:57.57 37位 高山・高栁・奈良・永田 日出 04:18.42 14位
小日向・望月・魚崎・保坂 堀越 03:58.32 44位 田中・髙木・川畑・常盤 早稲田実業学校 04:22.39 24位
上原・内山・井上・新川 日体荏原 03:59.46 57位 片山・奥田・原・櫻井 都立墨田川 04:25.69 37位
下倉・長倉・旦田・大竹 都立駒場 04:02.40 71位 山本・斉藤・木澤・谷頭 武蔵野 04:26.04 38位

日本大学豊山 失格 新倉・増田・原・志村 東京立正 04:27.96 50位
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男子種目 氏名 所属 記録 成績 女子種目 氏名 所属 記録 成績
競技

男        子 女        子

学校対抗 日本大学豊山 41 5位 学校対抗 淑徳巣鴨 38 4位
淑徳巣鴨 29 8位

飛板跳込 伊藤　洸輝 帝京 544.85 4位 飛板跳込 金戸　華 日出 499.70 2位
赤間　郁 日出 415.75 12位 岩佐　美理香 東京学芸大附国際 392.65 9位

島雄　智佳子 東京 198.40
高飛込 赤間　郁 日出 429.55 10位 高飛込 金戸　華 日出 438.85 3位

伊藤　洸輝 帝京 249.70 岩佐　美理香 東京学芸大附国際 398.65 6位
島雄　智佳子 東京 397.05 8位

25.相撲
団体 都立足立新田 ベスト32
個人 勝呂　歩紀 明治大学付属中野 ベスト32

大木　治宇 明治大学付属中野 予選敗退
橋本　侑京 都立足立新田

26.弓道
男子団体 城北学園城北 予選敗退 女子団体 文化学園大学杉並 予選敗退
個人 稲木　勇成 都立江戸川 準決勝敗退 個人 矢野　ありす 文化学園大学杉並 予選敗退

山田　康太郎 國學院 決勝敗退 小林　夏綺 都立東 準決勝敗退

27.レスリング
団体 学校対抗 自由ヶ丘学園 3回戦敗退 学校対抗
個人 50㎏ 阿部　敏弥 帝京 2位 須崎　優衣 安部学院 1位

55kg 乙黒　拓斗 帝京 1位 佐藤　雛子 安部学院 2位
60kg 山内　壮 自由ヶ丘学園 5位 田南部　夢叶 帝京 3位
66kg 梅林　太朗 帝京 1位 塚本　かおり 日本工業大学駒場 1回戦敗退
74kg 大賀　遥 自由ヶ丘学園 1回戦敗退 加賀田　葵夏 文化学園大学杉並 1位
84kg 今村　太陽 自由ヶ丘学園 3位 石森　美月 文化学園大学杉並 準々決勝敗退
96kg 三浦　庶宏 自由ヶ丘学園 1回戦敗退 東川　加奈 安部学院 1回戦敗退
120㎏ 神　和樹 大森学園 1回戦敗退 堀　千咲 安部学院 3位

守田　明日香 安部学院 3位
南條　早映 安部学院 準々決勝敗退
山口　絵瑠萌 安部学院 棄権
成國　琴音 文化学園大学杉並 3位
向田　真優 安部学院 2位
熊野　ゆづる 安部学院 準々決勝敗退
三輪　奏歩 安部学院 準々決勝敗退
矢後　愛佳 安部学院 準々決勝敗退

65ｋｇ級 森川　美和 安部学院 1位
福島　宇美 安部学院 3位
木村　夕貴 安部学院 準々決勝敗退

28.ホッケー
代表校なし 代表校なし

29.テニス
団体 男子団体 東海大学菅生 3回戦 女子団体 早稲田実業学校 2回戦

大成 3回戦 大成 3回戦

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 坂野　唯 大成 1回戦 ｼﾝｸﾞﾙｽ 小堀　桃子 大成 優勝
甲斐　直人 日出 1回戦 大石　真珠美 早稲田実業学校 3回戦
恒松　優也 大成 1回戦 其田　桃子 富士見丘 3回戦
神田　留尉 大成 3回戦 加藤　慧 大成 3位
川橋　勇太 大成 2回戦 李　淑玲 堀越 1回戦

竹内　菜々花 関東第一 1回戦
倉持　美穂 早稲田実業学校 ベスト16

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 甲斐　直人・住澤　大輔 日出 ベスト16 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 大石　真珠美・剱持　梓 早稲田実業学校 準優勝
恒松　優也・神田　留尉 大成 ベスト16 其田　桃子・木佐貫　香 富士見丘 2回戦
坂野　唯・田形　諒平 大成 2回戦

30.ウェイトリフティング
53㎏級 竹田　新 都立六郷工科 147kg 31位
56㎏級 紙屋　十麿 東亜学園 183kg 17位
62㎏級 舘森　春輝 東亜学園 184kg 37位
62㎏級 秋本　将吾 東亜学園 182kg 40位
62㎏級 山本　耕平 東亜学園 なし なし
69㎏級 高本　勇気 東亜学園 194kg 37位
69㎏級 小林　凌 東亜学園 171kg 57位
77㎏級 石井　豪 東亜学園 216kg 21位
105㎏級 上水　晃介 東京学園 220kg 16位

31.登山
來住　直哉 石塚　恵
櫻井　一樹 柏木　今日子
佐野　颯人 吉野　蒼央
大庭　優希 中川　花琳

32.ボクシング
学校対抗

個人 ピン 松本　流星 日出 2位
ﾗｲﾄﾌﾗｲ 飯村　樹輝弥 日出（通信制） 3位
ﾌﾗｲ 鈴木　魁人 駿台学園 ベスト16
ﾊﾞﾝﾀﾑ 金子　虎旦 日出（通信制） 3位
ﾗｲﾄ 佐藤　眞男 駿台学園 ベスト8
ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ 大関　敬真 都立足立新田 初戦敗退
ｳｪﾙﾀｰ 室井　朔弥 駿台学園 初戦敗退
ミドル 張　秀徳 東京朝鮮中高級 ベスト16

33.ボート
日比・小野沢・井餘田・水口・徳永 中央大学杉並 3'43"75 準々決勝3着 舵手付きクオドルプル 犬伏・安井・藤田・源波・長掛 都立小松川 4'46"95 準々決勝3着

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 中川　大誠・恒見　慧輔 都立小松川 4'06"56 準々決勝5着 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 宇田川　悠・石垣　優香 都立本所 4'48"82 7位(順位決定戦)

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 久保　如竹 都立保谷 4'18"44 5位(順位決定戦) ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 横山　実祐 都立墨田川 4'48"78 準々決勝3着

舵手付きクオドルプル

団体

決勝トーナメント1回戦敗退

８０．９点

70ｋｇ級

46kg

49kg

52kg

56ｋｇ級

60ｋｇ級

９３．２点東京学芸大学附属 41位都立工芸27位

団体
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男子種目 氏名 所属 記録 成績 女子種目 氏名 所属 記録 成績
競技

男        子 女        子

34.自転車
団体 学校対抗総合 昭和第一学園 10点 14位

トラック総合 昭和第一学園 4点 25位
ロード総合 昭和第一学園 6点 3位

ﾄﾗｯｸ スプリント 藤田　遼一 昭和第一学園 11"696 予選39位 500mﾀｲﾑ・ﾄﾗｲｱﾙ 松本　誌乃 昭和第一学園 39"019 5位
競技 納家　一樹 都立八王子桑志 1'09"599 16位 ポイント・レース 古山　稀絵 昭和第一学園 22点 1位

小松　正和 昭和第一学園 1'10"434 22位 スクラッチ 古山　稀絵 昭和第一学園 8'30"915 1位
3km・ 中村　圭佑 昭和第一学園 3'37"000 7位 ケイリン 松本　誌乃 昭和第一学園 6位
ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ 熊田　湧太 都立八王子桑志 3'42"113 18位
ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

東　亮介 都立八王子桑志 予選敗退
岩井　雄一朗 昭和第一学園 予選敗退
小野寺　望 昭和第一学園 5点 13位
平﨑　雄也 日本大学豊山 予選敗退
門田　祐輔 都立美原 ＤＮS

4kmﾁｰﾑ･ 中村　圭佑
ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 小松　正和

岩井　雄一朗
坂　五友

4kmﾁｰﾑ･ 納家　一樹
ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 熊田　湧太

髙橋　出帆
島田　祥吾

ﾛｰﾄﾞ 中村　圭佑 昭和第一学園 2:33'05"6 3位
競技 山﨑　徹 成城 2:33'13"7 19位

納家　一樹 都立八王子桑志 2:33'17"7 51位
小松　正和 都立八王子桑志 2:33'26"3 75位
熊田　湧太 都立八王子桑志 2:33'38"5 81位
藤田　遼一 昭和第一学園 ＤＮＦ
門田　祐輔 都立美原 ＤＮS

36.フェンシング
団体 学校対抗 東亜学園 3位 学校対抗 東亜学園 3位
個人 ﾌﾙｰﾚ 敷根　崇裕 東亜学園 準優勝 ﾌﾙｰﾚ 梅津　春香 帝京 優勝

村山　健太郎 東亜学園 坂井　真子 東亜学園 ベスト16
森　千絢 帝京
新井　ひより 東亜学園

ｴﾍﾟ 敷根　崇裕 東亜学園 準優勝 ｴﾍﾟ 新井　ひより 東亜学園 予選プール敗退

ｻｰﾌﾞﾙ 清水　紀宏 帝京 優勝 ｻｰﾌﾞﾙ 稲野邊  南 大原学園 4位
小山　桂史 クラーク記念国際 準優勝

37.空手道
団体 学校対抗 学校対抗

団体 世田谷学園 1回戦敗退 団体 帝京 3回戦敗退
個人 組手 池澤　元太 世田谷学園 3位 組手 鈴木　菜未 帝京 優勝

芝本　航矢 世田谷学園 2回戦敗退 久住呂　有紀 帝京 5位
形 山崎　郁也 保善 3回戦敗退 形 佐藤　柚奈 八雲学園 5位

中村　脩平 保善 4回戦敗退 尾野　真歩 日本大学鶴ヶ丘 3位

38.アーチェリー
団体 日本工業大学駒場 1回戦敗退
個人 桃北　恵輔 麻布 予選敗退 木村　美保 日体桜華 4位

田岡　匠 国際基督教大学 1回戦敗退 古川　由紀乃 日本工業大学駒場 準々決勝敗退
松村　陸斗 国際基督教大学 予選敗退 平野　景 日本工業大学駒場 予選敗退
奈良　航希 国際基督教大学 予選敗退 鈴木　日和 日本工業大学駒場 予選敗退
東　優哉 国際基督教大学 予選敗退 河津　絢子 日本工業大学駒場 予選敗退

39.なぎなた
団体 都立城東 予選リーグ敗退

個人 金野　夏月 都立城東 5位
北　希織 文化学園大学杉並

演技 永尾　日向子・北　希織 文化学園大学杉並 優勝
田中　里彩・金野　夏月 都立城東 予選リーグ敗退

40.少林寺拳法
団体 団体演武 早稲田実業学校 265 4位 団体演武 富士見丘 267 2位
個人 組演武 居作　和英・小林　和真 早稲田実業学校 263 5位 組演武 野崎　智花・八木　杏奈 富士見丘 266 3位

芝田　健自・岩鼻　駿 城北学園城北 予選敗退 内田　杏香・前島　涼香 富士見丘 265 5位
単独演武 綿貫　壮平 早稲田実業学校 257 16位 単独演武 石井　桃子 早稲田実業学校 258 7位

田部井　達也 日本大学第二 257 17位 鈴木　風香 共栄学園 予選敗退

( ☆ヨット) 
女子420級 今井　春花

塚田　麻理
朽木　美月
山元　るりは

( ☆カヌー) 
K-1カヤック200m 澁澤　優大 日体荏原 47秒455 準決勝敗退 K-1カヤック200m 阿久根　萌香 日体荏原 59秒370 準決勝敗退
K-1カヤック500m 澁澤　優大 日体荏原 1分55秒475 準決勝敗退 K-1カヤック500m 阿久根　萌香 日体荏原 2分33秒394 準決勝敗退
K-２カヤック200m 永松　優志・山田　稀月 日体荏原 59秒547 予選敗退 K-２カヤック200m 阿久根　萌香・藤延　映里 日体荏原 49秒803 準決勝敗退
K-２カヤック500m 永松　優志・山田　稀月 日体荏原 2分53秒868 予選敗退 K-２カヤック500m 阿久根　萌香・藤延　映里 日体荏原 2分12秒088 準決勝敗退
C-1ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ200m 大熊　崇胤 日体荏原 53秒579 準決勝敗退
C-1ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ500m 大熊　崇胤 日体荏原 2分26秒340 予選敗退

ポイント・レース

1kmﾀｲﾑ・ﾄﾗｲｱﾙ

4km速度競走

決勝トーナメント1回戦敗退

都立大島海洋国際 23位

8位

予選トーナメント２回戦敗退

予選トーナメント１回戦敗退

都立八王子桑志 4'37"232 13位

個人ロード・レース

予選トーナメント２回戦敗退

昭和第一学園 4'32"724
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