
氏名 所属 記録 成績 女子種目 氏名 所属 記録 成績

100m 黒木　心貴 東京 10.88(-3.0) 決勝6位 100m 斉田　果歩 東京 12.34(-2.6) 準決勝6着

聲高　健吾 本郷 10.87(-1.3) 準決勝8位 守田　紗矢香 東京 12.57(-0.2) 予選6着

青　佳祐 八王子学園八王子 11.04(-2.4) 予選5位 福田　真衣 東京 12.38(-1.8) 予選4位

200m 青　佳祐 八王子学園八王子 22.05(0.7) 予選7位 200m 福田　真衣 東京 25.34(-0.7) 予選2着

黒木　心貴 東京 21.64(0.5) 予選4位

井上　大地 東京 DNS

400ｍ 井上　大地 東京 46.91 決勝2位(都高校新)

倉田　信太郎 城西大学附属城西 48.66 予選5位

800m 渡部　侑輝 城西大学附属城西 2：00.70 準決勝8位 800m 陣在　ほのか 城西大学附属城西 2：11.16 準決勝3着

長島　和範 都立新宿 2：03.85 準決勝8位 高田　真菜 早稲田実業学校 2：12.44 準決勝4着

柴田　隆平 都立東大和 1：53.26 予選3位 志村　美希 白梅学園 2：12.84 準決勝3着

1500ｍ 前田　梅香 八王子学園八王子 4：37.95 予選10着

平賀　奏美 順天 4：28.32 予選7着

和田　美々里 順天 4：29.83 予選10着

3000m（女子） 甲本　まお 八王子学園八王子 9：54.71 予選20着

110mＨ 成澤　優雅 東京 14.65(-1.2) 準決勝6位 100mＨ（女子） 大野　優衣 白梅学園 14.03(0.9) 準決勝6着

金田　拓 岩倉 14.64(0.0) 準決勝6位 八尋　はるか 白梅学園 14.73(0.2) 予選5着

井上　大海 東京 失格

400mH 井上　大地 東京 53.79 予選3着 400mH 平原　杏華 都立松が谷 1：00.61 決勝5位

岡村　希一 都立日比谷 53.6 予選3着 土肥　愛基 八王子学園八王子 1：01.81 予選4着

3000ｍＳＣ 渡邉　雄図 保善 9：25.00 予選7着

5000ｍＷ 竹内　悠 堀越 20：50.57 決勝7位

4×100m 青・齋藤・銭谷・橋岡 八王子学園八王子 40.70 決勝5位 4×100m 斉田・守田・山内・福田 東京 45.80 決勝3位

塚本・倉田・根本・池田 城西大学附属城西 40.80 決勝6位 東・中山・小林・広沢 八王子学園八王子 47.36 予選4着

中川・黒木・藤岡・井上 東京 41.31 予選4着

池松・天野・鈴木・金田 岩倉 41.35 予選5着

4×400m 倉田・海老原・秋山・井戸 城西大学附属城西 3：13.44 準決勝5着 4×400m 中島・山内・佐井・井上 東京 3：48.78 決勝8位

東京 棄権

走高跳 飯野　公紀 東京 2m00 予選7位 走高跳 栗原　理沙 都立東大和 1m66 予選8位

竹内　達哉 都立東大和南 記録なし 高橋　渚 東京 1m66 予選12位

棒高跳 熊坂　優 東京 4m70 予選12位

走幅跳 橋岡　優輝 八王子学園八王子 7m75(-1.6) 優勝 走幅跳 アコウア　奈菜 都立城東 5m78(1.2) 予選12位

浅見　由月 都立八王子東 7m22(-0.5) 決勝6位 山崎　美夏 都立松が谷 5m49(0.8) 予選20位

三段跳 稲垣　遥 都立南平 14m46(-0.5) 予選11位

香坂　俊光 都立三鷹中等教育 14m53(-1.3) 予選10位

砲丸投 木村　知紀 東京 13m55 予選27位 砲丸投 小山田　芙由子 東京 13m08 決勝5位

國司　裕通 都立田無 13m83 予選25位 草野　夏咲 東京 12m39 予選10位

円盤投 田中　夢乃 東京 38m57 予選7位

ハンマー投 石井　大稀 都立府中工業 58m70 決勝8位

河上　優人 保善 50m69 予選21位

大林　優生 保善 54m62 予選10位

槍投げ 元木　虎太郎 関東第一 59m14 決勝10位 槍投げ 花村　春香 千代田区立九段中等教育 42m69 予選20位

朝田　桃圭 東京 41m91 予選21位

八種競技（男子） 加藤　舜涼 都立城東 途中棄権 七種競技（女子） 大野　優衣 白梅学園 5174点 決勝3位

大竹　風美子 東京 5053点 決勝6位

栗原　理沙 都立東大和 4997点 決勝7位

学校対抗 八王子学園八王子 12点 12位 学校対抗 東京 14点 6位

東京 10点 17位

 男子 菅原・中嶋・手島・佐久間・松浦・安達・渡邉 國學院大學久我山 2:07:17 18位 女子 和田・伊東・菅原・森山・平賀 順天 1:11:06 23位

団体総合 日本体育大学荏原 245.300 6位 団体総合 都立駒場 144.050 22位(予選敗退)

個人総合 北村　郁哉 帝京 86.950 4位 個人総合 中野　光海 大智学園 48.800 63位(決勝成績)

橘　汐芽 松蔭 82.750 22位 山内　純玲 都立駒場 48.100 72位(予選敗退)

天野　敢太 日本体育大学荏原 82.400 26位 宇津木　杏里 品川女子学院 45.600 110位(予選敗退)

迫　龍登 日本体育大学荏原 81.400 33位 石塚　美里 都立駒場 36.000 197位(予選敗退)

千葉　天斗 日本体育大学荏原 80.300 42位 朝海　仁美 都立駒場 34.850 205位(予選敗退)

若林　跳真 日本体育大学荏原 77.950 56位 中野　梓穂 都立駒場 25.100 226位(予選敗退)

男子ゆか 北村　郁哉 帝京 14.500 14位 女子跳馬 中野　光海 大智学園 12.550 70位

千葉　天斗 日本体育大学荏原 14.100 27位

迫　龍登 日本体育大学荏原 13.700 44位

天野　敢太 日本体育大学荏原 13.300 57位

橘　汐芽 松蔭 13.300 57位

若林　跳真 日本体育大学荏原 13.150 64位

男子あん馬 迫　龍登 日本体育大学荏原 14.800 6位 女子段違い平行棒 中野　光海 大智学園 11.200 73位

北村　郁哉 帝京 14.450 10位

橘　汐芽 松蔭 14.300 12位

千葉　天斗 日本体育大学荏原 14.100 18位

若林　跳真 日本体育大学荏原 13.150 47位

天野　敢太 日本体育大学荏原 13.100 50位
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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

男子つり輪 天野　敢太 日本体育大学荏原 14.200 11位 女子平均台 中野　光海 大智学園 13.100 24位

迫　龍登 日本体育大学荏原 12.550 64位

千葉　天斗 日本体育大学荏原 13.300 41位

若林　跳真 日本体育大学荏原 12.550 64位

北村　郁哉 帝京 14.500 6位

橘　汐芽 松蔭 14.000 18位

男子跳馬 天野　敢太 日本体育大学荏原 13.900 ※順位なし 女子ゆか 中野　光海 大智学園 11.950 67位

迫　龍登 日本体育大学荏原 12.800 ※順位なし

千葉　天斗 日本体育大学荏原 13.600 ※順位なし

若林　跳真 日本体育大学荏原 12.750 ※順位なし

北村　郁哉 帝京 14.100 ※順位なし

橘　汐芽 松蔭 13.350 ※順位なし

男子平行棒 北村　郁哉 帝京 15.100 3位

橘　汐芽 松蔭 14.300 13位

天野　敢太 日本体育大学荏原 13.800 25位

迫　龍登 日本体育大学荏原 13.700 30位

若林　跳真 日本体育大学荏原 13.150 47位

千葉　天斗 日本体育大学荏原 12.500 68位

男子鉄棒 北村　郁哉 帝京 14.300 5位

天野　敢太 日本体育大学荏原 14.100 8位

迫　龍登 日本体育大学荏原 13.850 22位

橘　汐芽 松蔭 13.500 39位

若林　跳真 日本体育大学荏原 13.200 48位

千葉　天斗 日本体育大学荏原 12.700 67位

3.4.新体操

団体総合 国士舘 14.850 17位 団体総合 日女体大附属二階堂 15.850 優勝

個人総合 石川　裕平 国士舘 34.550 8位 個人総合 亀井　理恵子 都立駒場 31.150 優勝

リング 石川　裕平 国士舘 17.650 5位 クラブ 亀井　理恵子 都立駒場 15.750 優勝

ロープ 石川　裕平 国士舘 16.900 8位 リボン 亀井　理恵子 都立駒場 15.400 優勝

八王子学園八王子 3回戦敗退 東京成徳大学 ベスト8

國學院大學久我山 2回戦敗退 八雲学園 ベスト16

実践学園 1回戦敗退 明星学園 ベスト16

男子 駿台学園 優勝 下北沢成徳 優勝

東亜学園 ベスト16 八王子実践 3回戦敗退

団体 駒澤大学 2回戦敗退 団体 文化学園大学杉並 優勝

個人 谷岡　凌太朗・鶴江　匠 都立清瀬 5回戦敗退 個人 林田　リコ・宮下　こころ 文化学園大学杉並 優勝

後藤　佳佑・高倉　和毅 早稲田実業学校 3回戦敗退 宮下　真緒・上田　理央 文化学園大学杉並 2位

松本　高輔・三瓶　尚輝 佼成学園 3回戦敗退 中村　彩乃・吉原　花海 文化学園大学杉並 3位

長谷川　恵亮・熊坂　沙智也 駒澤大学 2回戦敗退 小林　愛美・高橋　真由 文化学園大学杉並 4回戦敗退

小宅　剛・梁取　大也 駒澤大学 2回戦敗退 遠藤　優香・島津　佳那 千代田女学園 4回戦敗退

中内　純平・中川　遼 都立清瀬 2回戦敗退 紺谷　彩里・五十嵐　陽菜 文化学園大学杉並 3回戦敗退

安井　良晴・田中　颯 錦城学園 2回戦敗退 黒坂　彩江・原島　百合香 文化学園大学杉並 1回戦敗退

岡本　直樹・近藤　辰哉 早稲田実業学校 1回戦敗退 勝又　菜々美・小松崎　梨代 文化学園大学杉並 1回戦敗退

団体 早稲田実業学校 2回戦敗退 団体 日出 3回戦敗退

12.スキー

大回転 一ノ瀬　丞 日本体育大学荏原 1'59"23 24位 大回転 鈴木　奈緒 東海大学高輪台 2'03"02 26位

森下　颯太 成蹊 2'02"76 58位 石渡　実香 日本大学第二 2'03"57 28位

秋本　健太 日本体育大学荏原 2'02"87 59位 鈴木　さくら 早稲田実業学校 2'07"20 52位

康野　皓嗣 暁星 2'03"89 71位 市川　紗理奈 東海大学高輪台 2'07"53 58位

山口　礼雅 日本体育大学荏原 2'04"52 78位 佐々木　茜 成城学園 2'16"32 96位

岡本　龍 玉川学園 2'06"34 81位 柳　志恵 成蹊 2'18"59 104位

窪島　竜太 玉川学園 2'06"57 84位 谷合　海南 日本体育大学荏原 2'19"35 107位

西山　陸斗 暁星 2'11"49 102位 小林　由 玉川学園 2'20"67 108位

萩生田　純宇 日出 1st DF 寶田　奈緒 中央大学附属 2'23"10 111位

平野　颯人 桐朋 2nd DF 佐藤　舞祐 中央大学附属 1st DS

鈴木　朋哉 東海大学菅生 2nd DF 平野　沙織 玉川学園 2nd DF

回転 岡本　龍 玉川学園 1'55"24 38位 回転 石渡　実香 日本大学第二 2'02"41 22位

平野　颯人 桐朋 1'56"61 42位 平野　沙織 玉川学園 2'18"39 78位

萩生田　純宇 日出 1'58"62 49位 岩﨑　愛 東海大学菅生 2'20"69 85位

山口　礼雅 日本体育大学荏原 2'00"61 54位 斉藤　友風 成城学園 2'26"66 95位

吉武　竜輝 京華 2'05"58 64位 佐々木　茜 成城学園 2'29"06 99位

西山　陸斗 暁星 2'06"32 64位 藤田　稀美 明星 2'42"19 106位

鈴木　朋哉 東海大学菅生 2'09"17 70位 佐藤　舞祐 中央大学附属 1st DS

康野　皓嗣 暁星 2'12"38 78位 鈴木　さくら 早稲田実業学校 1st DF

秋本　健太 日本体育大学荏原 2'23"40 93位 小林　由 玉川学園 1st DF

増田　蒼 日本工業大学駒場 1st DF 鈴木　奈緒 東海大学高輪台 2nd DS

森下　颯太 成蹊 2nd DF 市川　紗理奈 東海大学高輪台 2nd DF

7.8.バレーボール

9.10.ソフトテニス

11.ソフトボール

5.6.バスケットボール
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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

フリー 鈴木　孝昇 豊島学院 34'22"0 100位 フリー 宇佐美　なな子 豊島学院 39'30"7 108位

男-10㎞ 前島　友星 豊島学院 36'25"7 128位 女- 5㎞

会田　康貴 豊島学院 39'01"1 149位

椎名　響 明治大学付属中野 41'46"0 165位

小山　慶一郎 明治大学付属中野 41'47"6 166位

小島　正大 明治大学付属中野 42'02"7 167位

恩田　玲央 本郷 42'02"7 168位

渡辺　貴仁 本郷 43'55"0 176位

中尾　剛志 法政大学 45'03"1 182位

羽根田　宙佳 明治大学付属明治 DS

クラシカル 鈴木　孝昇 豊島学院 37'36"2 112位 クラシカル 宇佐美　なな子 豊島学院 34'17"3 110位

男-10㎞ 前島　友星 豊島学院 38'06"6 115位 女-  5㎞

渡辺　貴仁 本郷 43'57"7 153位

恩田　玲央 本郷 43'58"7 154位

小島　正大 明治大学付属中野 44'23"0 158位

会田　康貴 豊島学院 44'33"5 159位

椎名　響 明治大学付属中野 45'17"4 162位

小山　慶一郎 明治大学付属中野 45'32"3 165位

羽根田　宙佳 明治大学付属明治 46'41"7 172位

リレー 豊島学院 2:49'43"9 26位

フィギュア 団体　 駒場学園 2位 団体 駒場学園 3位

日本橋女学館 8位

駒場学園 14位

都立東大和南 41位

藤村女子 43位

慶應義塾大学女子 45位

新渡戸文化 48位

帝京 69位

日出 71位

個人 石塚　玲雄 駒場学園 151.96 10位 個人 松原　星 武蔵野 160.95 4位

國方　勇樹 駒場学園 133.54 12位 佐藤　伊吹 駒場学園 133.94 14位

古庄　優雅 駒場学園 107.58 19位 折原　裕香 武蔵野 43.15 37位

佐上　黎 武蔵野 41.77 41位

小室　笑凜 日本橋女学館 40.91 46位

村田　直美 都立東大和南 40.50 47位

橋本　悠万 藤村女子 39.60 50位

三浦　杏樹 慶應義塾女子 38.56 57位

松下　紗千 新渡戸文化 37.82 61位

原田　れな 日本橋女学館 37.37 65位

樋口　瑞保 日本橋女学館 36.55 72位

星野　日菜子 帝京 33.19 91位

齋藤　槙香 駒場学園 32.99 92位

望月　美玖 日出 32.87 94位

塩野　凪彩 駒場学園 27.76 127位

岸野　千夏 藤村女子 - -

永井　優香 駒場学園 - -

早稲田実業学校 16位

団体 日本大学豊山 2回戦敗退 団体 武蔵野 2回戦敗退

明治大学付属中野 1回戦敗退 文化学園大学杉並 1回戦敗退

シングルス 羽佳　翔鵬 明治大学付属中野 ベスト32 シングルス 黒野　葵衣 武蔵野 4回戦敗退

穂積　和也 明治大学付属中野 ベスト16 永井　里奈　 武蔵野 4回戦敗退

月舘　駿介 日本大学豊山 ベスト16 西出　りさこ 文化学園大学杉並 4回戦敗退

金光　宏暢 大原学園 3回戦敗退 鹿股　まりな 武蔵野 3回戦敗退

土屋　天人 実践学園 2回戦敗退 青木　萌恵 武蔵野 2回戦敗退

白土　星雅 日本大学豊山 1回戦敗退 嶋津　葵 武蔵野 2回戦敗退

滝波　寛太 安田学園 1回戦敗退

ダブルス 羽佳　翔鵬・穂積　和也 明治大学付属中野 3回戦敗退 ダブルス 田巻　美帆・島津　葵 武蔵野 3回戦敗退

青木　雄介・羽原　和希 実践学園 1回戦敗退 鹿股　まりな・永井　里奈 武蔵野 1回戦敗退

森戸　海靖・吉野　圭 東海大学菅生 1回戦敗退 鈴木　理彩・黒野　葵衣 武蔵野 2回戦敗退

関上　玲生・濱口　太一 日本大学豊山 1回戦敗退

男子 関東第一 2回戦敗退 女子 十文字 3位

東海大学高輪台 1回戦敗退

昭和第一学園 1回戦敗退 佼成学園女子 ベスト8

団体 学校対抗 淑徳巣鴨 3回戦敗退 学校対抗 日本ウェルネス 1回戦敗退

個人 シングルス 工藤　達也 淑徳巣鴨 １回戦敗退 シングルス 舟橋　佳歩 日本ウェルネス 3回戦敗退

牛川　雄太 淑徳巣鴨 2回戦敗退 大上　月佳 関東第一 1回戦敗退

ダブルス 江越　恵伍・上田　竜也 淑徳巣鴨 2回戦敗退 ダブルス 舟橋　佳歩・山口・萌 日本ウェルネス 2位

大久保　達也・下関　元 淑徳巣鴨 2回戦敗退 有賀 玲奈・遠山 紗希 淑徳巣鴨 2回戦敗退

21.バドミントン

13.スケート

13.アイスホッケー

14.15.卓球

18.サッカー

19.ハンドボール
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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

団体 国士舘 優勝 団体 淑徳 ベスト8

日本体育大学荏原 2位

個人 60㎏級 武岡　毅 足立学園 優勝 48kg級 安部　風花 国士舘 ベスト16

66㎏級 原田　健士 日本体育大学荏原 優勝 52kg級 菅谷　友紀 淑徳 2回戦敗退

73㎏級 大吉　賢 日本体育大学荏原 3位 57kg級 明石　ひかる 渋谷教育学園渋谷 3位

81㎏級 藤原　崇太郎 日本体育大学荏原 3位 63kg級 野澤　沙耶 淑徳 2回戦敗退

90㎏級 長井　晃志 日本体育大学荏原 優勝 70kg級 西願寺　里保 淑徳 2位

100㎏級 飯田　健太郎 国士舘 優勝 78kg級 三浦　玲那 藤村女子 ベスト8

100㎏超級 磯村　亮太 国士舘 優勝 78kg超級 高橋　瑠璃 帝京 1回戦敗退

団体 国士舘 3位 団体 東海大学菅生 ベスト16

個人 伊藤　玖太朗 国士舘 3回戦敗退 個人 村井　滉菜 国士舘 2回戦敗退

曽我部　伽南 国士舘 2回戦敗退 伊藤　さくら 国士舘 2回戦敗退

50m自 市川　光太 明星学園 00:23.44 3位 50m自 池江　璃花子 淑徳巣鴨 00:25.19 GR 優勝

伊藤　隼汰 早稲田大学高等学院 00:23.75 6位 山本　茉由佳 武蔵野 00:26.71 6位

関　海哉 日本大学豊山 00:24.10 19位 熊谷   笑里 八王子学園八王子 00:26.70 13位

市川　誉紹 八王子学園八王子 00:24.25 24位 小林　麗 淑徳巣鴨 00:26.93 20位

板場　貴大 早稲田実業学校 00:24.46 43位 服部　千夏 日出 00:26.93 20位

堀内　海仁 武蔵野 00:24.65 54位 矢﨑　真衣 東京立正 00:27.07 30位

川村　野々実 八王子学園八王子 00:27.20 35位

常盤　怜以 早稲田実業学校 00:27.33 45位

永野　詩奈 都立両国 00:27.35 46位

原　瑛梨乃 都立墨田川 00:28.04 60位

100m自 伊東　隼汰 早稲田大学高等学院 00:50.67 2位 100m自 池江　璃花子 淑徳巣鴨 00:54.67 GR 優勝

関　海哉 日本大学豊山 00:51.41 9位 山本　茉由佳 武蔵野 00:56.67 3位

市川　光太 明星学園 00:52.13 17位 谷頭　聖 武蔵野 00:56.93 4位

齊藤　能史 八王子学園八王子 00:52.32 18位 熊谷　笑里 八王子学園八王子 00:57.38 7位

永田　百 日出 00:58.36 18位

永野　詩奈 都立両国 00:58.98 34位

金森　あい 武蔵野 00:59.24 44位

200m自 吉田　啓祐 日本大学豊山 01:54.07 14位 200m自 島谷　葉那 東京立正 02:05.25 17位

齊藤　能史 八王子学園八王子 01:54.12 21位 谷頭　聖 武蔵野 02:05.32 18位

鈴木　希 淑徳巣鴨 02:05.38 20位

山田　友菜子 国士舘 02:05.57 22位

石川　優希 八王子学園八王子 02:05.63 23位

400m自 吉田　惇哉 日本大学豊山 03:55.24 2位 400m自 鈴木　希 淑徳巣鴨 04:23.24 15位

坂　登暉 日本大学豊山 03:56.77 5位 石川　優希 八王子学園八王子 04:23.94 19位

尾﨑　健太 東京立正 03:58.27 9位 島谷　葉那 東京立正 04:27.10 28位

澤田　夏樹 立教池袋 04:02.01 18位 山田　友菜子 国士舘 04:27.45 29位

吉田　啓祐 日本大学豊山 04:06.27 39位

男-1500m自 吉田　惇也 日本大学豊山 15:19.06 優勝 女-800m自 武岡　瀬奈 都立久留米西 09:10.40 20位

尾﨑　健太 東京立正 15:36.40 4位 稲垣　美穂 日出 09:11.24 23位

坂　登暉 日本大学豊山 15:48.34 8位 松井　遙苗 武蔵野 09:17.93 33位

舟久保　颯 淑徳巣鴨 16:21.79 42位

100m背 田中　瑛之介 日本大学豊山 00:57.27 7位 100m背 片塩　陽里 東京成徳大学 01:02.88 7位

遠藤　柊斗 淑徳巣鴨 00:58.76 29位 小林　麗 淑徳巣鴨 01:04.23 21位

武蔵　尚 中央大学附属 00:58.92 32位

神賀　聖 八王子学園八王子 00:59.50 48位

200m背 田中　瑛之介 日本大学豊山 02:02.00 2位 200m背 内藤　凜音 武蔵野 02:17.04 15位

遠藤　柊斗 淑徳巣鴨 02:02.25 3位 吉田　真希子 淑徳巣鴨 02:17.72 17位

神賀　聖 八王子学園八王子 02:03.65 9位 箭内　美七海 八王子学園八王子 02:18.03 18位

佐久間　達也 明治大学付属中野 02:11.96 56位 石井　真歩 淑徳巣鴨 02:18.72 22位

杉本　瑞歩 淑徳巣鴨 02:20.07 30位

100m平 塚田　大輝 日本大学豊山 01:02.74 5位 100m平 浅羽　栞 八王子学園八王子 01:09.99 3位

森下　純之介 都立立川 01:04.75 29位 奈須田　ゆうか 八王子学園八王子 01:11.01 7位

佐藤　雄太 淑徳巣鴨 01:05.17 39位 清水　優希 藤村女子 01:11.59 15位

佐藤　工介 八王子学園八王子 01:05.42 46位 金子　ひなた 日本大学鶴ヶ丘 01:13.70 41位

斉藤　大 都立墨田川 01:05.95 56位

200m平 塚田　大輝 日本大学豊山 02:13.44 5位 200m平 浅羽　栞 八王子学園八王子 02:27.21 優勝

森下　純之介 都立立川 02:16.56 12位 清水　優希 藤村女子 02:33.12 17位

西口　大河 日本大学豊山 02:20.49 40位 前川　七海 八王子学園八王子 02:35.23 31位

奈須田　ゆうか 八王子学園八王子 02:35.50 34位

100mバタ 本間　尚輝 八王子学園八王子 00:55.69 21位 100mバタ 長谷川　涼香 淑徳巣鴨 00:58.89 優勝

野村　理玖 麻布 00:56.03 27位 長尾　有紗 武蔵野 01:02.36 17位

奈良　梨花 日出 01:02.86 27位

髙津　奈々 青山学院 01:03.04 30位

落合　すみれ 日女体大附属二階堂 01:03.29 34位

川邉　みなみ 八王子学園八王子 01:04.67 46位

200mバタ 尾山　武 八王子学園八王子 02:02.79 12位 200mバタ 長谷川　涼香 淑徳巣鴨 02:07.31 優勝

矢野　航希 日本大学豊山 02:03.15 14位 奈良　梨花 日出 02:10.57 2位

河森　智文 日本大学豊山 02:04.39 32位 木村　莉乃 東京立正 02:13.63 6位

長尾　有紗 武蔵野 02:17.73 30位

22.柔道

23.剣道

24.水泳
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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

川邉　みなみ 八王子学園八王子 02:19.51 41位

落合　すみれ 日女体大附属二階堂 02:19.57 42位

多田　萌香 東京成徳大学 02:20.99 47位

櫻井　聖乃 都立杉並 02:21.46 49位

200m個人 大武　誠之 芝浦工業大学 02:06.26 7位 200m個人 牧野　紘子 東京大学教育学部附属 02:11.16 GR 優勝

メドレー 内山　拓海 日本体育大学荏原 02:04.13 10位 メドレー 船木　里菜 藤村女子 02:18.04 8位

村田　翔 淑徳巣鴨 02:05.52 15位 室木　未菜 堀越 02:18.14 11位

小林　和矢 都立桜修館中等教育 02:06.51 21位 田中　佑季 明星学園 02:18.92 15位

髙野　大祐 立教池袋 02:07.92 33位 小川　真菜 八王子学園八王子 02:20.30 16位

武井　凜太郎 早稲田実業学校 02:08.75 46位 山口　采瑳 淑徳巣鴨 02:19.48 17位

野村　理玖 麻布 02:08.94 48位 中島　未由佳 武蔵野 02:20.97 24位

日比　崇達 日本大学豊山 02:09.10 50位 小柳　有芽 日出 02:21.67 28位

且田　幸義 駒場 02:10.18 60位

伊東　虎太郎 日出 02:10.79 66位

長瀬　勇太 日本大学豊山 棄権

400m個人 村田　翔 淑徳巣鴨 04:19.43 2位 400m個人 牧野　紘子 東京大学教育学部附属 04:40.19 GR 優勝

メドレー 内山　拓海 日本体育大学荏原 04:20.50 4位 メドレー 室木　未菜 堀越 04:45.79 6位

大武　誠之 芝浦工業大学 04:27.66 10位 山口　采瑳 淑徳巣鴨 04:50.51 9位

西口　大河 日本大学豊山 04:33.01 27位 船木　里菜 藤村女子 04:51.79 13位

小林　和矢 都立桜修館中等教育 04:33.13 28位 小川　真菜 八王子学園八王子 04:56.97 20位

矢野　航希 日本大学豊山 04:33.21 30位 田中　佑季 明星学園 04:57.24 21位

澤田　夏樹 立教池袋 04:33.27 31位 小柳　有芽 日出 04:57.89 23位

髙野　大祐 立教池袋 04:34.94 36位 中島　未由佳 武蔵野 04:59.40 26位

日比　崇達 日本大学豊山 04:37.25 44位 原　由希子 東京立正 05:00.32 30位

宮澤　あみ 都立北園 05:07.43 47位

400mリレー 席・坂・長瀬・田中 日本大学豊山 03:27.91 6位 400mリレー 金森・谷頭・山本・中島 武蔵野 03:49.10 優勝

市川・本間・大貫・齊藤 八王子学園八王子 03:33.42 22位 熊谷・石川・小川・川村 八王子学園八王子 03:54.39 9位

福澤・村田・管家・佐藤 淑徳巣鴨 03:34.23 29位 吉田・小林・山口・鈴木 淑徳巣鴨 03:57.05 14位

川野・上山・斉藤・武田 日出 03:34.69 34位 永田・髙柳・荻野・岸下 日出 03:57.89 19位

芝本・澤田・髙野・黒田 立教池袋 03:35.76 40位 島谷・矢﨑・木村・原 東京立正 03:58.73 24位

堀内・子吉・田村・佐藤 武蔵野 03:36.16 45位 常盤・亀井・斎藤・相馬 早稲田実業学校 04:01.92 42位

西田・鳥羽・八木・原 都立墨田川 04:02.94 47位

宮田・渋川・溝渕・荒木 都立駒場 04:04.07 53位

800mリレー 坂・吉田惇・吉田啓・田中 日本大学豊山 07.30.09 3位 800mリレー 吉田・鈴木・池江・長谷川 淑徳巣鴨 08:09.76 優勝

村田・福澤・管家・遠藤 淑徳巣鴨 07:44.37 21位 山本・谷頭・中島・金森 武蔵野 08:24.34 7位

芝本・澤田・髙野・岡野 立教池袋 07:47.36 29位 石川・川邉・小川・熊谷 八王子学園八王子 08:31.49 17位

堀内・子吉・佐藤元・佐藤友 武蔵野 07:48.70 33位 島谷・木村・矢﨑・原 東京立正 08:34.44 23位

石田・神賀・尾山・齊藤 八王子学園八王子 07:50.52 37位 奈良・荻野・髙柳・稲垣 日出 08:35.04 24位

相馬・亀井・斎藤・常盤 早稲田実業学校 08:39.68 33位

宮田・渋川・溝渕・荒木 都立駒場 08:46.15 45位

西田・八木・太田・鳥羽 都立墨田川 08:48.55 49位

400m 田中・塚田・河森・関 日本大学豊山 03:49.73 10位 400m 小林・富岡・長谷川・池江 淑徳巣鴨 04.08.84 2位

メドレーリレー 神賀・則次・本間・齊藤 八王子学園八王子 03:51.34 18位 メドレーリレー 小川・浅羽・川邉・熊谷 八王子学園八王子 04:12.20 6位

遠藤・佐藤・川島・福澤 淑徳巣鴨 03:55.47 35位 内藤・斉藤・長尾・山本 武蔵野 04:16.37 8位

古田・村上・子吉・堀内 武蔵野 03:55.90 37位 高山・髙柳・奈良・永田 日出 04:20.62 21位

石原・石黒・森川・川野 日出 03:56.34 39位 田中・斎藤・相馬・常盤 早稲田実業学校 04:22.12 27位

上原・内山・峯岸・吉田 日本体育大学荏原 03:58.72 60位 木谷・中尾・牧野・石川 都立東大和南 04:24.29 36位

小日向・望月・魚崎・菊地 堀越 03:58.93 61位 船木・清水・山﨑・宮本 藤村女子 04:26.22 45位

学校対抗 日本大学豊山 179 3位 学校対抗 淑徳巣鴨 142 5位

武蔵野 110 8位

飛板跳込 伊藤　洸輝 帝京 600.10 2位 飛板跳込 金戸　華 日出 476.95 5位

金戸　快 日出 461.05 8位 岩佐　美理香 東京学芸大学附属国際 185.90 19位

山田　周汰 帝京 460.00 9位

金子　瞬汰 青山学院 266.60 15位

扇田　陽太郎 学習院 214.05 27位

高飛込 山田　周汰 帝京 549.00 2位 高飛込 金戸　華 日出 388.25 8位

伊藤　洸輝 帝京 538.55 4位 岩佐　美理香 東京学芸大学附属国際 372.60 9位

金子　瞬汰 青山学院 511.30 5位

扇田　陽太郎 学習院 260.55 15位

金戸　快 日出 253.80 17位

【公開競技】 伊藤　洸輝 関東① 215.76 優勝 【公開競技】 金戸　華 関東① 169.95 4位

シンクロ飛板飛込 金子　瞬汰 関東② 185.52 5位 シンクロ飛板飛込 岩佐　美理香 関東① 169.95 4位

金戸　快 関東② 185.52 5位

学校対抗 帝京 19 優勝 学校対抗 日出 5 5位

青山学院 4 6位
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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

水球 今村　大和 明治大学付属中野

熊谷　郁 明治大学付属中野

関屋　雄太郎 明治大学付属中野

増田　隆広 明治大学付属中野

古川　孟琉 明治大学付属中野

岩崎　孝政 明治大学付属中野

織田　悠輔 明治大学付属中野

三浦　航太郎 明治大学付属中野

矢作　大河 明治大学付属中野

熊谷　泰人 明治大学付属中野

眞板　悠貴 明治大学付属中野

遠藤　凌吾 明治大学付属中野

浅井　和俊 明治大学付属中野

団体 都立足立新田 ベスト16

個人 羽出山　将 都立足立新田 3位

大木　治宇 明治大学付属中野 ベスト32

衣笠　秀晃 都立足立新田

団体 都立芦花 予選敗退 団体 慶應義塾女子 ベスト16進出

個人 小島　樹 城北学園城北 ７位 個人 石𣘺　葵 都立美原 準決勝敗退

岡部　凱 明星学園 予選敗退 布瀬　美咲 都立杉並総合 準決勝敗退

団体 学校対抗 自由ヶ丘学園 5位

個人 50Kg級 森川　海舟 自由ヶ丘学園 2位 46Kg級 佐藤　雛子 安部学院 3位

55Kg級 阿部　敏弥 帝京 3位 49Kg級 須崎　優衣 安部学院 優勝

60Kg級 乙黒　拓斗 帝京 優勝 田南部　夢叶 帝京 2位

66Kg級 梅林　太朗 帝京 優勝 堀　千咲 安部学院 3位

74Kg級 今村　太陽 自由ヶ丘学園 2回戦敗退 52Kg級 東川　加奈 安部学院 3位

84Kg級 今村　大地 自由ヶ丘学園 2回戦敗退 石森　美月 文化学園大学杉並 準々決勝敗退

96Kg級 三浦　庶宏 自由ヶ丘学園 3位 太田　若那 安部学院 準々決勝敗退

120Kg級 熊谷　響 自由ヶ丘学園 2回戦敗退 塚本　かおり 日本工業大学駒場 1回戦敗退

56Kg級 南條　早映 安部学院 優勝

成國　琴音 文化学園大学杉並 3位

60Kg級 熊野　ゆづる 安部学院 優勝

山口　絵瑠萌 安部学院 準々決勝敗退

65Kg級 森川　美和 安部学院 優勝

三輪　奏歩 安部学院 3位

70Kg級 福島　宇美 安部学院 2位

大関　永優美 安部学院 棄権

早稲田大学高等学院 0-7 1回戦敗退

団体 男子 大成 4回戦敗退 女子 早稲田実業学校 3位

東海大学菅生 2回戦敗退 堀越 3回戦敗退

個人 シングルス 武藤　洸希 大成 ベスト8 シングルス 中舘　夏美 都立板橋有徳 3回戦敗退

田形　諒平 大成 4回戦敗退 橋本　美結 早稲田実業学校 2回戦敗退

高清水　研人 日本大学第三 3回戦敗退 坂本　はな 堀越 2回戦敗退

丹下　将太 早稲田実業学校 2回戦敗退 李　淑玲 堀越 2回戦敗退

力石　優衣 堀越 2回戦敗退

本藤　咲良 日出 1回戦敗退

ダブルス 吉本　優太・本田　龍人 成蹊 3回戦敗退 ダブルス 坂本　はな・李　淑玲 堀越 4回戦敗退

武藤　洸希・坂野　唯 大成 2回戦敗退 矢間　美帆・櫻井　雪乃 早稲田実業学校 1回戦敗退

橋本　美結・倉持　美穂 早稲田実業学校 1回戦敗退

53Kg級 津曲　拓哉 東亜学園 トータル169Kg 15位

56Kg級 紙屋　十磨 東亜学園 トータル206Kg 2位

62Kg級 舘森　春輝 東亜学園 トータル216Kg 6位

秋本　将吾 東亜学園 トータル205Kg 18位

69Kg級 小林　凌 東亜学園 トータル193Kg 33位

77Kg級 齋藤　正吾 東亜学園 トータル203Kg 28位

団体 東京学芸大学付属 19位 団体 東京学芸大学付属 18位

日出 13点 6位

個人 ピン 松本　流星 日出 2位 ピン（公開競技） 南雲　理子 駿台学園 3位

ライトフライ 久根崎　寛斗 日出 2位

フライ 杉本　聖弥 駿台学園定 2回戦敗退

バンタム 榊原　雅也 駿台学園 ベスト16

ライトフライ 村野　航 都立南平 2回戦敗退

ライトウェルター 田口　航遥 日出 1回戦敗退

ウェルター 須永　大護 駿台学園 1回戦敗退

31.登山

32.ボクシング

27.レスリング

25.相撲

26.弓道

29.テニス

28.ホッケー

30.ウェイトリフティング

学校対抗

決勝トーナメント2回戦敗退

ベスト8
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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

後藤・中川・加藤・釜屋・氏原 都立小松川 3'26"35 準々決勝3着 舵手付きクオドルプル勝又・藤田・安井・國府田・源波 都立小松川 3'52"86 優勝

ダブルスカル 石政　雄也・武田　宜哉 都立日本橋 3'23"32 準決勝4着 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 宇田川　悠・石垣　優香 都立本所 4'12"66 決勝4着

シングルスカル 江畠　凜斉 都立青井 3'56"13 優勝 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 遠藤　穂 中央大学杉並 4'28"31 順位決定戦4着（8位）

トラック チーム・パーシュート 菅野　義光 昭和第一学園 4'35"186 9位 500mタイム・トライアル 松本　詩乃 昭和第一学園 38"389 3位

花田　聖誠 ケイリン 松本　詩乃 昭和第一学園 4位

片桐　東次郎

武田　亮

スプリント 小榑　翼 都立多摩 11"760 予選35位

水森　湧太 昭和第一学園 20"240 予選48位

1km 武田　亮 昭和第一学園 1'09"561 24位

ケイリン 塚本　北斗 昭和第一学園 2回戦4位

スクラッチ 清水　将史 都立多摩 予選第2組15位

4㎞速度競走 林　海斗 昭和第一学園 準決勝8位

碓井　煕凌 日本大学豊山 予選第1組6位

小林　和典 都立八王子桑志 予選第2組10位

ポイント・レース 片桐　東次郎 昭和第一学園 11位

ロード 個人ロード・レース 花田　聖誠 昭和第一学園 2:24'09"2 24位

林　海斗 昭和第一学園 2:48'28"3 32位

吉野　拓海 都立多摩 DNF

太田　翼 日本大学豊山 DNF

清水　将史 都立多摩 DNF

学校対抗

団体 学校対抗 東亜学園 1回戦敗退 学校対抗 東亜学園 3回戦敗退

個人 フルーレ メンドーサ　ミゲール 東亜学園 2位 フルーレ 坂井　真子 東亜学園

川村　京太 東亜学園 4位 新井　ひより 東亜学園

永野　雄大 帝京

エペ 中村　哲也 東亜学園 エペ 新井　ひより 東亜学園

サーブル 杉本　隆大 日本大学豊山 ７位 サーブル 稲野邊　南 大原学園 7位

団体 学校対抗 学校対抗

団体 世田谷学園 ベスト8 団体 帝京 3位

個人 組手 池澤　元太 世田谷学園 ベスト8 組手 木村　華音 帝京 4回戦敗退

芝本　航矢 世田谷学園 4回戦敗退 久住呂　有紀 帝京 4回戦敗退

形 半田　翔太 世田谷学園 4回戦敗退 形 尾野　真歩 日本大学鶴ヶ丘 2位

黄木　乃弥 世田谷学園 4回戦敗退 山川　綾香 都立富士森 3回戦敗退

団体 日本工業大学駒場 予選敗退 団体 日本工業大学駒場 準々決勝敗退

個人 大西　拓磨 早稲田大学高等学院 2回戦敗退 個人 古川　由紀乃 日本工業大学駒場 3回戦敗退

小林　司 日本工業大学駒場 1回戦敗退 鈴木　日和 日本工業大学駒場 1回戦敗退

馬場　友成 日本工業大学駒場 予選敗退 矢島　萌音 日本工業大学駒場 1回戦敗退

加藤　正晃 日本工業大学駒場 予選敗退 木村　美保 日体桜華 予選敗退

杉本　悠貴 日本工業大学駒場 予選敗退 須賀　萌水 日本工業大学駒場 予選敗退

団体 都立城東 予選リーグ敗退

個人 金野　夏月 都立城東 3位

田中　里彩 都立城東

演技 金野　夏月・田中　里彩 都立城東 予選リーグ敗退

佐藤　日菜・黒岩　春花 都立城東 予選リーグ敗退

団体 団体演武 城北学園城北 準決勝進出 団体演武 都立清瀬 264 4位

個人 組演武 大橋　知直・佐藤　由弥 早稲田実業学校 263 10位 組演武 田中　綾・星野　美咲 都立清瀬 261 11位

伊藤　宏倫・岩鼻　駿 城北学園城北 263 11位 島津　文恵・佐藤　華 都立清瀬 予選敗退

単独演武 廣島　遼明 城北学園城北 準決勝進出 単独演武 荒井　流風香 都立清瀬 270 優勝

石田　光 都立清瀬 予選敗退 鈴木　風香 共栄学園 準決勝進出

420級 塚田・山元・小林・森 都立大島海洋国際 108点 19位

K-2 永松　優志・山田　稀月 日本体育大学荏原 2'17"109 予選3組9位 WK-2 藤延　映里・阿久根　萌香 日本体育大学荏原 45"361 8位

K-1 長谷川　竜一 都立日本橋 2'00"213 準決勝3組8位 WK-1 藤延　映里 日本体育大学荏原 47"529 5位

（☆カヌー）

40.少林寺拳法

( ☆ヨット) 

38.アーチェリー

39.なぎなた

33.ボート

予選トーナメント2回戦敗退

予選トーナメント3回戦敗退

予選トーナメント2回戦敗退

舵手付きクオドルプル

34.自転車競技

36.フェンシング

決勝トーナメント1回戦敗退

予選トーナメント1回戦敗退

予選トーナメント1回戦敗退

37.空手道
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