
氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績

100m 塚本ジャスティン　惇平 城西大学附属城西 10.58(-2.0) 決勝2位 100m 田路　遥香 中央大学附属 12.19(-1.2) 準決勝5位

黒木　心貴 東京 10.90(-2.0) 決勝8位 広沢　優美 八王子学園八王子 12.34(+1.1) 予選4位

坂本　昂平 都立国立 10.97(-1.5) 予選4位

200m 安田　圭吾 日本工業大学駒場 21.71(+0.1) 準決勝5位 200m 田路　遥香 中央大学附属 24.81(-1.7) 準決勝4位

斎藤　寛太 都立野津田 21.53(+1.0) 予選3位 藤田　涼子 日体桜華 25.88(-1.7) 準決勝8位

坂本　昂平 都立国立 21.74(+1.4) 予選5位 広沢　優美 八王子学園八王子 25.04(+1.6) 予選4位

400ｍ 倉田　信太郎 城西大学附属城西 48.05 準決勝4位 400ｍ 中島　沙弥香 東京 56.41 決勝7位

加藤　ゆらら 日本大学櫻丘 57.83 予選4位

800m 吉田　雅隆 日本大学櫻丘 1:59.55 予選7位 800m ヒリアー　紗璃苗 明星 2:13.56 予選5位

山本　倖千恵 東京 2:15.30 予選6位

道下　美槻 順天 2:18.29 予選7位

1500ｍ 中嶋　大樹 國學院大學久我山 4:04.38 予選13位 1500ｍ 前田　梅香 八王子学園八王子 4:26.36 予選5位

男-5000m 嶋津　雄大 都立若葉総合 14:40.14 予選8位 女‐3000m 前田　梅香 八王子学園八王子 9:51.77 予選16位

佐久間　秀德 國學院大學久我山 14:55.29 予選16位

男-110mＨ 横地　大雅 城西大学附属城西 14.52(-0.7) 決勝6位 女-100mＨ 山西　桃子 白梅学園 14.21(-1.1) 準決勝4位

本間　一輝 明星学園 14.92(-1.5) 予選3位 清水　羽菜 白梅学園 14.37(+1.0) 予選3位

井上　大海 東京 15.04(-1.8) 予選3位 大野　優衣 白梅学園 14.90(+0.2) 予選8位

400mH 井戸　貴裕 城西大学附属城西 53.27 決勝8位 400mH 津川　瑠衣 八王子学園八王子 1:01.77 予選5位

井上　大海 東京 53.13 準決勝7位

一瀬　星和 明星学園 53.14 準決勝4位

井上　大地 東京 DNS

3000mSC 萩原　海渡 東京実業 9:21.06 予選11位

4×100m 小林・齋藤・銭谷・一瀬 八王子学園八王子 40.74 決勝6位 4×100m 須藤・中島・守田・高橋(真) 東京 46.20 決勝5位

中田・川鍋・清水・山西 白梅学園 47.41 準決勝7位

東・広沢・小林・駒井 八王子学園八王子 46.66 予選5位

4×400m 海老原・塚本・井戸・倉田 城西大学附属城西 3:11.00 決勝3位 4×400m 山本・中島・井上・守田 東京 3:45.87 決勝3位

石渡・洪・中口・石田 東京 3:18.02 予選5位 唐沢・平野・小林・津川 八王子学園八王子 3:57.55 決勝8位

走高跳 佐藤　駿平 東京 2m01 予選7位 走高跳 高橋　渚 東京 1m77 優勝

計良　優香 白梅学園 1m66 予選8位

小野　恵蓮 創価 1m63 予選11位

棒高跳 南雲　海哉 明星学園 4m70 予選7位

豊田　翼 東京 4m70 予選13位

生島　昇 明星学園 NM

走幅跳 酒井　由吾 都立南多摩中等教育 7m68(+1.8) 優勝 走幅跳 東　祐希 八王子学園八王子 6m02(+3.5) 決勝5位

一瀬　輝星 八王子学園八王子 7m07(+1.1) 予選8位 山﨑　美夏 都立松が谷 5m62(-0.7) 予選11位

中田　嬉歩 白梅学園 5m55(+0.5) 予選16位

砲丸投 國司　裕通 都立田無 16m53 決勝6位 砲丸投 小山田　芙由子 東京 12m63 予選10位

木村　知紀 東京 15m12 予選7位 小林　瑞生 東京 12m56 予選9位

石坂　奨真 保善 14m92 予選10位 鶴見　萌々子 東京 12m26 予選16位

岩本　高希 東京 14m89 予選11位

蒲谷　淳志 東京 13m30 予選27位

円盤投 蒲谷　淳志 東京 42m45 予選14位 円盤投 小山田　芙由子 東京 36m53 予選13位

小林　瑞生 東京 35m05 予選20位

ハンマー投 武田　瑛大 保善 54m12 予選10位

西多　徳義 東京 49m60 予選24位

太田　哲成 保善 47m06 予選29位

やり投 塩崎　千畝 都立農芸 56m56 予選18位 やり投 和栗　萌々花 日体桜華 43m66 予選13位

男-八種競技 加藤　舜涼 都立城東 5405点 決勝9位 女-七種競技 大野　優衣 白梅学園 5337点（追参） 優勝

三枝　美晴 都立駒場 4369点 決勝18位

学校対抗 城西大学附属城西 17点 8位 学校対抗 東京 12点 10位

1.駅伝

國學院大學久我山 2:08:51 26位 順天 1:10:23 21位

団体総合 日本体育大学荏原 247.400 3位 団体総合 大智学園 143.850 12位

個人総合 天野　敢太 日本体育大学荏原 82.550 8位 個人総合 杉原　愛子 藤村女子 58.450 優勝

千葉　天斗 日本体育大学荏原 82.300 11位 畠田　瞳 日本体育大学荏原 57.000 3位

橘　汐芽 松蔭 81.350 13位 德田　知沙子 大智学園 51.900 17位

近藤　衛 日本体育大学荏原 80.050 18位 松井　桃香 大智学園 47.350 60位

迫　龍登 日本体育大学荏原 79.350 20位 大野　結菜 大智学園 44.600 73位

武井　優介 松蔭 77.500 33位

男子ゆか 天野　敢太 日本体育大学荏原 14.200 10位 女子跳馬 杉原　愛子 藤村女子 14.500 5位

橘　汐芽 松蔭 13.850 20位 畠田　瞳 日本体育大学荏原 14.400 7位

千葉　天斗 日本体育大学荏原 13.750 22位 德田　知沙子 大智学園 12.550 54位

迫　龍登 日本体育大学荏原 13.400 44位 松井　桃香 大智学園 12.250 58位

近藤　衛 日本体育大学荏原 13.150 58位 大野　結菜 大智学園 12.000 72位

武井　優介 松蔭 12.150 80位

男子あん馬 千葉　天斗 日本体育大学荏原 13.900 4位 女子段違い平行棒 畠田　瞳 日本体育大学荏原 14.850 優勝

橘　汐芽 松蔭 13.750 5位 杉原　愛子 藤村女子 14.600 2位

近藤　衛 日本体育大学荏原 13.650 11位 德田　知沙子 大智学園 13.600 6位

迫　龍登 日本体育大学荏原 13.100 16位 大野　結菜 大智学園 12.700 32位
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1.2.陸上競技

3.4.体操

競技種目
男        子 女        子
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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

男子あん馬 天野　敢太 日本体育大学荏原 12.700 25位 女子段違い平行棒 松井　桃香 大智学園 11.450 63位

武井　優介 松蔭 11.550 63位

男子つり輪 天野　敢太 日本体育大学荏原 13.900 4位 女子平均台 杉原　愛子 藤村女子 14.600 優勝

武井　優介 松蔭 13.650 6位 畠田　瞳 日本体育大学荏原 13.450 8位

千葉　天斗 日本体育大学荏原 13.200 15位 德田　知沙子 大智学園 13.150 12位

橘　汐芽 松蔭 13.200 15位 松井　桃香 大智学園 11.800 47位

近藤　衛 日本体育大学荏原 12.750 31位 大野　結菜 大智学園 9.150 81位

迫　龍登 日本体育大学荏原 12.650 39位

男子跳馬 橘　汐芽 松蔭 13.650 優勝 女子ゆか 杉原　愛子 藤村女子 14.750 優勝

天野　敢太 日本体育大学荏原 14.350 - 畠田　瞳 日本体育大学荏原 14.300 3位

千葉　天斗 日本体育大学荏原 14.300 - 德田　知沙子 大智学園 12.600 32位

武井　優介 松蔭 14.100 - 松井　桃香 大智学園 11.850 65位

近藤　衛 日本体育大学荏原 13.750 - 大野　結菜 大智学園 10.750 78位

迫　龍登 日本体育大学荏原 11.750 -

男子平行棒 橘　汐芽 松蔭 14.350 5位

迫　龍登 日本体育大学荏原 14.150 7位

天野　敢太 日本体育大学荏原 14.000 11位

千葉　天斗 日本体育大学荏原 13.600 19位

近藤　衛 日本体育大学荏原 13.200 29位

武井　優介 松蔭 12.500 47位

男子鉄棒 迫　龍登 日本体育大学荏原 14.300 2位

千葉　天斗 日本体育大学荏原 13.550 11位

近藤　衛 日本体育大学荏原 13.550 11位

武井　優介 松蔭 13.550 11位

天野　敢太 日本体育大学荏原 13.400 19位

橘　汐芽 松蔭 13.000 38位

3.4.新体操

団体総合 国士舘 11.275 20位 団体総合 駒場学園 17.100 2位

個人総合 向山　蒼斗 国士舘 33.325 4位 個人総合 藤井　雅 日女体大附属二階堂 28.250 2位

ロープ 向山　蒼斗 国士舘 16.425 7位 フープ 藤井　雅 日女体大附属二階堂 15.000 2位

クラブ 向山　蒼斗 国士舘 16.900 優勝 リボン 藤井　雅 日女体大附属二階堂 13.250 3位

5.6.バスケットボール

國學院大學久我山 1回戦敗退 明星学園 ベスト4

東洋大学京北 1回戦敗退 東京成徳大学 ベスト8

実践学園 1回戦敗退 八雲学園 2回戦敗退

7.8.バレーボール

東亜学園 決勝トーナメント3回戦敗退 下北沢成徳 ベスト8

駿台学園 決勝トーナメント2回戦敗退 八王子実践 決勝トーナメント3回戦敗退

9.10.ソフトテニス

団体 都立清瀬 2回戦敗退 団体 文化学園大学杉並 優勝

個人 高倉　和毅・須賀　紀太 早稲田実業学校 4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

高橋　空・廣井　ノア 豊南 4回戦敗退 小松﨑　茉代・原島　百合香 文化学園大学杉並 3位

中内　純平・木崎　隼人 都立清瀬 3回戦敗退 遠藤　優香・島津　佳那 千代田女学園 6回戦敗退

新井　唯人・三橋　建斗 都立清瀬 3回戦敗退 鈴木　理奈・江頭　明凛 文化学園大学杉並 5回戦敗退

櫻井　亮輔・両角　仁志 駒澤大学 2回戦敗退 小林　愛美・西東　彩菜 文化学園大学杉並 3回戦敗退

小宅　渉・大川　嵐史 駒澤大学 2回戦敗退 齋藤　璃子・冨田　亜裕 文化学園大学杉並 3回戦敗退

鈴木　善温・遠藤　薫 佼成学園 2回戦敗退 横山　凛・原田　若菜 文化学園大学杉並 2回戦敗退

田中　大地・木部　大晴 豊南 1回戦敗退 柿崎　願・石井　穂奈美 国本女子 1回戦敗退

11.ソフトボール

京華 1回戦敗退 藤村女子 2回戦敗退

12.スキー【H30.2.4～8】

学校対抗

大回転

回転

ﾌﾘｰ

男-15㎞

女-10㎞

ｸﾗｼｶﾙ

男-10㎞

女- 5㎞

ﾘﾚｰ
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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

13.スケート

ｽﾋﾟｰﾄﾞ 出 場 な し ｽﾋﾟｰﾄﾞ 出 場 な し

ﾌｨｷﾞｭｱ個人 石塚　玲雄 駒場学園 欠場 ﾌｨｷﾞｭｱ個人 齋藤　槙香 駒場学園 欠場

國方　勇樹 駒場学園 20位 佐藤　伊吹 駒場学園 12位

坂上　智哉 成蹊 24位 馬場　はるあ 駒場学園 18位

西山　真瑚 日出 欠場 伊庭　結晶 都立上水 予選27位

古庄　優雅 日出 15位 西浦　穂香 都立墨田川 予選16位

豊田　玲 都立立川 予選20位

村田　直美 都立東大和南 予選23位

三浦　杏樹 慶應義塾女子 予選31位

依田　茉里紗 城西大学附属城西 19位

菊池　彩子 桐朋女子 予選33位

松下　千紗 新渡戸文化 予選14位

岡部　季枝 新渡戸文化 予選24位

小室　笑凜 日本橋女学館 予選19位

原田　れな 日本橋女学館 予選15位

樋口　瑞保 日本橋女学館 予選27位

平金　桐 藤村女子 9位

佐上　黎 武蔵野 16位

松原　星 武蔵野 欠場

ﾌｨｷﾞｭｱ団体 出 場 な し ﾌｨｷﾞｭｱ団体 日本橋女学館 6位

ｱｲｽﾎｯｹｰ 早稲田実業学校 ベスト16 ｱｲｽﾎｯｹｰ

明治大学付属中野 1回戦敗退

14.15.卓球

団体 日本大学豊山 2回戦敗退 団体 武蔵野 ベスト8

実践学園 1回戦敗退 文化学園大学杉並 1回戦敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ 金光　宏暢 大原学園 3位 黒野　葵衣 武蔵野 ベスト32

穂積　和也 明治大学付属中野 ベスト32 青木　萌恵 武蔵野 3回戦敗退

月舘　駿介 日本大学豊山 2回戦敗退 嶋津　葵 武蔵野 2回戦敗退

土屋　天人 実践学園 2回戦敗退 井之村　早紀 武蔵野 2回戦敗退

櫻井　智哉 実践学園 2回戦敗退 坂元　睦月 武蔵野 2回戦敗退

松本　累 早稲田実業学校 2回戦敗退 海保　愛美 武蔵野 1回戦敗退

北澤　健太郎 早稲田実業学校 2回戦敗退 鈴木　理彩 武蔵野 1回戦敗退

白土　星雅 日本大学豊山 1回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 白土　星雅・月舘　駿介 日本大学豊山 2回戦敗退 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 黒野　葵衣・鈴木　理彩 武蔵野 ベスト16

剣持　優作・食野　圭祐 実践学園 2回戦敗退 手塚　彩夏・青木　萌恵 武蔵野 1回戦敗退

松本　累・北澤　健太郎 早稲田実業学校 1回戦敗退 坂元　睦月・井之村　早紀 武蔵野 1回戦敗退

櫻井　智哉・土屋　天人 実践学園 1回戦敗退

17.ラグビー

國學院大學久我山 ベスト8

目黒学院 3回戦敗退

18.サッカー

関東第一 ベスト8

実践学園 1回戦敗退

19.ハンドボール

明星 ベスト16 佼成学園女子 優勝

21.バドミントン

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 ベスト8

関東第一 1回戦敗退 関東第一 2回戦敗退

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 江越　恵伍 淑徳巣鴨 3回戦敗退 ｼﾝｸﾞﾙｽ 巻口　実可 日本ウェルネス 3回戦敗退

田中　啓一朗 淑徳巣鴨 1回戦敗退 山口　萌 日本ウェルネス 2回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 上田　竜也・江越　恵伍 淑徳巣鴨 4回戦敗退 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 山口　萌・巻口　実可 日本ウェルネス 4回戦敗退

田中　啓一朗・重松　隼人 淑徳巣鴨 3回戦敗退 大上　月佳・柳原　なな子 関東第一 2回戦敗退

22.柔道

団体 国士舘 3位 団体 帝京 2位

足立学園 ベスト16

個人 60㎏級 武岡　毅 足立学園 3位 48kg級 安部　風花 国士舘 3位

66㎏級 小野里　一将 日本体育大学荏原 ベスト8 52kg級 大森　生純 帝京 ベスト16

73㎏級 塚本　綾 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 白石　隼人 足立学園 ベスト8 63kg級 上原　裕子 国士舘 2回戦敗退

90㎏級 菅原　孝希 日本体育大学荏原 ベスト16 70kg級 福井　夢七 淑徳 ベスト8

100㎏級 中村　力也 修徳 ベスト16 78kg級 宇田川　幸 国士舘 ベスト16

100㎏超級 山本　瑛介 足立学園 ベスト8 78kg超級 高橋　瑠璃 帝京 ベスト8

23.剣道

団体 郁文館 予選リーグ敗退 団体 東海大学菅生 ベスト8

個人 松澤　賢汰 東海大学菅生 3回戦敗退 個人 井手　璃々華 国士舘 3位

丸田　友輝 明治大学付属中野 1回戦敗退 坂田　綺晴 東海大学菅生 2回戦敗退

出 場 な し

ｼﾝｸﾞﾙｽ

出 場 な し
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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

24.水泳

50m自 市川　光太 明星学園 00:23.83 13位 50m自 山本　茉由佳  武蔵野 00:25.82 優勝

市川　誉紹 八王子学園八王子 00:24.01 18位 上市　理奈  立教女学院 00:26.87 15位

尼ヶ崎　羽龍 日出 00:24.23 28位 松浦　麻理亜  八王子学園八王子 00:26.80 17位

板場　貴大 早稲田実業学校 00:24.46 41位 矢﨑　真衣  東京立正 00:27.15 30位

長嶋　透夢 千代田区立九段中等教育 00:24.51 46位

入口　春来 都立墨田川 00:24.77 64位

100m自 関　海哉 日本大学豊山 00:50.46 2位 100m自 山本　茉由佳  武蔵野 00:55.81 優勝

市川　光太 明星学園 00:51.88 11位 谷頭　聖  武蔵野 00:56.17 2位

尼ヶ崎　羽龍 日出 00:52.48 16位 松浦　麻理亜  八王子学園八王子 00:59.00 44位

200m自 関　海哉 日本大学豊山 01:50.48 優勝 200m自 谷頭　聖  武蔵野 02:02.67 9位

川野　海斗 日出 01:54.92 33位 鈴木　希  淑徳巣鴨 02:04.62 18位

石川　優希  八王子学園八王子 02:04.80 19位

島谷　葉那  東京立正 02:06.37 30位

400m自 吉田　啓祐 日本大学豊山 03:54.06 優勝 400m自 鈴木　希  淑徳巣鴨 04:22.40 14位

尾﨑　健太 東京立正 03:56.24 3位 小林　楓  八王子学園八王子 04:24.55 20位

澤田　夏樹 立教池袋 03:59.58 5位 松井　遥苗  武蔵野 04:28.95 33位

西口　大河 日本大学豊山 04:01.97 25位 石川　優希  八王子学園八王子 失格

男-1500m自 吉田　啓祐 日本大学豊山 15:30.82 4位 女-800m自 松井　遥苗  武蔵野 08:58.00 7位

尾﨑　健太 東京立正 15:53.36 8位 小林　楓  八王子学園八王子 09:03.88 8位

長島　智彦 日本大学豊山 16:13.16 32位

小林　孝輔 日本大学豊山 16:15.41 33位

100m背 遠藤　柊斗  淑徳巣鴨 00:57.40 9位 100m背 小川　真菜  八王子学園八王子 01:02.54 5位

古田　蒼斗  武蔵野 00:58.23 20位 片塩　陽里  東京成徳大学 01:03.25 7位

武蔵　尚  中央大学附属 00:58.47 25位 片桐　珠実  淑徳巣鴨 01:03.23 10位

内藤　凜音  武蔵野 01:04.52 18位

200m背 遠藤　柊斗  淑徳巣鴨 02:00.56 優勝 200m背 小川　真菜  八王子学園八王子 02:13.16 4位

武蔵　尚  中央大学附属 02:06.71 19位 内藤　凜音  武蔵野 02:19.48 20位

石田　凪海  八王子学園八王子 02:08.28 36位 片塩　陽里  東京成徳大学 02:20.56 25位

箭内　美七海  八王子学園八王子 02:21.55 30位

100m平 谷口　卓  日本大学豊山 01:01.86 2位 100m平 浅羽　栞 八王子学園八王子 01:09.61 3位

大倉　綾太  日本大学豊山 01:03.74 20位 奈須田　ゆうか 八王子学園八王子 01:11.02 11位

荒井　悠太  八王子学園八王子 01:03.93 24位 清水　優希 藤村女子 01:12.08 17位

佐藤　工介  八王子学園八王子 01:04.94 41位 庄司　朋世 淑徳巣鴨 01:12.08 17位

高久　麻希  日出 01:05.22 48位 中尾　実幹子 都立東大和南 01:14.18 44位

望月　壮希  堀越 01:05.26 52位

神田　晴圭  芝浦工業大学附属 01:05.42 53位

200m平 谷口　卓  日本大学豊山 02:14.67 5位 200m平 浅羽　栞  八王子学園八王子 02:25.95 2位

荒井　悠太 八王子学園八王子 02:15.18 10位 齊藤　涼夏  八王子学園八王子 02:31.74 10位

庄司　朋世  淑徳巣鴨 02:32.31 15位

清水　優希  藤村女子 02:34.18 20位

埜口　優衣  武蔵野 02:35.45 28位

町井　志帆  八王子学園八王子 02:36.95 38位

100mﾊﾞﾀ 山口　愛斗 淑徳巣鴨 00:54.80 9位 100mﾊﾞﾀ 水口　知保 日出 01:00.92 10位

本間　尚輝 八王子学園八王子 00:55.57 16位 長尾　有紗 武蔵野 01:02.34 21位

相馬　奈々 早稲田実業学校 01:02.96 31位

工藤　南海 日出 01:03.29 37位

200mﾊﾞﾀ 尾山　武  八王子学園八王子 02:01.90 13位 200mﾊﾞﾀ 牧野　紘子  東京大学教育学部附属 02:08.67 優勝

山口　愛斗  淑徳巣鴨 02:02.36 18位 水口　知保  日出 02:12.17 4位

浅野　健  日出 02:02.89 22位 長尾　有紗  武蔵野 02:14.84 14位

木村　莉乃  東京立正 02:15.34 16位

小野　真里会  東京成徳大学 02:16.64 25位

落合　すみれ  日女体大附属二階堂 02:17.66 28位

味岡　美紅  國學院 02:20.37 42位

200m個人 大武　誠之  芝浦工業大学附属 02:00.85 優勝 200m個人 田中　佑季  明星学園 02:15.50 4位

ﾒﾄﾞﾚｰ 長瀬　勇太  日本大学豊山 02:07.07 19位 ﾒﾄﾞﾚｰ 室木　未菜  堀越 02:15.54 5位

武井　凜太郎  早稲田実業学校 02:07.33 21位 小柳　有芽  日出 02:17.70 10位

船木　里菜  藤村女子 02:19.32 13位

中島　未由佳  武蔵野 02:20.31 21位

斎藤　千紘  早稲田実業学校 02:21.77 28位

相馬　奈々  早稲田実業学校 02:22.14 33位

400m個人 大武　誠之  芝浦工業大学附属 04:19.23 優勝 400m個人 牧野　紘子  東京大学教育学部附属 04:42.43 優勝

ﾒﾄﾞﾚｰ 武井　凜太郎  早稲田実業学校 04:24.90 9位 ﾒﾄﾞﾚｰ 室木　未菜  堀越 04:43.18 3位

澤田　夏樹  立教池袋 04:25.22 10位 田中　佑季  明星学園 04:49.94 7位

尾山　武  八王子学園八王子 04:30.56 21位 小柳　有芽  日出 04:50.94 8位

西口　大河  日本大学豊山 04:31.03 22位 船木　里菜  藤村女子 04:52.06 9位

中島　未由佳  武蔵野 04:57.68 22位

岸　歩実  淑徳巣鴨 05:02.38 41位
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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

4×100m 関・谷口・中田・吉田 日本大学豊山 03:25.68 2位 4×100m 金森・山本・谷頭・長尾 武蔵野 03:48.17 3位

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 尼ヶ崎・川野・清水・上山 日出 03:31.38 12位 ﾌﾘｰﾘﾚｰ 川村・松浦・鈴木・小川 八王子学園八王子 03:54.77 10位

大貫・本間・西田・市川 八王子学園八王子 03:31.92 15位 水口・高栁・鈴木・木村 日出 03:55.81 13位

菅家・福澤・佐藤・遠藤 淑徳巣鴨 03:32.37 18位 西田・太田・八木・鳥羽 都立墨田川 04:01.41 36位

田村・矢島・子吉・古田 武蔵野 03:34.49 32位 山田・高橋・川原舞・川原結 日本大学第二 04:01.98 43位

鈴木・雫・山口・板場 早稲田実業学校 03:36.18 48位 鈴木・片桐・石井・庄司 淑徳巣鴨 04:02.45 47位

塚田・米本・佐藤・上原 日本体育大学荏原 03:36.78 53位 船木・清水・笠井・宮本 藤村女子 04:03.86 51位

岡田・髙野・澤田・荒井 立教池袋 03:37.35 58位

4×200m 関・長瀬・西口・吉田 日本大学豊山 07:29.28 優勝 4×200m 谷頭・山本・長尾・松井 武蔵野 08:13.13 3位

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 川野・尼ヶ崎・上山・浅野 日出 07:46.97 30位 ﾌﾘｰﾘﾚｰ 石川・鈴木・小川・小林 八王子学園八王子 08:27.49 13位

山田・石田・福田・尾山 八王子学園八王子 07:48.55 37位 小柳・高栁・鈴木・服部 日出 08:33.87 20位

鈴木・石井・片桐・杉本 淑徳巣鴨 08:38.04 29位

船木・宮本・笠井・山﨑 藤村女子 08:42.14 34位

西田・太田・八木・鳥羽 都立墨田川 08:47.33 44位

川原結・川原舞・髙橋・池田 日本大学第二 08:50.68 48位

4×100m 田井・谷口・関・吉田 日本大学豊山 03:44.69 2位 4×100m 小川・浅羽・川邉・松浦 八王子学園八王子 04:11.48 4位

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 遠藤・伊藤・山口・福澤 淑徳巣鴨 03:50.27 18位 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 内藤・斎藤・長尾・山本 武蔵野 04:17.25 11位

大貫・荒井・本間・市川 八王子学園八王子 03:51.86 21位 片桐・庄司・杉本・鈴木 淑徳巣鴨 04:18.54 14位

仙北谷・高久・浅野・川野 日出 03:54.85 39位 笠井・清水・船木・宮本 藤村女子 04:19.06 17位

古田・渡辺・子吉・田村 武蔵野 03:55.70 44位 高山・高栁・水口・鈴木 日出 04:19.75 21位

米山・榁木・片山・板場 早稲田実業学校 03:56.79 53位 木谷・中尾・牧野・大田 都立東大和南 04:23.26 34位

小日向・望月・牛丸・今里 堀越 03:57.86 63位 片塩・水越・小野・土屋 東京成徳大学 04:24.04 37位

飯島・斎藤・田代・仙石 都立駒場 04:26.27 44位

競泳 学校対抗 日本大学豊山 179.0点 優勝 競泳 学校対抗 武蔵野 136.0点 6位

八王子学園八王子 123.5点 7位

飛板飛込 伊藤　洸輝 帝京 595.40 優勝 飛板飛込 近藤　花菜 帝京 436.85 4位

金子　舜汰 青山学院 549.95 5位 畑　梨紗 都立晴海総合 118.50 25位

遠藤　拓人 帝京 534.65 7位

山田　周汰 帝京 499.70 9位

金戸　快 日出 245.00 21位

高飛込 伊藤　洸輝 帝京 572.10 3位 高飛込 近藤　花菜 帝京 404.60 4位

山田　周汰 帝京 526.30 4位

金戸　快 日出 511.90 6位

金子　舜汰 青山学院 502.35 8位

遠藤　拓人 帝京 422.65 11位

【公開競技】 伊藤　洸輝 帝京（関東①）

シンクロ飛板飛込 遠藤　拓人 帝京（関東①）

金戸　快 日出（関東②） 194.28 3位

飛込 学校対抗 帝京 21点 優勝 飛込 学校対抗 帝京 10点 2位

青山学院高等部 5点 4位

日出 3点 8位

水球 明治大学付属中野 3位

25.相撲

団体 都立足立新田 3位

個人 今関　俊介 都立足立新田 ベスト16

羽出山　将 都立足立新田 ベスト32

二見　颯騎 都立足立新田

26.弓道

団体 都立芦花 予選敗退 団体 文化学園大学杉並 予選敗退

個人 伊藤　龍哉 都立東 準決勝敗退 個人 伊藤　千耀 文化学園大学杉並 準決勝敗退

田中　遼 芝浦工業大学附属 予選敗退 塩入　瑞季 文化学園大学杉並 予選敗退

27.レスリング

団体 学校対抗 自由ヶ丘学園 2回戦敗退

個人 50kg級 塩谷　優 自由ヶ丘学園 5位 52ｋg級 太田　若那 安部学院 2位

55kg級 森川　海舟 自由ヶ丘学園 2回戦敗退 塚本　かおり 日本工業大学駒場 3位

60kg級 榊　流斗 帝京 優勝 56kg級 田南部　夢叶 帝京 5位

66kg級 佐藤　匡記 帝京 3位 成國　琴音 文化学園大学杉並 2回戦敗退

74kg級 今村　大地 自由ヶ丘学園 5位 60kg級 武藤　千奈恵 日本工業大学駒場 5位

84kg級 北　英将 自由ヶ丘学園 2回戦敗退 山口　絵瑠萌 安部学院 1回戦敗退

96kg級 本田　竜輝 自由ヶ丘学園 2回戦敗退 南條　早映 安部学院 棄権

120kg級 田中　千尋 大森学園 2回戦敗退 65kg級 森川　美和 安部学院 優勝

大関　永優美 安部学院 3位

70kg級 鏡　優翔 帝京 優勝

福島　宇美 安部学院 3位

長島　水城 安部学院 3位

28.ホッケー

学習院高等科 ベスト16 出 場 な し

決勝トーナメント進出戦2回戦敗退

216.33 優勝
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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

29.テニス

団体 大成 ベスト8 団体 早稲田実業学校 3位

東海大学菅生 ベスト32 大成 1回戦敗退

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 丹下　将太 早稲田実業学校 3位 ｼﾝｸﾞﾙｽ 齋藤　唯 早稲田実業学校 ベスト8

武藤　洸希 大成 ベスト8 安藤　優希 日出 ベスト8

田形　諒平 大成 ベスト16 神鳥　舞 早稲田実業学校 ベスト32

坂野　唯 大成 ベスト32 矢間　美帆 早稲田実業学校 1回戦敗退

清水　盾伎 東海大学菅生 2回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 田形　諒平・坂野　唯 大成 ベスト32 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 松田　栞・松田　岬 淑徳 ベスト8

近藤　健太・森　大地 東海大学菅生 1回戦敗退 矢間　美帆・櫻井　雪乃 早稲田実業学校 ベスト32

30.ウェイトリフティング

56kg級 津曲　拓哉 東亜学園 トータル196ｋｇ 7位

小野　隼 都立五日市 トータル151kg 40位

62kg級 秋本　将吾　 東亜学園 トータル214ｋｇ 7位

69kg級 南澤　峻太郎 東亜学園 トータル195ｋｇ 34位

77㎏級 齋藤　正吾 東亜学園 トータル243ｋｇ 6位

85kg級 田宮　翼 東亜学園 トータル213ｋｇ 30位

藤井　翔 東亜学園 トータル198ｋｇ 46位

105kg級 佐藤　空斗 東亜学園 トータル203ｋｇ 16位

31.登山

団体 早稲田実業学校 44位 団体 都立工芸 39位

32.ボクシング

個人 ﾋﾟﾝ 吉田　勇 駿台学園 ベスト8

ﾗｲﾄﾌﾗｲ 墨田　宏光 駿台学園 ベスト8

ﾌﾗｲ 杉本　聖弥 駿台学園定 2位

ﾊﾞﾝﾀﾑ 榊原　雅也 駿台学園 ベスト16

ﾗｲﾄ 根岸　主 日出 1回戦敗退

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ 川口　大夢 都立葛西工業 ベスト16

ｳｪﾙﾀｰ 須永　大護 駿台学園 ベスト8

ミドル 秋澤　龍 駿台学園 ベスト8

33.ボート

舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 谷口・鈴村・中曽根・原・釜屋 都立小松川 3'15"34 準々決勝5着 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 勝又・小林・斉藤・國府田・久保田 都立小松川 3'47"50 決勝6着

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 新国　晋太郎・下平　翔太 都立小松川 3'29"55 準決勝6着 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 小山　愛実・鶴見　和佳奈 都立日本橋 3'53"97 準決勝6着

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 江畠　慧斉 都立千歳丘 3'39"29 決勝6着 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 塚本　美咲 都立日本橋 4'12"84 準々決勝4着

34.自転車

ﾄﾗｯｸ ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 片桐　東次郎

武田　亮

水森　湧太

碓井　熙凌

齋藤　宏樹

吉　啓介

ﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 小笠原　匠海

渡邉　翔悟

小林　和典

岡田　亮太

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 水森　湧太 昭和第一学園 11"115 6位

小榑　翼 都立多摩 11"967 予選35位

ｹｲﾘﾝ 福地　祐人 昭和第一学園 9位

齋藤　宏樹 日本大学豊山 2回戦敗退

ｽｸﾗｯﾁ 古賀　敦也 昭和第一学園 予選敗退 ｽｸﾗｯﾁ 太郎田　水桜 東京成徳大学 4位

渡邉　翔悟 都立八王子桑志 予選敗退 塩浦　穂香 都立多摩 14位

3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ

･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

1km 武田　亮 昭和第一学園 1'07"769 6位

ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 岡田　亮太 都立八王子桑志 1'08"296 14位

ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ 小笠原　匠海 都立八王子桑志 15点 2位 ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ 太郎田　水桜 東京成徳大学 10点 3位

片桐　東次郎 昭和第一学園 予選敗退 塩浦　穂香 都立多摩 11位

吉　啓介 日本大学豊山 予選敗退

ロード 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 片桐　東次郎 昭和第一学園 2:40'57 15位

白尾　雄大 城北学園城北 2:40'58 19位

吉　啓介 日本大学豊山 2:41'00 27位

中田　誠人 城北学園城北 2:41'01 32位

渡邉　翔悟 都立八王子桑志 2:41'01 33位

田中　悠希也 昭和第一学園 2:46'40 54位

林　海斗 昭和第一学園 2:46'41 56位

吉野　匠海 都立多摩 2:46'42 58位

小笠原　匠海 都立八王子桑志 2:51'08 65位

岡田　亮太 都立八王子桑志 2:53'18 70位

学校対抗 昭和第一学園 14点 11位

都立八王子桑志 7点 19位

36.フェンシング

団体 学校対抗 東亜学園 3回戦敗退 学校対抗 東亜学園 3回戦敗退

個人 ﾌﾙｰﾚ 川村　京太 東亜学園 4位 ﾌﾙｰﾚ 坂井　真子 東亜学園 予選トーナメント3回戦敗退

メンドーザ　ミゲール 東亜学園 予選トーナメント2回戦敗退 高木　綾 東亜学園 予選トーナメント2回戦敗退

日本大学豊山 1'22"417

4位

26位

都立八王子桑志 4'45"361

昭和第一学園 1'18"392

21位

田中　悠希也 昭和第一学園 3'35"227 7位
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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 ｴﾍﾟ 前原　雄二 東亜学園 予選トーナメント2回戦敗退 ｴﾍﾟ 原田　紗希 慶應義塾女子 4位

丸山　さくら 都立王子総合 予選トーナメント1回戦敗退

ｻｰﾌﾞﾙ 清水　崇史 日本大学豊山 ベスト8 ｻｰﾌﾞﾙ 月野　敬子 帝京 2位

稲野邊　南 大原学園 3位

37.空手道

団体 保善 ベスト8 団体 帝京 優勝

個人 組手 高橋　和輝 世田谷学園 3回戦敗退 組手 臼井　菜月 帝京 2位

泉　光雅 保善 2回戦敗退 久住呂　有紀 帝京 3位

形 増田　直途 世田谷学園 ベスト8 形 田野　恵都 東京女学館 3回戦敗退

増子　一輝 世田谷学園 3回戦敗退 川上　菜菜 日本大学鶴ヶ丘 1回戦敗退

38.アーチェリー

団体 駒場東邦 準々決勝敗退 団体 日本工業大学駒場 準々決勝敗退

個人 小林　司 日本工業大学駒場 決勝ラウンド3回線敗退 個人 松山　菜々花 国際基督教大学 決勝ラウンド1回線敗退

石井　佑哉 駒場東邦 決勝ラウンド2回線敗退 矢島　萌音 日本工業大学駒場 決勝ラウンド1回線敗退

吉村　晶 駒場東邦 決勝ラウンド1回線敗退 古川　由紀乃 日本工業大学駒場 決勝ラウンド1回線敗退

土屋　智 駒場東邦 予選敗退 浅岡　知穂 日本工業大学駒場 予選敗退

松田　光太郎 駒場東邦 予選敗退 増本　千珠 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 須田　優花 都立南多摩 予選リーグ敗退

渡邉　華 都立南多摩 予選リーグ敗退

演技 平田　優希奈・鈴木　遥 都立城東 予選リーグ敗退

高橋　希・鈴木　柚子 文化学園大学杉並 決勝リーグ2回戦敗退

40.少林寺拳法

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 263 4位

個人 組演武 大久保　和道・石川　睦人 共栄学園 258 16位 組演武 田中　綾・星野　美咲 都立清瀬 266 2位

都築　啓・了木　脩太 早稲田実業 予選敗退 島津　文恵・佐藤　華 都立清瀬 予選敗退

単独演武 北井　康佑 都立清瀬 予選敗退 単独演武 鈴木　風香 共栄学園 3位

上吉　元 錦城学園 予選敗退 海老澤　花音 都立砂川 予選敗退

( ☆ヨット) 

FJ級 ソロ ソロ

デュエット デュエット

( ☆カヌー) 

K-2　200ｍ 永松　優志・山田　稀月 日本体育大学荏原 42秒625 準決勝1組7位

K-2　500ｍ 永松　優志・山田　稀月 日本体育大学荏原 2分16秒839 準決勝3組6位

K-1　200ｍ 永松　優志 日本体育大学荏原 45秒268 準決勝3組9位 WK-1　200ｍ 古谷　水玖 都立雪谷 52秒101 準決勝3組7位

K-1　500ｍ 永松　優志 日本体育大学荏原 1分56秒898 予選3組7位 WK-1　500ｍ 古谷　水玖 都立雪谷 3分3秒847 準決勝2組6位

出 場 な し 出 場 な し
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