
平成30年度　関東高等学校体育大会東京都選手成績一覧
競技種目

男　　　子 女　　　子
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

塚本ジャスティン惇平（3）城西 10.66 決勝２位

100m

橋本　伊代（３） 日本工大駒場 12.61 予選３位・準決勝棄権
小林　枚也（３） 八王子 10.92 決勝７位 間渕　桃奈（３） 日大二 12.66 予選５位
柴田　賢吾（３） 駒大 DNS 広沢　優美（３） 八王子 12.38 準決勝５位
岩崎　航大（３） 日大豊山 11.03 準決勝６位 高橋　真由（３） 東京 12.24 決勝３位
合田　凌斗（３） 都立野津田 10.95 準決勝５位 熊谷　遥未（２） 田園調布学園 12.61 決勝８位
三好　涼太（２） 城西 11.09 準決勝６位 田路　遥香（２） 中大附 12.29 決勝４位

200m

木村　颯太（２） 明星学園 21.49 決勝２位

200m

高橋　真由（３） 東京 24.93 決勝５位
柴田　賢吾（３） 駒大 22.44 予選６位 田路　遥香（２） 中大附 25.06 決勝７位
大芝　健人（３） 國學院久我山 22.13 予選４位 熊谷　遥未（２） 田園調布学園 25.37 予選３位
齋藤　陸人（３） 八王子 21.59 決勝５位 広沢　優美（３） 八王子 25.09 決勝８位
坂本　昂平（３） 都立国立 21.66 決勝７位 須藤　美桜（２） 東京 24.91 決勝４位
塚本ジャスティン惇平（3）城西 21.54 決勝４位 滝田　静海（１） 東京 25.67 予選３位
中島佑気ジョセフ（２）城西 21.97 決勝８位

400m

石川　　玲（３） 八王子 49.62 決勝８位

400m

高田　真菜（３） 早稲田実 57.82 予選４位
伊藤　大貴（３） 明星 49.94 予選６位 津川　瑠衣（２） 八王子 56.48 決勝４位
渡邊颯一郎（３） 明大中野 49.02 予選６位 大塚　　琳（３） 駒大 57.48 予選３位
中島佑気ジョセフ（２）城西 48.57 予選３位 寺島しずく（３） 都立青梅総合 57.97 予選６位
小沢謙太朗（３） 本郷 1:04.36 予選７位 須藤　美桜（２） 東京 55.34 決勝２位
加藤　孝明（３） 海城 50.13 予選６位 松岡　邑奈（２） 日本工大駒場 57.48 予選５位

800m

高橋　　創（２） 筑波大附 1:52.80 決勝６位

800m

関根　花鈴（１） 城西 2:19.78 予選５位
平山　和樹（３） 日大櫻丘 1:52.71 決勝５位 ヒリアー紗璃苗（２） 明星 2:11.57 決勝４位
堀内　省吾（３） 南多摩中等 1:55.75 予選５位 岡本　愛梨（１） 東京 2:09.91 決勝１位
小池　直己（３） 都立東大和 1:55.12 予選５位 道下　美槻（２） 順天 2:20.59 予選６位
村本　龍彦（３） 東京実 1:54.53 予選３位 高田　真菜（３） 早稲田実 2:12.17 決勝７位
関根　　駿（３） 都立南平 1:55.50 予選４位 鈴木梨々亜（２） 都立南平 2:20.09 決勝８位

1500m

坂元　航太（３） 早稲田実 4:06.93 予選９位

1500m

池田香名子（３） 城西 4:35.27 予選６位
新野　冴生（３） 都立日野台 4:05.33 予選８位 保坂　晴子（２） 錦城学園 4:25.63 決勝３位
村本　龍彦（３） 東京実 4:12.17 決勝12位 道下　美槻（２） 順天 DNS
伊野　一輝（３） 拓大一 4:09.34 決勝11位 長山　優愛（２） 順天 4:33.41 決勝11位
甲木　康博（１） 城西 4:02.09 予選６位 福田　幸来（３） 藤村女 4:38.97 予選８位
石塚　陽士（１） 早稲田実 4:00.53 決勝９位 増渕　祐香（２） 錦城学園 4:30.32 決勝10位

5000m（男子）

坂元　航太（３） 早稲田実 14:52.72 15位

3000m（女子）

栗本　紗季（３） 国立 9:51.41 17位
安部　柚作（２） 國學院久我山 14:58.16 18位 池田香名子（３） 城西 9:40.69 12位
辻　　文哉（２） 早稲田実 14:52.38 14位 五日市莉歩（３） 順天 10:02.60 20位
濱田　祐知（３） 東京実 15:03.47 20位 増渕　祐香（２） 錦城学園 9:22.93 ５位
下條　乃將（３） 東京実 14:43.85 ９位 長山　優愛（２） 順天 9:55.00 19位
西山　哲平（２） 駒大 15:09.20 22位 保坂　晴子（２） 錦城学園 9:43.79 14位

110mH（男子）

平山　大志（３） 城西 14.47 決勝２位

100mH（女子）

山西　桃子（２） 白梅学園 14.33 決勝５位
横地　大雅（３） 城西 14.88 予選１位・準決勝失格 頼安乃々香（１） 東京 14.49 準決勝５位
榎本　光輝（３） 都立文京 14.75 決勝７位 島野　真生（２） 東京 14.18 決勝２位
畑　　詩恩（３） 都立東大和 15.08 準決勝６位 中川　万葉（３） 芦花 14.56 準決勝５位
小幡　克志（２） 東京 DQ 予選失格 清水　羽菜（２） 白梅学園 14.56 決勝８位
梶山　翔平（２） 立教池袋 15.75 予選５位 川村　優佳（２） 日大櫻丘 15.21 予選５位

400mH

齋藤　篤志（３） 明大中野 53.21 決勝６位

400mH

中野なみち（２） 駒大 1:03.27 予選４位
榎本　光輝（３） 都立文京 53.04 決勝３位 池高　　花（２） 白梅学園 1:01.03 決勝３位
吉田　優大（３） 東京 53.22 決勝７位 津川　瑠衣（２） 八王子 1:01.36 決勝４位
中嶋　匠吾（３） 明星学園 55.28 予選５位 安本　光理（３） 都立駒場 1:05.45 予選５位
佐久間翔一（３） 東京 56.68 予選６位 清水　羽菜（２） 白梅学園 1:01.41 決勝６位
ウォルシュ禅（３） 筑波大附 55.87 予選５位 川村　優佳（２） 日大櫻丘 1:00.46 決勝２位

4×100m

小林・齋藤・上野・一瀬 八王子 40.76 決勝６位

4×100m

横山・小林・駒井・広沢 八王子 46.97 決勝６位
楠ケ谷・塚本・平山・三好 城西 41.22 決勝７位 山中・清水・山口・池高 白梅学園 48.62 予選６位
小野寺・櫻井・細谷・中里 東京 41.84 予選４位 島野・滝田・須藤・高橋 東京 46.15 決勝１位
大脇・国田・木村・瀬川 明星学園 41.41 予選３位 中野・井坂・渡邉・大塚 駒大 48.22 予選５位
蓮沼・松下・森田・柳田 日体大荏原 42.18 予選６位 金子・鈴木・藤崎・アルバレス 城西 48.25 予選５位
齊藤・岩崎・楠・金子 日大豊山 42.58 予選６位 泉田・橋本・伊藤・高橋 日本工大駒場 47.09 決勝６位

4×400m

石川・伊藤・瀬沼・齋藤 八王子 3:12.70 決勝４位

4×400m

高橋・岡本・飯田・須藤 東京 3:44.10 決勝２位
茂木・渡邉・石橋・齋藤 明大中野 3:17.93 予選４位 光井・平野・駒井・津川 八王子 3:45.39 決勝４位
小林・山本・酒井・ウォルシュ 筑波大附 3:20.67 予選６位 清水・池高・山西・高杉 白梅学園 3:48.10 決勝６位
中島・伊藤・白木・飯野 城西 3:16.50 予選３位 保住・橋本・伊藤・松岡 日本工大駒場 3:52.64 予選４位
久保田・松岡・川瀬・石山 日本工大駒場 3:20.38 予選５位 小松・岩坂・熊木・法月 明星学園 3:54.54 予選６位
新田・新田・遠藤・渡邉 都立紅葉川 3:20.16 予選６位 中野・井坂・佐竹・大塚 駒大 3:49.96 予選４位

走高跳

宮田　　風（２） 東京 2m01 ５位

走高跳

細田　弥 （々１） 東京 1m67 １位
岡田　未来（３） 都立つばさ総合 1m85 17位 窪田　梨乃（３） 東京 1m61 ６位
佐藤　駿平（３） 東京 1m85 17位 小川　琉生（１） 都立南葛飾 1m55 15位
児玉晋二朗（３） 都立狛江 1m95 ９位 小野　恵蓮（３） 創価 1m67 ２位
南雲　優吾（２） 東京 2m07 １位 三浦なつの（３） 都立東大和南 1m58 11位
村山　太郎（２） 学習院 2m01 ４位 岡部　華鈴（２） 白梅学園 DNS



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績

棒高跳

豊田　　翼（３） 東京 4m90 １位

棒高跳

大久保綺更（２） 都立富士 3m00 ９位
吉澤　一馬（２） 富士 4m40 ９位 岩坂　真弥（３） 明星学園 3m30 ４位
三宅慎太郎（２） 明星学園 4m40 ９位 山本　彩乃（３） 都立武蔵野北 3m10 ６位
小山　在人（２） 立教池袋 4m20 16位 高橋　美玖（３） 東京 3m10 ８位
小林　直樹（１） 明星学園 4m40 12位
岡部　彪冴（２） 東京 4m60 ４位

走幅跳

一瀬　輝星（３） 八王子 7m14 ３位

走幅跳

岩坂　真弥（３） 明星学園 5m40 16位
加藤　　楓（３） 東京 7m16 ２位 浦野　珠緒（３） 都立芦花 5m58 ８位
木下　　諒（２） 八王子 7m07 ５位 醍醐　花菜（３） 都立足立 5m40 15位
麻沼慎太郎（２） 桐朋 6m68 14位 小荒井　舞（２） 都立駒場 5m46 13位
松岡　晃輝（３） 日本工大駒場 6m83 12位 岩井　彩澄（１） 東京 5m32 19位
水野　遥人（３） 東京 6m53 16位 金田　悠里（２） 岩倉 5m70 ２位

三段跳

麻沼慎太郎（２） 桐朋 15m20 ２位

三段跳

今野夏鈴音（２） 日体大荏原 11m39 ８位
三浦　和真（２） 都立小山台 13m87 12位 及川　真由（３） 都立文京 11m98 １位
伊藤　鴻児（３） 都立戸山 13m83 13位 大和田　泉（２） 都立富士 11m24 ９位
大森公乃祐（３） 都立駒場 13m78 14位 野口　美帆（３） 江戸川女 11m49 ６位
木下　　諒（２） 八王子 13m74 15位
鈴木　憲伸（３） 明中八王子 14m66 ６位

砲丸投

石坂　奨真（３） 保善 15m36 ３位

砲丸投

鶴見萌々子（２） 東京 13m07 ２位
鈴木　愛瑾（２） 東京 15m79 ２位 高橋　玲奈（３） 都立田無 12m01 ６位
八幡慎之介（３） 東京 13m74 ８位 小村　奈央（３） 都立東大和 10m86 16位
浅倉　穂鷹（２） 都立田無 13m38 10位 小山田芙由子（３） 東京 13m96 １位
奥田　知宏（３） 桐朋 13m31 11位 小林萌々子（１） 日体大桜華 10m29 18位
大沢　彩斗（２） 東京 14m88 ４位 中川　結衣（２） 岩倉 10m48 17位

円盤投

薄井　優斗（２） 東京 44m63 ２位

円盤投

鷲ノ上くるみ（３） 都立東大和 26m63 20位
小林　　凌（３） 都立野津田 41m46 ４位 酒井　　綾（２） 都立昭和 30m46 18位
中山　恭介（３） 都立北豊島工 41m04 ６位 高橋　玲奈（３） 都立田無 38m90 ３位
浅倉　穂鷹（２） 都立田無 33m90 17位 鶴見萌々子（２） 東京 36m28 ８位
石崎　大輔（３） 東京成徳 NM 小山田芙由子（３） 東京 38m03 ６位
石坂　奨真（３） 保善 36m58 15位 小澤　寿乃（３） 都立板橋 34m03 10位

ハンマー投

石坂　奨真（３） 保善 63m07 １位

ハンマー投

鶴見萌々子（２） 東京 36m51 12位
杉浦　友暉（３） 保善 50m33 ９位 須山　春香（２） 都立美原 37m29 10位
齋藤　峻広（３） 保善 49m25 10位 丹羽祐美子（３） 都立富士 42m63 ４位
成瀬　勇気（３） 東京 48m83 11位 藤原　愛佳（２） 都立富士 34m84 13位
大塚　隆翔（３） 都立府中工 48m10 12位
薄井　優斗（２） 東京 NM

やり投

山岸　　武（３） 東京 61m84 １位

やり投

増田奈々美（２） 武蔵 36m45 ９位
津野　海斗（３） ウェルネス 59m79 ２位 梅野　智子（３） 都立芦花 32m90 19位
佐々木　陽（３） 都立片倉 58m87 ３位 酒井　　綾（２） 都立昭和 34m81 15位
斎藤　如月（３） 都立南多摩中等 53m88 15位 岡部　華鈴（２） 白梅学園 34m41 17位
竹内信之介（３） 東京成徳 58m47 ４位 和栗萌々花（３） 日体大桜華 41m98 ４位
押山翔史輝（１） 東京 57m69 ５位 阿部　汐莉（２） 白梅学園 42m18 ３位

3000mSC

中野　翔太（３） 東京 9:34.27 決勝10位
新井　俊祐（２） 國學院久我山 9:33.34 予選８位
佐藤　周平（３） 都立東大和 9:50.65 予選10位
内田　賢利（２） 駒大 9:11.66 決勝５位
中村光太朗（３） 城西 9:39.32 予選９位
島崎　竜聖（３） 東京実 9:37.44 予選９位

5000W

松田　玲音（２） 東京実 23:12.22 ７位

5000W

菊池　　凜（３） 昭和一学園 26:32.52 ７位
久住　遼馬（３） 東工大附 24:22.98 10位 黒澤　彩花（２） 東京成徳 26:56.77 ９位
榎本　伊吹（２） 八王子 23:49.71 ８位 今泉佐和子（２） 東工大附 27:58.50 10位
山崎　大輝（３） 堀越 24:38.63 12位 岩崎　真由（３） 東京成徳 28:55.98 13位

八種競技
（男子）

松本　雅翔（２） 東京 4958 ８位
七種競技
（女子）

大久保綺更（２） 都立富士 4246 ７位
山岸　　幹（３） 東京 5156 ４位 濱口　実玖（２） 東京 4089 10位
山岸　　武（３） 東京 5481 １位 岡部　華鈴（２） 白梅学園 4672 ４位
中村　珠生（３） 城西 4275 14位 上向　詩子（３） 成蹊 3793 13位

1.2.駅伝
片渕-内田-田中-田丸
-西山-吉永-皆木 駒大高 2:08:14 ９位 増渕-保坂-坂口-福田

-三輪 錦城学園 1:09:36 ２位

伊野-門田-村田-石川
-野村-平林-鎌田 拓大一 2:08:27 12位 会田-森山-菅原-塩野

-五日市 順天 1:11:08 ７位

下條-丸岡-中野-並木
-菅野-中津川-島﨑 東京実 2:08:31 13位 村上-池田-鈴木-塩崎

-中元寺 城西 1:11:23 10位

伊東-阿部-宮澤-沼井
-中西-浦田-関口 國學院久我山 2:10:02 21位 木島-水沼-岡本-高森

-菊地 東京 1:13:39 21位

辻-西-石塚-伊東-山
田-和田-井上 早稲田実 2:10:15 23位 北澤-北澤-平野-村-

蕪木 駒大高 1:16:47 31位

時末-新井-甲木-峰村
-野溝-中村-高橋 城西 2:12:07 32位 海沼-二之方-上野-本

間-前田 上水 1:17:32 33位



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績
3.4.体操

団体競技
日本体育大学荏原 233.450 ４位

団体競技
大智学園 161.650 ２位

松蔭 236.650 ２位 都立駒場 142.200 10位
駒澤大学 225.150 ７位

個人競技

若林　跳真 日本体育大学荏原 79.750 ７位

個人競技

山田　千遥 大智学園 54.400 ８位
鈴木　大葉 日本体育大学荏原 71.400 38位 櫔原　亜子 大智学園 53.250 11位
宮地　陸斗 日本体育大学荏原 74.600 20位 長島　琴菜 大智学園 52.400 16位
湯元　和志 日本体育大学荏原 78.700 ８位 德田知沙子 大智学園 52.250 18位
橘　　汐芽 松蔭 83.850 ２位 古賀　愛美 都立工芸 50.050 28位
武井　優介 松蔭 80.300 ６位 髙橋　舞雪 日体大荏原 49.450 31位
蛭町　祐太 松蔭 67.400 60位 山内　純玲 都立駒場 48.500 38位
田部　紫央 松蔭 72.300 31位 大熊　萌絵 帝京 47.750 41位
木村　俊介 駒澤大学 74.500 22位 安田　美樹 都立駒場 47.150 43位
齊藤　秋水 駒澤大学 74.550 21位 上田　花恋 都立駒場 45.600 55位
小川　貴大 駒澤大学 70.350 50位 石塚　美里 都立駒場 43.850 61位
小林祐大朗 駒澤大学 72.650 29位
小林　樹人 駒澤大学 71.100 43位
島田　　葵 日本体育大学荏原 71.750 35位
北島　　怜 都立駒場 63.500 73位
窪井　勇紀 成城 66.550 62位

ゆか

若林　跳真 日本体育大学荏原 13.550 11位

跳馬

山田　千遥 大智学園 13.800 ６位
鈴木　大葉 日本体育大学荏原 12.650 39位 山内　純玲 都立駒場 13.800 ６位
宮地　陸斗 日本体育大学荏原 12.500 45位 古賀　愛美 都立工芸 13.750 11位
湯元　和志 日本体育大学荏原 13.250 16位 櫔原　亜子 大智学園 13.600 15位
橘　　汐芽 松蔭 14.300 ５位 安田　美樹 都立駒場 12.900 22位
武井　優介 松蔭 13.700 ９位 長島　琴菜 大智学園 12.750 31位
蛭町　祐太 松蔭 12.600 41位 德田知沙子 大智学園 12.400 41位
田部　紫央 松蔭 13.100 19位 上田　花恋 都立駒場 12.350 43位
木村　俊介 駒澤大学 12.350 49位 石塚　美里 都立駒場 12.050 51位
齊藤　秋水 駒澤大学 12.300 50位 髙橋　舞雪 日体大荏原 11.350 77位
小川　貴大 駒澤大学 12.950 25位 大熊　萌絵 帝京 11.200 80位
小林祐大朗 駒澤大学 12.300 50位
小林　樹人 駒澤大学 12.700 36位
島田　　葵 日本体育大学荏原 13.000 22位
北島　　怜 都立駒場 10.450 88位
窪井　勇紀 成城 11.700 71位

あん馬

若林　跳真 日本体育大学荏原 13.300 ７位

段違い平行棒

長島　琴菜 大智学園 14.000 ３位
鈴木　大葉 日本体育大学荏原 12.500 14位 德田知沙子 大智学園 13.850 ５位
宮地　陸斗 日本体育大学荏原 12.550 12位 山田　千遥 大智学園 13.100 13位
湯元　和志 日本体育大学荏原 12.300 15位 大熊　萌絵 帝京 13.050 14位
橘　　汐芽 松蔭 14.100 ４位 櫔原　亜子 大智学園 12.800 17位
武井　優介 松蔭 12.000 20位 髙橋　舞雪 日体大荏原 12.700 20位
蛭町　祐太 松蔭 9.650 69位 古賀　愛美 都立工芸 12.350 27位
田部　紫央 松蔭 9.450 77位 山内　純玲 都立駒場 11.850 36位
木村　俊介 駒澤大学 11.450 32位 安田　美樹 都立駒場 10.150 56位
齊藤　秋水 駒澤大学 11.750 26位 石塚　美里 都立駒場 10.150 56位
小川　貴大 駒澤大学 12.900 ９位 上田　花恋 都立駒場 9.500 64位
小林祐大朗 駒澤大学 12.650 11位
小林　樹人 駒澤大学 10.250 58位
島田　　葵 日本体育大学荏原 11.900 22位
北島　　怜 都立駒場 9.450 77位
窪井　勇紀 成城 10.050 64位

つり輪

若林　跳真 日本体育大学荏原 13.450 ８位

平均台

山田　千遥 大智学園 13.600 ９位
鈴木　大葉 日本体育大学荏原 11.600 43位 櫔原　亜子 大智学園 13.550 10位
宮地　陸斗 日本体育大学荏原 12.950 15位 長島　琴菜 大智学園 12.600 25位
湯元　和志 日本体育大学荏原 13.450 ８位 德田知沙子 大智学園 12.400 29位
橘　　汐芽 松蔭 13.900 ４位 髙橋　舞雪 日体大荏原 12.250 34位
武井　優介 松蔭 14.300 ２位 古賀　愛美 都立工芸 11.450 42位
蛭町　祐太 松蔭 10.800 65位 安田　美樹 都立駒場 11.350 45位
田部　紫央 松蔭 12.250 28位 石塚　美里 都立駒場 11.250 46位
木村　俊介 駒澤大学 12.650 22位 山内　純玲 都立駒場 11.200 48位
齊藤　秋水 駒澤大学 12.650 22位 上田　花恋 都立駒場 10.950 51位
小川　貴大 駒澤大学 10.900 63位
小林祐大朗 駒澤大学 11.600 43位
小林　樹人 駒澤大学 12.700 20位
島田　　葵 日本体育大学荏原 12.150 31位
北島　　怜 都立駒場 10.350 69位
窪井　勇紀 成城 10.600 66位



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績

跳馬

若林　跳真 日本体育大学荏原 13.350 16位

ゆか

山田　千遥 大智学園 13.900 11位
鈴木　大葉 日本体育大学荏原 11.650 62位 德田知沙子 大智学園 13.600 17位
宮地　陸斗 日本体育大学荏原 12.450 41位 櫔原　亜子 大智学園 13.300 23位
湯元　和志 日本体育大学荏原 13.800 ６位 髙橋　舞雪 日体大荏原 13.150 30位
橘　　汐芽 松蔭 14.250 ２位 長島　琴菜 大智学園 13.050 33位
武井　優介 松蔭 14.050 ４位 上田　花恋 都立駒場 12.800 36位
蛭町　祐太 松蔭 11.450 67位 安田　美樹 都立駒場 12.750 37位
田部　紫央 松蔭 13.250 22位 大熊　萌絵 帝京 12.700 44位
木村　俊介 駒澤大学 13.750 ７位 古賀　愛美 都立工芸 12.500 46位
齊藤　秋水 駒澤大学 13.100 28位 山内　純玲 都立駒場 11.650 60位
小川　貴大 駒澤大学 12.000 55位 石塚　美里 都立駒場 10.400 76位
小林祐大朗 駒澤大学 12.750 35位
小林　樹人 駒澤大学 12.350 46位
島田　　葵 日本体育大学荏原 12.450 41位
北島　　怜 都立駒場 11.450 67位
窪井　勇紀 成城 11.250 72位

平行棒

武井　優介 松蔭 13.150 ６位
蛭町　祐太 松蔭 11.000 54位
田部　紫央 松蔭 12.050 27位
木村　俊介 駒澤大学 12.250 21位
齊藤　秋水 駒澤大学 12.250 21位
小川　貴大 駒澤大学 8.550 90位
小林祐大朗 駒澤大学 11.650 37位
小林　樹人 駒澤大学 11.000 54位
島田　　葵 日本体育大学荏原 9.800 80位
北島　　怜 都立駒場 11.100 53位
窪井　勇紀 成城 11.400 42位

鉄棒

若林　跳真 日本体育大学荏原 13.500 ２位
鈴木　大葉 日本体育大学荏原 10.350 77位
宮地　陸斗 日本体育大学荏原 11.450 54位
湯元　和志 日本体育大学荏原 12.700 16位
橘　　汐芽 松蔭 13.500 ２位
武井　優介 松蔭 13.100 ６位
蛭町　祐太 松蔭 11.900 42位
田部　紫央 松蔭 12.200 32位
木村　俊介 駒澤大学 12.050 37位
齊藤　秋水 駒澤大学 12.500 22位
小川　貴大 駒澤大学 13.050 ７位
小林祐大朗 駒澤大学 11.700 47位
小林　樹人 駒澤大学 12.100 34位
島田　　葵 日本体育大学荏原 12.450 27位
北島　　怜 都立駒場 10.700 71位
窪井　勇紀 成城 11.550 50位

3.4.新体操

団体競技

国士舘 12.250 ４位

団体競技

潤徳女子 17.500 優勝
日本女子体育大学附属二階堂 16.500 ３位
藤村女子 14.200 ７位
駒場学園 11.250 11位

個人競技

向山　蒼斗 国士舘 30.350 １位

個人競技

藤井　　陽 日本女子体育大学附属二階堂 25.850 ４位
森谷　祐夢 国士舘 28.600 ３位 中澤　怜那 東亜学園 24.550 ６位
助川蒼太朗 国士舘 26.750 ４位 宮岡　柚季 駒場学園 24.500 ７位

朽木ユリア 安田学園 22.850 ８位
仲宗根華乃 国士館 22.500 13位

クラブ

向山　蒼斗 国士舘 14.150 ２位

フープ

中澤　怜那 東亜学園 14.100 ４位
森谷　祐夢 国士舘 13.550 ４位 藤井　　陽 日本女子体育大学附属二階堂 13.200 ５位
助川蒼太朗 国士舘 13.700 ３位 宮岡　柚季 駒場学園 11.950 ８位

朽木ユリア 安田学園 11.600 ９位
仲宗根華乃 国士館 10.300 19位

スティック

向山　蒼斗 国士舘 16.200 １位

ボール

藤井　　陽 日本女子体育大学附属二階堂 12.650 ５位
森谷　祐夢 国士舘 15.050 ２位 宮岡　柚季 駒場学園 12.550 ６位
助川蒼太朗 国士舘 13.050 ５位 仲宗根華乃 国士館 12.200 ７位

朽木ユリア 安田学園 11.250 10位
中澤　怜那 東亜学園 10.450 18位

5.6.バスケットボール

Ａブロック

八王子学園八王子 Aブロック 優勝

Ａブロック

八雲学園 優勝
実践学園 Aブロック １回戦敗退 明星学園 第２位
成立学園 Aブロック １回戦敗退 東京成徳 １回戦敗退
国学院久我山 Aブロック １回戦敗退 文化学園大杉並 １回戦敗退



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績

Ｂブロック

日本学園 Bブロック ２回戦敗退

Ｂブロック

佼成学園女子 優勝
東海大菅生 Bブロック １回戦敗退 実践学園 ２回戦敗退
足立学園 Bブロック １回戦敗退 国本女子 １回戦敗退
日本大第三 Bブロック １回戦敗退 八王子学園八王子 １回戦敗退

7.8.バレーボール
東亜学園 準決勝敗退（ベスト４） 下北沢成徳 優勝
駿台学園 ４回戦敗退（ベスト８） 八王子実践 準優勝
東洋 ３回戦敗退 共栄学園 第３位
駒澤大高 ３回戦敗退 文京学院大女 ベスト16
東海大菅生 ２回戦敗退 実践学園 ２回戦敗退
大森学園 ２回戦敗退 駿台学園 ２回戦敗退
都立上野 １回戦敗退 藤村女 ２回戦敗退
早稲田実業 １回戦敗退 東京 ２回戦敗退
都立足立新田 １回戦敗退 都立高島 １回戦敗退
安田学園 １回戦敗退 都立駒場 １回戦敗退
日本学園 １回戦敗退 東京立正 １回戦敗退
都立武蔵野北 １回戦敗退 都立日野 １回戦敗退
高輪 １回戦敗退
成城 １回戦敗退

9.10.ソフトテニス

団体

早稲田実業 第３位

団体

文大杉並 優勝
佼成学園 第３位 武蔵野千代田 二回戦敗退
駒澤大学 ２回戦敗退 都立清瀬 一回戦敗退

国本学園 一回戦敗退

個人

櫻井亮輔・両角仁志 駒澤大学 ベスト８

個人

小林・原島ペア 文大杉並 五回戦敗退
大辻文彬・高橋海斗 佼成学園高 ベスト16 黒坂・冨田ペア 文大杉並 五回戦敗退
北澤俊樹・江上将太郎 豊南 ４回戦敗退 村井・八木ペア 武蔵野千代田 五回戦敗退
斎藤　蓮・三瓶尚輝 佼成学園 ４回戦敗退 藤木・南ペア 武蔵野千代田 四回戦敗退
渡邊大凱・吉田　樹 早稲田実業 ３回戦敗退 水谷・安田ペア 文大杉並 四回戦敗退
松村駿樹・須賀紀太 早稲田実業 ３回戦敗退 小松﨑・白﨑ペア 文大杉並 三回戦敗退
須藤瑞明・木﨑隼人 都立清瀬 ３回戦敗退 佐古・江頭ペア 文大杉並 三回戦敗退
久保田偉文・天谷哲也 都立清瀬 ３回戦敗退 齋藤・中根ペア 文大杉並 三回戦敗退
小宅　渉・大川嵐史 駒澤大学高 ２回戦敗退 鈴木・鎌田ペア 文大杉並 三回戦敗退
木鋪　翼・加藤拓海 駒澤大学高 ２回戦敗退 久保田・大西ペア 文大杉並 三回戦敗退
瀧澤慎哉・和田祐介 駒澤大学高 ２回戦敗退 野田・菓子ペア 武蔵野千代田 三回戦敗退
加藤大晴・新井陸斗 駒澤大学高 ２回戦敗退 高橋・髙林ペア 文大杉並 二回戦敗退
村上達哉・金田虎之介 都立清瀬 ２回戦敗退 菊池・髙松ペア 文大杉並 二回戦敗退
飯田結生・内田大生 都立清瀬 ２回戦敗退 庄司・田中ペア 文大杉並 二回戦敗退
田中大地・高倉　慧 豊南 ２回戦敗退 下栃棚・海上ペア 武蔵野千代田 二回戦敗退
水本聖也・菅野宙斗 豊南 ２回戦敗退 土屋・佐藤ペア 国本学園 二回戦敗退
小河元樹・安田有冴 都立戸山 ２回戦敗退 高島・染井ペア 国本学園 二回戦敗退
伊郷太貴・木庭直哉 日本大学鶴ヶ丘 １回戦敗退 小林・平井ペア 都立清瀬 二回戦敗退
村野真路・河野祥大 明法 １回戦敗退 上野・冨澤ペア 早稲田実業 二回戦敗退
佐藤　悠・石井稜真 駒澤大学 １回戦敗退 佐藤・吉井ペア 拓大一高 二回戦敗退

11.ソフトボール
京華 ベスト８ 日出 ２回戦敗退
共栄学園 １回戦敗退 藤村女子 ２回戦敗退

12.スキー
学校対抗 明星 ５位

大回転

市川　岳海 明星 1′02″63 ２位

大回転

西田れいあ 中大付属 2′15″99 ９位
工藤　亮太 獨協 1′03″70 ７位 市川紗理奈 東海大高輪台 2′16″75 11位
川手健太郎 明星 1′03″80 ９位 齋藤きらり 日大二高 2′19″06 14位
山口　礼雅 日体大荏原 1′04″42 13位 大川　瑚夏 日大二高 2′19″27 15位
辻　　卓弥 日大三高 1′06″20 25位 平野　沙織 玉川学園 2′20″00 17位
三原　　蔵 日大二高 1′06″33 27位 山下栄海由 中大付属 2′21″49 20位
饗庭　壮祐 日工大駒場 1′06″76 31位 園部　水優 日工大駒場 2′22″10 22位
高橋　　廣 安田 1′07″67 35位 荻野　咲子 成蹊 2′22″26 23位
西原　優太 日体大荏原 1′08″03 36位 鳴島　沙紀 成蹊 2′24″90 27位
戸田　直人 日大鶴ヶ丘 1′08″28 37位 渡辺ひかる 拓大一高 2′26″24 29位
杉浦　　仁 成蹊 1′09″31 44位 西沢　菜央 十文字 2′27″52 31位
福岡　大知 成蹊 1′09″54 45位 小倉　悠穂 明大明治 2′28″16 33位
安國　貴彦 中大付属 1′09″70 46位 荻野奈々子 成蹊 2′28″41 34位
大田　想楽 都市大付属 1′10″02 49位 松原　由依 日大二高 2′33″02 40位
柳川誠一郎 立教池袋 1′10″51 52位 緑川　慶子 明大明治 2′44″86 48位
石川　　海 日体大荏原 1′10″82 53位 大門　由真 日大鶴ヶ丘 2′45″12 49位
大月　暁信 暁星 1′11″13 55位 宇田川　藍 法政大学高 2′47″60 50位
山内　直己 早稲田実業 1′11″23 56位 西村　三咲 日大二高 2′48″09 51位
佐藤　　稜 獨協 1′11″24 57位 高橋　麻佑 成城学園 2′55″59 54位



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績

大回転

武井　雅大 京華 1′11″56 58位

大回転

伊東　佑奈 明大明治 １st DNF
根津　佑介 本郷 1′11″71 62位 宮澤　莉子 成城学園 １st DNF
鈴木　貴大 日体大荏原 1′11″71 62位 徳重　　舞 十文字 １st DQ
遠藤　正紀 本郷 1′12″40 66位 中俣　美咲 日大二高 ２nd DNF
柳田　雄大 日大二高 1′12″66 68位 足立　莉菜 明大明治 ２nd DNF
雨宮　達也 中大付属 1′13″63 71位 渡邊　幸菜 日大鶴ヶ丘 ２nd DNF
細野　里音 桐朋 1′14″24 74位
二見　裕樹 芝 1′14″96 77位
鳥海遼太郎 日大豊山 1′15″23 79位
家田　智也 本郷 1′15″32 80位
山内　辰馬 芝 1′15″35 82位
島田　樹空 日大三高 1′15″91 83位
木田　悠斗 獨協 1′16″06 84位
中山　健史 麻布 1′16″15 85位
喜連　裕一 明大中野 1′16″78 88位
平野　稔喜 日大三高 1′17″10 92位
相坂　祐樹 立教池袋 1′17″17 94位
長尾　峻治 京華 1′18″01 96位
廣瀬　　直 駒場学園 1′19″47 97位
細田　輝大 芝 1′20″12 99位
駒井　瑛匡 拓大一高 1′20″17 100位
岡本　　龍 玉川学園 DF
大塚　裕大 中大付属 DF
水川　太貴 早稲田実業 DF
高橋　　啓 麻布 DF
森北　和志 都市大付属 DF
大倉　滉太 日大三高 DF
立川　湧斗 日大鶴ヶ丘 DF
野口　輝大 立教池袋 DF
長谷川雄大 本郷 DF
釜井　　睦 成蹊 DF
佐藤　　匠 明大明治 DF

回転

市川　岳海 明星 1′25″53 １位

回転

平野　沙織 玉川学園 1′38″18 12位
岡本　　龍 玉川学園 1′27″62 ７位 市川紗理奈 東海大高輪台 1′38″89 13位
工藤　亮太 獨協 1′29″09 10位 西田れいあ 中大付属 1′39″55 16位
山口　礼雅 日体大荏原 1′31″35 11位 齋藤きらり 日大二高 1′40″43 19位
三原　　蔵 日大二高 1′31″93 13位 大川　瑚夏 日大二高 1′40″54 20位
山内　直己 早稲田実業 1′32″88 18位 山下栄海由 中大付属 1′42″80 21位
饗庭　壮祐 日工大駒場 1′36″51 26位 渡辺ひかる 拓大一高 1′43″84 23位
柳田　雄大 日大二高 1′38″46 32位 武富　零央 聖心女子 1′46″33 24位
三浦　雄輝 早稲田実業 1′38″48 33位 鳴島　沙紀 成蹊 1′47″46 25位
雨宮　達也 中大付属 1′43″94 37位 田中菜々恵 日体大荏原 1′48″64 28位
田中　慈音 成城学園 1′43″60 39位 中桐　悠夏 日大三高 1′49″72 31位
鈴木　貴大 日体大荏原 1′45″53 44位 小倉　悠穂 明大明治 1′50″68 32位
細野　里音 桐朋 1′45″92 45位 永瀬　姫菜 日工大駒場 1′50″75 33位
平野　稔喜 日大三高 1′46″95 46位 松原　由依 日大二高 1′56″98 40位
根津　英樹 巣鴨 1′49″06 51位 足立　莉奈 明大明治 2′00″25 44位
大月　暁信 暁星 1′49″60 53位 大門　由真 日大鶴ヶ丘 2′03″21 45位
根津　佑介 本郷 1′50″11 54位 渡邊　幸菜 日大鶴ヶ丘 2′06″92 50位
本田　悠斗 獨協 1′50″74 55位 緑川　慶子 明大明治 2′09″63 51位
山口　暁史 東海大学菅生 1′51″52 56位 宇田川　藍 法政大学高 2′21″69 55位
高橋　　啓 麻布 1′52″51 58位 西沢　菜央 十文字 2′23″44 56位
喜連　裕一 明大中野 1′53″90 59位 荻野奈々子 成蹊 １st DNF
鳥海遼太郎 日大豊山 1′54″31 60位 徳重　　舞 十文字 １st DNF
藤井　優太 桐朋 1′54″96 62位 宮澤　莉子 成城学園 １st DNF
小宮山直人 日大二高 1′55″55 63位 西村　三咲 日大二高 １st DNF
西原　優太 日体大荏原 1′55″84 64位 荻野　咲子 成蹊 ２nd DNF
金子　大翔 都市大付属 1′57″36 65位 園部　水優 日工大駒場 ２nd DNF
廣瀬　　直 駒場学園 1′59″35 70位
辻　　卓弥 日大三高 1′59″37 71位
高杉　　諒 両国 1′59″87 73位
目連宗一郎 日体大荏原 2′00″72 78位
森北　和志 都市大付属 2′01″54 79位
矢崎　青空 日体大荏原 2′01″91 81位
金子　佑介 麻布 2′02″48 83位
駒井　瑛匡 拓大一高 2′04″94 86位
中村　駿大 芝 2′05″43 87位
榎　康太郎 明大中野 2′06″38 88位



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績

回転

山内　辰馬 芝 2′08″52 90位

回転

田邊　信一 日大櫻丘 2′12″22 94位
二見　裕樹 芝 2′13″71 96位
細田　輝大 芝 2′14″29 97位
越水　雅裕 成城学園 2′26″61 103位
西垣　光平 日大三高 2′29″60 105位
栗原　玲音 麻布 2′32″65 108位
川手健太郎 明星 １st DNF
佐藤　　稜 獨協 １st DNF
大田　想楽 都市大付属 １st DNF
海老澤昂星 法政大学高 １st DNF
島田　樹空 日大三高 １st DNF
小菅　耕大 日大三高 １st DNF
渡辺　大悟 京華 ２nd DNS
高橋　　廣 安田学園 ２nd DNF
相坂　祐樹 立教池袋 ２nd DNF
柿沼　黎生 明大中野 ２nd DNF
野口　耀大 立教池袋 ２nd DQ

フリー
男-10㎞

平原　大介 明治大学中野 52′57″7 22位

フリー
女-５㎞

足立　紗菜 明治大学明治 28′08″8 ７位
藤井　悠輝 豊島学院 54′24″0 24位 井川　珠実 豊島学院 28′26″6 ８位
鳥越　一也 明治大学中野 54′28″9 25位
政氏耀一郎 明治大学中野 56′58″6 26位
村松　夢叶 豊島学院 57′58″1 27位
秋本　理貴 明治大学中野 58′03″1 28位
鳥飼　寛也 豊島学院 58′47″8 29位

クラシカル
男-10㎞

千葉　亮伍 明治大学中野 42′38″1 16位

クラシカル
女-５㎞

井川　珠実 豊島学院 23′39″5 ６位
政氏耀一郎 明治大学中野 42′53″5 18位 足立　紗菜 明治大学明治 24′08″7 ７位
平原　大介 明治大学中野 44′57″9 20位
藤井　悠輝 豊島学院 49′32″8 22位
秋本　理貴 明治大学中野 49′45″6 23位
鳥越　一也 明治大学中野 51′22″2 25位
村松　夢叶 豊島学院 56′19″5 26位
岩瀬　凪摘 豊島学院 DS

リレー 明治大学中野 3:30′01″3 ３位
13.スケート

アイスホッケー
早稲田大学系属早稲田実業 準々決勝敗退
明治大学付属中野 １回戦敗退
法政大学 １回戦敗退

14.15.卓球

団体

実践学園 ３回戦（ベスト８）

団体

武蔵野 第３位
日大豊山 ６回戦（優勝） 文化学園大学杉並 ２回戦敗退
明大中野 ２回戦敗退 明大八王子 １回戦敗退
足立学園 ２回戦敗退 東海大学菅生 １回戦敗退
早稲田実業 ２回戦敗退

シングルス

笠井　智衆 東海大菅生 ２回戦敗退

シングルス

黒野　葵衣 武蔵野 ３回戦敗退
加藤　健太 日大豊山 ４回戦（ベスト16） 海保　愛美 武蔵野 ２回戦敗退
松本　　累 早稲田実業 ４回戦（ベスト16） 青木　萌恵 武蔵野 ３回戦敗退
遠山　達也 日大豊山 ２回戦敗退 花井　可奈 武蔵野 １回戦敗退
佐瀬　大知 白鴎 ３回戦敗退 菅澤杏花里 武蔵野 ２回戦敗退
酒井　秀太 実践学園 ２回戦敗退 井之村早紀 武蔵野 １回戦敗退
秋田　悠吾 実践学園 ３回戦敗退 蓼沼　里沙 文化学園大学杉並 ３回戦敗退
石丸　青樹 足立学園 ２回戦敗退 青木　侑生 文化学園大学杉並 ２回戦敗退
野地　哲平 明大八王子 ２回戦敗退 松山　遥香 文化学園大学杉並 ３回戦敗退
櫻井　智哉 実践学園 ４回戦敗退 日浦　愛佳 日女二階堂 ２回戦敗退

ダブルス

月舘俊介・加藤健太 日大豊山 ５回戦（第３位）

ダブルス

青木萌恵・海保愛美 武蔵野 ベスト８
松本　累・北澤健太郎 早稲田実業 ５回戦（第３位） 黒野葵衣・花井可奈 武蔵野 第３位
櫻井智哉・土屋天人 実践学園 ３回戦敗退 井之村早紀・菅澤杏花里 武蔵野 ３回戦敗退
甚田翔風・石田　武 明大中野 ３回戦敗退 松山遥香・吉田圭希 文化学園大学杉並 ２回戦敗退
岡　太陽・酒井秀太 実践学園 ２回戦敗退 青木侑生・渡辺紗也 文化学園大学杉並 １回戦敗退

16.軟式野球
都立小石川中等 １回戦敗退
日体大荏原 ２回戦敗退（ベスト８）
駒場東邦 ２回戦敗退（ベスト８）

17.ラグビー
國學院大學久我山 Bブロック １位
目黒学院 Cブロック ２位
本郷 Dブロック ２位
早稲田大学系属早稲田実業 Eブロック ２位



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績
東京 Fブロック １位
大東文化大学第一 Gブロック １位

18.サッカー
関東第一 初戦敗退 十文字 第３位
駿台学園 準優勝

19.ハンドボール
昭和第一 第３位 佼成女子 優勝
東海大菅生 BEST16 白梅学園 準優勝
明星 １回戦敗退 文大杉並 １回戦敗退
関東第一 １回戦敗退 明星 BEST16

都立東大和 BEST16
21.バドミントン

淑徳巣鴨 第３位 関東第一 ベスト８
実践学園 ３回戦敗退 淑徳巣鴨 ベスト８
関東第一 ベスト８ 錦城 ３回戦敗退
都立城東 ２回戦敗退 錦城学園 ２回戦敗退
日本ウエルネス １回戦敗退 都立小岩 ２回戦敗退
錦城 ２回戦敗退 都立杉並総合 ２回戦敗退
都立小岩 ２回戦敗退 東京家政学院 １回戦敗退

22.柔道

団体

国士舘 第２位

団体

帝京 第３位
修徳 ベスト８ 国士舘 優勝
足立学園 第３位 渋谷教育学園渋谷 ベスト16
日本体育大学荏原 ２回戦敗退 淑徳 第３位
安田学園 ２回戦敗退 東海大学菅生 ２回戦敗退
工学院大学附属 １回戦敗退 藤村女子 ベスト８
東海大学付属高輪台 １回戦敗退 修徳 ベスト16
明治大学付属中野 １回戦敗退 東海大学付属高輪台 ベスト８
岩倉 １回戦敗退
正則学園 １回戦敗退
都立杉並工業 １回戦敗退
日本学園 １回戦敗退

個人無差別

長谷川　碧 国士舘高 ベスト８
48㎏

布谷　咲花 藤村女子 第３位
小嶋　洸成 修徳 第３位 小林　　雅 淑徳 １回戦敗退

52㎏
大森　生純 帝京 優勝
山本　由香 藤村女子 １回戦敗退

57㎏
五十嵐日菜 国士舘 優勝
石川梨夏子 渋谷教育学園渋谷 ベスト８

63㎏
谷岡　成美 渋谷教育学園渋谷 １回戦敗退
三谷　　桜 帝京 １回戦敗退

70㎏
中村　愛美 帝京 第２位
塚田　芙姫 藤村女子 １回戦敗退

78㎏
熊木　悠花 帝京 １回戦敗退
池田　　紅 藤村女子 １回戦敗退

78㎏超
高橋　瑠璃 帝京 優勝
波多江楽良 淑徳 第２位

23.剣道

団体

国士舘 ベスト８

団体

都立晴海総合 予選リーグ敗退
明治大学付属中野 ベスト８ 日本体育大学桜華 予選リーグ敗退
郁文館 ベスト16 淑徳巣鴨 ベスト８
八王子実践 予選リーグ敗退 都立富士 予選リーグ敗退
都立多摩工業 予選リーグ敗退 東海大学附属高輪台 ベスト16
東海大学菅生 ３位 都立深川 ベスト16
都立富士 予選リーグ敗退 東海大学菅生 ３位
東洋大学京北 予選リーグ敗退 日本体育大学荏原 予選リーグ敗退
足立学園 予選リーグ敗退 国士舘 予選リーグ敗退

個人

吉田　　翔 明治大学付属中野 ベスト８

個人

齋藤　優奈 淑徳巣鴨 ２回戦敗退
山本　恭平 東海大学附属高輪台 １回戦敗退 長堀　美苗 国士舘 １回戦敗退
長谷川勇輝 東洋大学京北 ２回戦敗退 髙橋　実希 東海大学菅生 １回戦敗退
山田　一樹 足立学園 ３位 石川　万尋 日本体育大学桜華 ２位

24.水泳

50m自

尼ヶ崎羽龍 日出 23.80 ７位

50m自

橋本季里香 武蔵野 26.71 ６位
福澤　真平 淑徳巣鴨 23.90 ８位 野村　京桜 日出 26.84 ８位
板場　貴大 早稲田実業 24.12 12位 有賀　寧々 武蔵野 26.93 10位
鈴木　雄策 早稲田実業 24.24 18位 上市　理奈 立教女学院 26.79 11位
成川　　輝 東京成徳大高 24.29 20位 松浦麻理亜 八王子 26.81 13位
野口　栄典 都立豊多摩 24.33 21位 片桐　珠実 淑徳巣鴨 27.00 22位
髙橋　明裕 淑徳 24.40 25位 服部　千夏 日出 27.05 25位



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績
50m自 清水　真央 日出 24.83 37位 50m自 伊藤　花夏 日体大桜華 27.19 30位

100m自

尼ヶ崎羽龍 日出 51.55 ３位

100m自

池江璃花子 淑徳巣鴨 53.47 １位
大貫　　勇 八王子 51.95 ６位 今野凜々香 武蔵野 58.11 15位
鈴木　雄策 早稲田実業 52.61 12位 松浦麻理亜 八王子 58.32 17位
藤原　周大 筑波大附 52.84 18位 橋本季里香 武蔵野 58.33 18位
成川　　輝 東京成徳 52.89 19位 古井丸日菜 淑徳巣鴨 58.50 20位
野口　栄典 都立豊多摩 52.94 21位 上市　理奈 立教女学院 59.01 24位
板場　貴大 早稲田実業 53.34 28位 木下　笑碧 東京成徳 59.05 25位
小川　将輝 日大豊山 53.63 31位 金森　あい 武蔵野 59.07 26位

伊藤　花夏 日体大桜華 59.07 26位

200m自

吉田　啓祐 日大豊山 1:50.92 １位

200m自

鈴木　　希 淑徳巣鴨 2:03.17 ４位
澤田　夏樹 立教池袋 1:52.57 ３位 古井丸日菜 淑徳巣鴨 2:04.79 ６位
瀬良　紘太 日大豊山 1:53.04 ５位 島谷　葉那 東京立正 2:05.97 ９位
山田　晃誠 武蔵野 1:54.42 12位 木下　笑碧 東京成徳 2:07.97 14位
西口　大河 日大豊山 1:54.93 17位 鈴木　由依 八王子 2:08.50 17位
井上　舜喜 日出 1:55.09 18位 小川　梨乃 明中八王子 2:08.54 18位
西田　大晟 八王子 1:55.51 21位 黒金　万紘 昭和女子大附 2:09.17 20位
尾高　康太 都立墨田川 1:56.84 27位 仙石　葉奈 駒場 2:10.00 24位

400m自

吉田　啓祐 日大豊山 3:55.05 １位

400m自

鈴木　　希 淑徳巣鴨 4:18.13 ２位
澤田　夏樹 立教池袋 3:57.44 ３位 小林　　楓 八王子 4:19.23 ３位
西口　大河 日大豊山 4:02.99 12位 島谷　葉那 東京立正 4:24.20 ８位
西田　大晟 八王子 4:04.76 17位 石川　優希 八王子 4:27.61 ９位
小久保拓真 日大豊山 4:04.84 18位 小原　天寧 日出 4:32.97 10位
福田　　樹 八王子 4:07.37 25位 松井　遥苗 武蔵野 4:24.68 13位
鬼頭　秀明 早稲田実業 4:09.70 31位 串田　結依 八王子 4:27.11 19位
佐野　泰貴 武蔵野 4:10.65 34位 一戸　亜美 東大和南 4:34.72 31位

男-1500m自

武井凜太郎 早稲田実業 15:44.12 ２位

女-800m自

小林　　楓 八王子 8:51.93 ２位
小久保拓真 日大豊山 16:12.47 13位 松井　遥苗 武蔵野 9:03.82 ８位
川井　　優 武蔵野 16:17.42 16位 平田　萌夏 日女体大附属 9:04.82 12位
三浦　颯太 八王子 16:21.26 20位 串田　結依 八王子 9:06.50 13位
長島　智彦 日大豊山 16:23.23 21位 石川　優希 八王子 9:06.95 14位
佐野　泰貴 武蔵野 16:24.32 22位 小原　天寧 日出 9:08.37 15位
金子洋太郎 八王子 16:26.44 23位 一戸　亜美 東大和南 9:17.18 24位
日比　俊吾 日大豊山 16:39.71 27位 舟久保七海 淑徳巣鴨 9:24.43 26位

100m背

遠藤　柊斗 淑徳巣鴨 57.30 ４位

100m背

片桐　珠実 淑徳巣鴨 1:03.07 ３位
臼井　礼人 八王子 57.87 ６位 石田　瑠海 八王子 1:07.06 10位
武蔵　　尚 中大附属 57.89 ７位 箭内美七海 八王子 1:04.76 11位
古田　蒼斗 武蔵野 57.98 ８位 内藤　凜音 武蔵野 1:04.77 12位
米山　　毅 早稲田実業 58.80 15位 河合　美優 八王子 1:05.52 20位
由良　柾貴 八王子実践 58.93 18位 髙橋　萌加 武蔵野 1:05.88 23位
長田　樹雄 都立本所 59.12 20位 関口　舞花 学習院女子 1:06.51 30位
石田　凪海 八王子 1:00.26 30位 江畑　志保 駒場 1:07.88 41位

200m背

遠藤　柊斗 淑徳巣鴨 2:02.08 ２位

200m背

石田　瑠海 八王子 2:18.77 ７位
武蔵　　尚 中大附属 2:06.64 ６位 箭内美七海 八王子 2:19.54 11位
臼井　礼人 八王子 2:08.50 ９位 内藤　凜音 武蔵野 2:20.49 15位
八田　勝優 八王子 2:06.94 11位 髙橋　萌加 武蔵野 2:20.65 16位
米山　　毅 早稲田実業 2:07.01 12位 河合　美優 八王子 2:22.12 22位
石田　凪海 八王子 2:07.35 13位 江畑　志保 都立駒場 2:25.64 33位
濵田　真大 日大豊山 2:09.23 20位 飯島　菜月 都立駒場 2:26.08 37位
仙北谷　輝 日出 2:09.99 22位 佐藤　菜月 都立南平 2:26.22 38位

100m平

谷口　　卓 日大豊山 1:02.12 １位

100m平

清水　優希 藤村女子 1:11.19 ６位
伊賀　悠洋 駒場 1:03.43 ７位 庄司　朋世 淑徳巣鴨 1:11.43 ８位
荒井　悠太 八王子 1:03.46 ９位 長谷　珠那 都立墨田川 1:12.38 ９位
大倉　綾太 日大豊山 1:03.55 10位 齊藤　涼夏 八王子 1:12.73 11位
高久　麻希 日出 1:03.99 11位 尾見　桜子 東大附属 1:12.86 12位
佐藤　工介 八王子 1:04.04 12位 中尾実幹子 都立東大和南 1:13.44 19位
廣島　偉来 淑徳巣鴨 1:04.13 13位 埜口　優衣 武蔵野 1:13.67 22位
神田　晴圭 芝浦工大附属 1:04.51 18位 齋藤　一葉 都立駒場 1:15.43 35位
久下　悠世 九段中等 1:04.60 19位

200m平

谷口　　卓 日大豊山 2:14.52 ３位

200m平

庄司　朋世 淑徳巣鴨 2:30.76 ３位
荒井　悠太 八王子 2:14.84 ４位 清水　優希 藤村女子 2:32.09 ５位
大倉　綾太 日大豊山 2:15.38 ５位 齊藤　涼夏 八王子 2:33.95 ９位
高久　麻希 日出 2:18.51 ８位 埜口　優衣 武蔵野 2:34.64 11位
佐藤　工介 八王子 2:18.63 12位 尾見　桜子 東大附属 2:36.43 17位
藤田　大翔 日大豊山 2:19.02 14位 町井　志帆 八王子 2:38.22 23位
榁木　翔太 早稲田実業 2:19.34 16位 下村　美結 武蔵野 2:38.75 27位
中林　雄大 八王子 2:19.64 18位 浅羽　　栞 八王子 棄権

100mバタ 山口　愛斗 淑徳巣鴨 55.02 ３位 100mバタ 池江璃花子 淑徳巣鴨 56.50 １位



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績

100mバタ

佐藤　勇太 都立墨田川 56.80 10位

100mバタ

水口　知保 日出 1:01.25 ５位
大貫　　勇 八王子 56.49 16位 松本　信歩 学芸大附属 1:01.34 ６位
浅野　　健 日出 56.77 22位 長尾　有紗 武蔵野 1:02.03 ８位
三輪　颯人 武蔵野 56.88 24位 野村　京桜 日出 1:02.66 14位
瀬良　紘太 日大豊山 56.90 26位 川邉みなみ 八王子 1:02.75 17位
佐藤　悠生 淑徳巣鴨 57.16 30位 服部　　葵 日出 1:03.21 24位
山田　頼旺 都立墨田川 57.76 36位 八木　美月 都立墨田川 1:03.24 25位

牧野　愛夢 都立東大和南 1:03.38 26位
木村　莉乃 東京立正 1:03.59 28位

200mバタ

山口　愛斗 淑徳巣鴨 1:59.44 １位

200mバタ

水口　知保 日出 2:12.94 １位
浅野　　健 日出 2:01.56 ３位 長尾　有紗 武蔵野 2:14.11 ５位
庄野　敢大 日大豊山 2:03.68 ７位 木村　莉乃 東京立正 2:14.69 ７位
佐藤　悠生 淑徳巣鴨 2:04.74 17位 川邉みなみ 八王子 2:16.73 ９位
牛丸　真秀 堀越 2:06.22 22位 小野真里会 東京成徳大高 2:18.20 18位
山崎　寛史 八王子 2:06.31 23位 宮澤　まこ 日出 2:18.64 22位
伊藤　陽哉 八王子 2:07.00 26位 牧野　愛夢 都立東大和南 2:22.14 34位
桐山　心成 立教池袋 2:07.03 27位 八木　美月 都立墨田川 2:22.59 35位

200m個人
メドレー

大武　誠之 芝浦工大附属 2:01.72 １位

200m個人
メドレー

室木　未菜 堀越 2:16.08 ２位
阿曽慎之介 武蔵野 2:05.55 ２位 松本　信歩 学芸大附属 2:17.49 ３位
廣島　偉来 淑徳巣鴨 2:05.72 ３位 今野凜々香 武蔵野 2:19.88 ７位
笹瀬　　輝 堀越 2:08.34 14位 斎藤　千紘 早稲田実業 2:21.65 10位
梶原　優希 京華 2:08.64 18位 中島未由佳 武蔵野 2:21.28 14位
黒沼　良太 淑徳巣鴨 2:09.03 21位 小野寺愛結 日出 2:21.42 18位
齋藤　慶介 都立杉並 2:09.55 25位 木下莉里愛 聖心女子学院 2:22.95 23位
高田伊武紀 雪谷 2:11.21 34位 風祭　結愛 都立杉並 2:24.54 29位

前田　なな 武蔵野 2:26.22 32位

400m個人
メドレー

大武　誠之 芝浦工大附属 4:20.76 １位

400m個人
メドレー

室木　未菜 堀越 4:43.52 １位
武井凜太郎 早稲田実業 4:30.07 ５位 小野寺愛結 日出 5:02.50 ９位
阿曽慎之介 武蔵野 4:30.99 ６位 平田　萌夏 日女体大附属 5:02.63 10位
齋藤　慶介 都立杉並 4:36.25 17位 中島未由佳 武蔵野 5:00.38 16位
黒沼　良太 淑徳巣鴨 4:36.77 20位 井上　知恵 都立千歳丘 5:14.75 30位
二ノ宮巧睦 東大和南 4:36.99 21位 廣島　歌子 都立松原 5:16.82 31位
中林　雄大 八王子 4:37.28 23位 太田萌々子 都立墨田川 5:17.88 33位
笹瀬　　輝 堀越 4:38.04 24位 間部　陽薫 日出 5:19.63 38位

400mリレー

日大豊山 3:29.14 ２位

400mリレー

淑徳巣鴨 3:47.55 ２位
八王子 3:32.85 ７位 八王子 3:55.93 ８位
日出 3:36.54 10位 武蔵野 3:57.67 10位
淑徳巣鴨 3:33.81 15位 藤村女子 3:58.86 12位
武蔵野 3:35.09 18位 日出 3:58.97 13位
早稲田実業 3:35.29 20位 都立駒場 4:00.19 18位
日体大荏原 3:35.66 25位 東京立正 4:00.75 20位
立教池袋 3:37.17 32位 東京成徳 4:02.42 25位

800mリレー

日大豊山 7:31.58 １位

800mリレー

淑徳巣鴨 8:10.47 １位
淑徳巣鴨 7:36.55 ３位 八王子 8:27.74 ６位
武蔵野 7:47.65 ９位 武蔵野 8:29.50 ７位
早稲田実業 7:47.61 14位 日出 8:33.65 ９位
八王子 7:48.36 16位 東京立正 8:41.61 16位
日出 7:50.12 18位 藤村女子 8:45.04 21位
都立墨田川 7:54.08 27位 都立駒場 8:48.73 24位
堀越 8:01.16 31位 日体大桜華 8:54.59 29位

400m
メドレーリレー

淑徳巣鴨 3:48.31 ２位

400m
メドレーリレー

淑徳巣鴨 4:07.93 １位
八王子 3:49.28 ４位 八王子 4:19.71 ６位
日大豊山 3:50.31 ５位 武蔵野 4:19.79 ７位
日出 3:59.71 10位 藤村女子 4:20.37 ９位
武蔵野 3:55.52 17位 日出 4:23.71 16位
都立墨田川 3:57.00 23位 都立駒場 4:23.87 17位
立教池袋 3:59.78 29位 東京成徳 4:24.79 20位
早稲田実業 失格 都立墨田川 4:25.77 22位

学校対抗
日大豊山 78点 優勝

学校対抗
淑徳巣鴨 90点 ３位

淑徳巣鴨 59点 ４位 八王子 29点 ５位
八王子 25点 ８位 武蔵野 19点 ８位

飛板跳込

金子　舜汰 青山学院 574.45 １位

飛板跳込

近藤　花菜 帝京 398.90 ３位
金戸　　快 日出 540.10 ２位 畑　　梨紗 都立晴海総合 255.55 11位
遠藤　拓人 帝京 539.75 ３位 安田　　舞 帝京 棄権
山田　周汰 帝京 棄権

高飛込
遠藤　拓人 帝京 515.85 １位

高飛込
近藤　花菜 帝京 362.65 １位

金子　舜汰 青山学院 515.50 ２位 畑　　梨紗 都立晴海総合 226.70 ９位
金戸　　快 日出 487.05 ３位 安田　　舞 帝京 棄権



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績
高飛込 山田　周汰 帝京 棄権

飛込学校対抗
青山学院 15点 優勝

飛込学校対抗
帝京 14点 優勝

帝京 14点 ２位
日出 13点 ３位

水球

明大中野 優勝
桐朋 ３回戦敗退
城北 ３回戦敗退
武蔵 １回戦敗退

25.相撲

団体
足立新田 第５位
日本体育大学荏原 第５位

個人　軽重量級 古賀　大輝 日本体育大学荏原 第５位

個人　重量級
齊藤　昂輝 日本体育大学荏原 第５位
山本　純也 日本体育大学荏原 第５位

個人　無差別級 田太　隆靖 足立新田 ベスト16
26.弓道

団体

大平　　遼

八潮 予選敗退

団体

内藤　　碧

桜修館 ベスト16
小野澤翔太 上田みすず
中山　聖太 中町　天音
酒井龍之介 種村　安佑
平山　晶裕

國學院 予選敗退

加藤　あや

慶應義塾女子 ベスト８
西山　雄翔 髙橋　杏奈
河本　将真 中村　彩佳
秋田谷友吾 小林　莉子
池田　完彩

井草 ３位

見米　　彩

文化学園大学杉並 ベスト16
江尻　　翔 遠藤　理彩
小野紘太朗 塩入　瑞季
加藤　拓馬 藤巻　智香
徳田　　仁

東 予選敗退

菰田なつみ

國學院 ベスト16
綾部　裕太 山田　有花
松本　　武 小川　鈴代
野口廉太朗 宮里　天音

竹達　　舞

都立美原 ベスト16
押山ゆめ花
黒木　春香
杉澤　未空

個人
※団体出場者
が兼ねる

※入賞者のみ
記入

大平　　遼 都立八潮 ４位 個人
※団体出場者
が兼ねる

※入賞者のみ
記入

上田みすず 桜修館 優勝
小野紘太朗 都立井草 ７位 加藤　あや 慶應義塾女子 ３位

塩入　瑞季 文化学園大学杉並 ６位
小川　鈴代 國學院 ８位
見米　　彩 文化学園大学杉並 技能優秀

27.レスリング
学校対抗 自由ヶ丘学園 ３位

フリー

51㎏
河村　　歩 文化学園大学杉並 ３位 47㎏ 植松　夏鈴 安部学院 ２位
山口　太一 自由ヶ丘学園 ５位 50㎏ 川井　千晶 日本体育大学桜華 １回戦敗退

55㎏ 菅沼　碧久 自由ヶ丘学園 棄権
53㎏

太田　若那 安部学院 １位

60㎏
森川　海舟 自由ヶ丘学園 １位 長谷川華子 安部学院 敗者復活１回戦敗退
加賀田柊生 文化学園大学杉並 １回戦敗退 本田原　鈴 日本工業大学駒場 １回戦敗退
古屋　諒太 東京実業 １回戦敗退

57㎏
尾崎野乃香 帝京 １位

65㎏
飯田　翔真 自由ヶ丘学園 ２位 吉柴未彩輝 安部学院 ２位
永石　亮太 文化学園大学杉並 ４位

62㎏

石井　亜海 安部学院 １位

71㎏
田中　　宙 自由ヶ丘学園 敗者復活２回戦敗退 佐々木花恋 安部学院 ３位
古屋　　匠 日本工業大学駒場 １回戦敗退 武藤千奈恵 日本工業大学駒場 １回戦敗退

80㎏
今村　大地 自由ヶ丘学園 ３位 鈴木　渚紗 日本体育大学桜華 ４位
品田　陽平 日本工業大学駒場 ４位

68㎏
新倉すみれ 安部学院 予備選リーグ敗退

92㎏
田中　太陽 東京実業 ４位 大関永優美 安部学院 １位
佐々木一生 日本工業大学駒場 ２回戦敗退

74㎏
鏡　　優翔 帝京 １位

125㎏
三橋　柚汰 自由ヶ丘学園 １回戦敗退 長島　水城 安部学院 ２位
船木　学人 東京実業 ２回戦敗退 小澤　萌恵 日本体育大学桜華 ４位

グレコ

51㎏
塩谷　　優 自由ヶ丘学園 １位
山本　陸生 日本工業大学駒場 １回戦敗退

55㎏
神山　隼多 自由ヶ丘学園 ２位
中村　宗達 中央学院大学中央 敗者復活１回戦敗退
坂本　大悟 日本工業大学駒場 １回戦敗退

60㎏ 畑　将太郎 自由ヶ丘学園 １位

65㎏
烏田　将伍 自由ヶ丘学園 敗者復活２回戦敗退
清野　雄大 東京実業 １回戦敗退

71㎏ 山口聖旺竜 大森学園 ２回戦敗退



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績

グレコ
80㎏

大橋　嵐士 自由ヶ丘学園 敗者復活２回戦敗退
神農　大雅 日本工業大学駒場 １回戦敗退

92㎏ 島田　京介 日本工業大学駒場 ４位
125㎏ 鈴木　　琉 大森学園 敗者復活２回戦敗退

28.ホッケー
早稲田大学高等学院 １回戦敗退 成城学園 １回戦敗退

29.テニス

団体

早稲田実業 ３位

団体

早稲田実業 ３位
日出 ベスト８ 大成 ベスト８
東海大菅生 ベスト16 都立富士見丘 １回戦
大成 １回戦 成蹊 １回戦

東京 １回戦

シングルス

渡部　将伍 早稲田実業 ３位

シングルス

神鳥　　舞 早稲田実業 ３位
清水　盾伎 東海大菅生 ベスト８ 齊藤　　唯 早稲田実業 ベスト８
丹下　将太 早稲田実業 ベスト８ 早瀬日菜乃 東京 ベスト16
齋藤　惠佑 日出 ベスト16 木塚　有映 都立東大和 ベスト16
多賀　俊仁 大成 １回戦 鳥海　里帆 東京 ベスト16
小林　大修 早稲田実業 １回戦 松田　望愛 早稲田実業 ベスト16
藤岡　凌大 早稲田実業 １回戦 杉山　　歩 日出 １回戦
柴崎　充志 東海大菅生 １回戦 鈴木　　優 大成 １回戦

ダブルス

丹下・増田 早稲田実業 準優勝

ダブルス

木塚・倉田 都立東大和 ベスト８
山口・貫井 東海大菅生 ３位 齊藤・神鳥 早稲田実業 ベスト８
清水・在原 東海大菅生 ベスト８ 早瀬・鳥海 東京 ベスト８
渡部・小林 早稲田実業 １回戦 松田・松田 淑徳 １回戦

30.ウエイトリフティング
62㎏級 林　　倫汰 東亜学園 160㎏ ９位

53㎏級
関根　　葵 東亜学園 153㎏ ２位

77㎏級
齋藤　正吾 東亜学園 253㎏ １位 坂本　麗名 桐朋女子 115㎏ ７位
岡村　祐希 東亜学園 201㎏ ９位 58㎏級 伊藤　麻衣 東亜学園 167㎏ １位

85㎏級 小倉　千春 東亜学園 185㎏ 12位 63㎏級 加茂　千弦 東亜学園 144㎏ ４位

94㎏級
田宮　　翼 東亜学園 270㎏ １位 75㎏級 中村　美月 東亜学園 130㎏ ３位
仲野　恵樹 東亜学園 182㎏ ７位

85㎏級 佐藤　空斗 東亜学園 243㎏ ２位
31.登山

立正大学付属立正

関東大会にお
いては記録・
順位付けは行
わず

東亜学園

関東大会にお
いては記録・
順位付けは行
わず

明治大学付属中野 専修大学附属
東亜学園
専修大学附属
八王子
都立昭和

32.ボクシング

ピン
Ａ足立　優貴 駿台学園 １回戦敗退 ピン 小林　穂夏 駿台学園 １回戦敗退
Ｂ吉田　　勇 駿台学園 ２位 ライトフライ 篠原　　光 日本体育大学桜華 優勝

ライトフライ
Ａ金子　侑人 駿台学園 １回戦敗退 フライ 成田　　華 駿台学園 ２位
Ｂ高見　亨介 日出 ２位 バンタム 星野　千梨菜 都立府中東 優勝

フライ
Ａ中野　誠士 日出 ２位 Fe 星野　佳亜奈 都立府中東 優勝
Ｂ千吉良将矢 日出 ２位

バンタム
Ａ宇塚　大輔 駿台学園 ３位
Ｂ鶴屋　健人 駿台学園 １回戦敗退

ライト
Ａ吉田　淳平 駿台学園 １回戦敗退
Ｂ染谷　將敬 駿台学園 優勝

ライトウェルター
Ａ森脇　海人 駿台学園 １回戦敗退
Ｂ山田　準輔 日出 １回戦敗退

ウェルター
Ａ秋沢　　龍 駿台学園 ２位
Ｂ天野　亮太 駿台学園 １回戦敗退

ミドル
Ａ須永　大護 駿台学園 優勝
Ｂ吉田　竜太 駿台学園 優勝

学校対抗 駿台学園 ２位
33.ボート

シングルスカル

仲川　耕平 日本大学鶴ヶ丘 3′53″87 決勝３着

シングルスカル

郡　　磨璃 文京学院大学女子 4′18″34 優勝
佐藤周一郎 中央大学杉並 4′02″68 準決勝５着 比後　七海 江戸川女子 4′23″86 決勝３着
中川　翔瑛 安田学園 4′03″08 準決勝６着 田草川向日葵 都立小松川 4′19″60 準決勝４着
崎山　大夢 都立本所 4′03″14 準決勝６着 福岡　　楓 都立本所 4′22″32 準決勝５着
近藤　至恩 都立小松川 4′06″03 敗者復活戦２着 安彦こゆき 中央大学杉並 4′39″40 敗者復活戦３着
見本　大知 筑波大学附属 4′18″41 敗者復活戦３着 林　理佳子 都立墨田川 4′39″81 敗者復活戦４着

ダブルスカル

斎藤大地・白砂壱唯 筑波大学附属 3′45″84 決勝５着

ダブルスカル

谷口二葉・大久保美晴 都立小松川 4′05″59 決勝４着
八木原功太・中山皓貴 都立小松川 3′35″74 準決勝４着 小山愛実・塚本美咲 都立日本橋 4′06″72 決勝５着
小澤一眞・神山直軌 中央大学杉並 3′41″09 準決勝６着 宇田川遥海・岩崎栞乃 筑波大学附属 4′09″73 準決勝５着
野村優斗・大和田諒 都立本所 3′43″04 敗者復活戦２着 小川春奈・神野紗希 中央大学杉並 4′18″84 準決勝６着



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績
ダブルスカル 山本愛来・椎山明海 都立本所 棄権

舵手付クオドルプル

中川・森分・中山・高尾・野毛 中央大学杉並 3′23″82 決勝４着

舵手付クオドルプル

勝又・斉藤・久保田・長芝・西山 都立小松川 3′51″48 決勝３着
谷口・中村・鴇田・徳尾野・篭池 都立小松川 3′19″93 準決勝５着 荒木・田中・相佐・池田・広戸 中央大学杉並 3′54″75 準決勝５着
浅水屋・関口・安達・境・宇佐美 都立墨田川 3′55″88 敗者復活戦５着 櫻井・佐原・横濱・佐藤・松井 都立本所 3′57″12 敗者復活戦４着
京塚・橋本・会田・豊田・佐々木 都立本所 3′59″23 敗者復活戦５着

34.自転車

トラック

チーム・スプリント

百瀬　　仁
都立八王子桑志 第４位 500m

タイム・トライアル

永野日和鈴 成蹊 第５位
岡田　亮太 太郎田水桜 東京成徳 第11位
澤田　侑児 船橋　星来 日体大桜華 第13位
宮野　大地

都立多摩 第17位
２㎞
インディヴィデュア
ル・パーシュート

太郎田水桜 東京成徳 第３位
松本　健治 永野日和鈴 成蹊 第７位
塩浦　駿汰 船橋　星来 日体大桜華 第８位
小川　陽大

日大豊山 第20位高橋　佳大
中村　　翼
中本　隆翔

都立葛西工 第22位有馬　太陽
佐藤　伊織
土屋　宙輝

都立総合工科 第23位松下　征将
関　千夢音

スプリント
土屋　宙輝 総合工科 第７位
高橋　佳大 日大豊山 予選19位
百瀬　　仁 八王子桑志 予選28位

１㎞タイム・トライアル 岡田　亮太 八王子桑志 第４位
３㎞インディヴィデュ
アル・パーシュート

塩浦　駿汰 多摩 第14位
平澤　日貴 多摩 第17位

ケイリン

澤田　侑児 八王子桑志 第10位
松本　健治 都立多摩 １回戦敗退
有馬　太陽 都立葛西工 １回戦敗退
中村　　翼 日大豊山 １回戦敗退

４㎞速度競走

宮野　大地 都立多摩 第４位
宇田川　塁 都立八王子桑志 予選敗退
佐藤　伊織 都立葛西工 予選敗退
伊藤　由伸 都立八王子桑志 予選敗退
吉川　敬介 日大豊山 DNF

スクラッチ

北林　大地 都立八王子桑志 予選敗退
小川　陽大 日大豊山 予選敗退
中本　隆翔 都立葛西工 予選敗退
部谷　　匠 都立八王子桑志 予選敗退
佐藤　　光 日大豊山 予選敗退

ポイント・レース
高木伸一郎 都立八王子桑志 第15位
唐橋　朋希 都立葛西工 DNF
山中　巧巳 都立多摩 DNS

ロード 個人ロード・レース 台風接近のため、中止
35.ライフル射撃

団体AR 六笠、松本、仲平 明治大学付属中野 1826.1 準優勝 団体AR 出場なし

団体BR
内田、金子、中村 明治大学付属中野 1820.8 第10位

団体BR
渡部・堀田・大久保 日本大学櫻丘 1231.8 第５位
須永・田中・杉山 中央大学附属 1216.2 第11位

個人AR

六笠　陸希 明治大学付属中野 本選616.2 決勝243.9 優勝（決勝大会新）

個人AR

高木　　葵 成立学園 本選409.1 決勝201.3 第４位
大塩　勇斗 都立足立新田 本選615.1 決勝136.5 第７位 井浦　一希 都立足立新田 本選409.8 決勝134.4 第７位
仲平　　敦 明治大学付属中野 605.7 第９位 門脇　真央 都立日野 402.2 第９位
松本　賢成 明治大学付属中野 604.2 第10位
高橋　優希 都立桐ヶ丘 590.4 第27位
野本　隆矢 中央大学附属 573.6 第34位

個人BR

内田　英寿 明治大学付属中野 616.8 6s103.4 第18位

個人BR

渡部　夏美 日本大学櫻丘 本選416.0 決勝229.3 第３位
古川　拓視 中央大学附属 611.8 第26位 高橋　優月 日本大学櫻丘 409.8 4s101.6 第22位
荻島　光伸 中央大学附属 606.2 第33位 須永　采奈 中央大学附属 409.7 第23位
金子　鉄生 明治大学付属中野 603.2 第37位 大久保凜花 日本大学櫻丘 408.2 第30位
竹本　昂平 中央大学附属 601.2 第39位 堀田　紗矢 日本大学櫻丘 407.6 第31位
中村　俊介 明治大学付属中野 600.8 第40位 田中　春帆 中央大学附属 405.6 第35位
川西　　樹 日本大学櫻丘 596.7 第45位 杉山さくら 中央大学附属 400.9 4s101.0 第41位

個人BP
御滝　隆一 都立桐ヶ丘 本選542 3x 決勝186.4 第４位

個人BP
林部　美由 中央大学附属 本選335 2x 決勝204.8 第３位

中村　智輝 明治大学付属中野 494　0x 第11位 佐藤　　琳 成立学園 本選362 2x 決勝180.2 第４位
後藤　　花 中央大学附属 本選331 1x 決勝115.0 第７位

36.フェンシング

男子学校対抗
東亜学園 優勝

女子学校対抗
都立王子総合 ３位

都立王子総合 ベスト16 東亜学園 ３位



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績

男子学校対抗

開成 １回戦敗退

女子学校対抗

青山学院 １回戦敗退
本郷 １回戦敗退 明大明治 １回戦敗退
早稲田 １回戦敗退 麹町学園 １回戦敗退
青山学院 １回戦敗退

男子個人

川村　京太 東亜学園 優勝

女子個人

髙橋沙也花 東亜学園 ３位
西口　泰嵩 東亜学園 ４位 齊藤菜乃花 都立王子総合 ９位
メンドーザ ミゲール 東亜学園 ５位 山口みなみ 都立王子総合 10位
前原　雄二 東亜学園 14位 三原　桜子 立教女学院 11位
箱崎　春桃 都立王子総合 19位 枡本さくら 東亜学園 14位
田中　宥希 東亜学園 23位 須栗場　舞 東亜学園 20位
芳野多加志 都立王子総合 40位 佐藤　瑠乃 都立王子総合 25位
多田　耕平 東亜学園 40位 矢野　優笑 東亜学園 29位
宮川　賢斗 東亜学園 48位 菊地　花帆 都立王子総合 30位

熊野　花映 東亜学園 37位
岸本　栞奈 立教女学院 41位
高垣　友栄 麹町学園 43位

37.空手道

団体形

世田谷学園 準優勝

団体形

八雲学園 優勝
保善 ２回戦敗退 目黒学院 ２回戦敗退
帝京 ２回戦敗退 日本大学鶴ヶ丘 １回戦敗退
都立富士森 １回戦敗退 都立富士森 １回戦敗退

団体組手

世田谷学園 第３位

団体組手

帝京 ベスト８
保善 ３回戦敗退 日本大学鶴ヶ丘 ２回戦敗退
都立富士森 ２回戦敗退 錦城 １回戦敗退
目黒学院 １回戦敗退 目黒学院 １回戦敗退

個人形

坂本　直柔 世田谷学園 第３位

個人形

田野　恵都 東京女学館 優勝
倉田　天空 保善 ベスト８ 浅岡　奈々 八雲学園 ベスト８
加賀美駿斗 世田谷学園 １回戦敗退 川上　菜菜 日本大学鶴ヶ丘 １回戦敗退
佐藤　幹太 世田谷学園 １回戦敗退 岩田　彩菜 八雲学園 １回戦敗退

個人組手

中山　太陽 世田谷学園 第３位

個人組手

今井　えり 帝京 ベスト８
長沼　俊樹 保善 ベスト８ 野口　暖日 帝京 ベスト８
春原　駿貴 世田谷学園 １回戦敗退 米盛希々子 帝京 ２回戦敗退
星　　大輔 帝京 １回戦敗退 南保　空花 帝京 ２回戦敗退

38.アーチェリー

団体
都立山崎 ４位 都立足立新田 １位
駒場東邦 ５位 日本工業大学駒場 ２位

個人

井上　寛輝 駒場東邦 11位 渡邉　麻央 都立足立新田 １位
石井　佑哉 駒場東邦 26位 高見　愛佳 都立足立新田 ２位
松田光太郎 駒場東邦 27位 高見　朋夏 都立足立新田 ４位
小笠原大陽 駒場東邦 64位 七野　梨芽 都立松が谷 ９位
仲島　正悟 都立山崎 ９位 浅岡　知穂 日本工業大学駒場 ５位
碓井　翔太 都立山崎 13位 矢島　萌音 日本工業大学駒場 11位
松下　空羅 都立山崎 44位 芹田　有香 日本工業大学駒場 12位
大谷　伊吹 都立山崎 68位 増本　千珠 日本工業大学駒場 35位
浦田　大輔 早稲田大学高等学院 ５位

39.なぎなた

団体戦
都立城東 １位
都立南多摩 ２位

個人戦

伊藤　美桜 都立城東 予選リーグ敗退
佐藤　華音 都立城東 決勝トーナメント二回戦敗退
平田優希奈 都立城東 ３位
加藤　桃子 都立富士 予選リーグ敗退
須田　優花 都立南多摩 １位
上田桜矢香 都立城東 予選リーグ敗退
山中　芙季 都立富士 決勝トーナメント二回戦敗退

演技

押川千優・鈴木柚子 文化学園大学杉並 １位
高橋　希・富岡志織 文化学園大学杉並 ３位
小林春菜・平田優希奈 都立城東 三回戦敗退
須田優花・山下紗佳 都立南多摩 ３位
山中芙季・三井　凛 都立富士 ２位

40.少林寺拳法

団体演武
城北学園 ５位

団体演武
都立清瀬 ２位

早稲田実業 ７位 共栄学園 ６位

組演武

神谷康友・渡瀬隆之 城北 ５位

組演武

今井里歩・粕谷快里 都立清瀬 ３位
山宮輝也・筒井大翔 早稲田実業 ７位 佐野瑛美・青木　睦 都立清瀬 ４位
石田凌也・大濱魁人 都立清瀬 ８位 鈴木敦賀・村田依鶴 共栄学園 ５位

陶山絹香・増山朋華 早稲田実業 ８位
単独演武 申　　在樹 都立砂川 ７位 単独演武 岡　華奈衣 都立清瀬 ７位



競技種目
男　　　子 女　　　子

氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績 女子種目 氏　　名 所　　属 記　　録 成　　績
（☆ヨット）

男子コンバ
インド

大島海洋国際 12位

女子コンバ
インド

大島海洋国際 ９位
日本橋 21位 日本橋 ３位
早稲田大学高等学院 17位
明星学園 10位
早稲田実業 14位

420級

大島海洋国際Ａ 14位

420級

都立大島海洋国際Ａ 11位
都立大島海洋国際Ｂ 16位 都立日本橋Ａ ４位
都立日本橋Ａ 19位 都立日本橋Ｂ ８位
早稲田大学高等学院Ａ 15位
早稲田大学高等学院Ｂ 18位

レーザーラ
ジアル級

都立大島海洋国際Ａ 19位
都立大島海洋国際Ｂ 21位
明星学園Ａ ３位
早稲田実業Ａ ８位

（☆カヌー）
K-2 關口晃規・駒﨑　廉 関東第一 1′56″862 決勝2位 WK-2

K-1

關口　晃規 関東第一 2′00″929 決勝4位

WK-1

古谷　水玖 都立雪谷 2′18″575 決勝3位
大野　青空 都立日本橋 2′08″767 準決勝敗退 大橋　　愛 東京成徳大学 2′34″445 準決勝敗退
駒﨑　　廉 関東第一 2′13″073 準決勝敗退 熊岡　亜弥 都立千早 2′59″863 予選敗退
小牧　秀登 都立立川国際中等教育 2′15″757 準決勝敗退
面木　貫志 日本体育大学荏原 2′19″149 準決勝敗退


