
競 技 種 目 氏 名 所 属 記 録 成 績 競 技 種 目 氏 名 所 属 記 録 成 績

100m 塚口　哲平(3) 明星 10.43 決勝４位 100m 滝田　静海(2) 東京 11.98 準決勝6位

高橋　哲也(3) 八王子学園八王子 10.6 準決勝5位 鷺　麻耶子(2) 都立八王子東 11.82 決勝8位

200m 木村　颯太(3) 明星学園 21.03 決勝3位 200m 須藤　美桜(3) 東京 24.48 準決勝6位

高橋　哲也(3) 八王子学園八王子 21.21 準決勝6位 滝田　静海(2) 東京 24.49 準決勝6位

400ｍ 中島　佑気ジョセフ(3) 城西大学城西 48.30 準決勝3位 400ｍ 須藤　美桜(3) 東京 54.65 決勝3位

津川　瑠衣(3) 八王子学園八王子 55.73 決勝７位

800m 黒田　翼(3) 城西大学城西 1:56.78 予選3位 800m ﾋﾘｱｰ　紗璃苗(3) 明星  2:06.04 決勝１位

川島　琴美(3) 白梅学園  2:12.69 準決勝５位

岡本　愛梨(2) 東京  2:11.34 準決勝３位

南　日向(1) 順天  2:12.25 準決勝５位

鈴木　梨々亜(3) 都立南平  2:13.65 準決勝6位

1500ｍ 石塚　陽士(2) 早稲田実業 3:49.15 決勝8位 1500ｍ 増渕　祐香(3) 錦城学園  4:24.07 決勝8位

甲木　康博(3)　 城西大学城西 3:58.37 予選8位 保坂　晴子(3) 錦城学園  4:25.33 決勝9位

栗原　直央(2) 都立野津田 ４:05.44 予選12位 南　日向(1) 順天高等学校  4:28.26 決勝12位

5000m 石塚　陽士(2) 早稲田実業 14:21.19 決勝8位 3000m 増渕　祐香(3) 錦城学園  9:43.20 決勝14位

110mＨ 梶山　翔平(3) 立教池袋 15.29 準決勝8位 100mＨ 島野　真生(3) 東京 13.97 決勝１位

山西　桃子(3) 白梅学園 14.47 決勝７位

400mH 豊田　兼(2) 桐朋 52.97 準決勝５位 400mH 津川　瑠衣(3) 八王子学園八王子 58.14 決勝１位

松本　雅翔(3) 東京 53.41 予選３位 清水　羽菜(3) 白梅学園 59.07 決勝５位

石渡　楓寿(3) 東京 55.31 予選７位 川村　優佳(3) 日本大学櫻丘 59.91 決勝７位

中野　なみち(3) 駒澤大学  1:02.77 準決勝８位

池高　花(3) 白梅学園  1:02.99 予選４位

3000mSC 内田　賢利(3) 駒澤大学  9:39.06 予選10位

宮澤　徹(3) 國學院大學久我山  9:27.85 決勝10位

5000mW 石戸　瑠汰(3) 東京実業 23:29.77 決勝12位

4×100m 中村・上野・村田・高橋 八王子学園八王子 40.27 決勝４位 4×100m 原本・駒井・ｵｻｲﾌｳｫｰﾏﾝ・今元 八王子学園八王子 47.08 準決勝6位

大脇・寺内・木村・吉田 明星学園 40.66 決勝７位 泉田・伊藤・松岡・高橋 日本工業大学駒場 47.33 準決勝７位

飯野・小野寺・太田・中村 東京 失格

4×400m 臼木・三好・日高・黒田 城西大学城西  3:19.77 準決勝４位 4×400m 光井・駒井・利根川・津川 八王子学園八王子  3:52.48 決勝６位

堀江・吉田・竹尾・寺内 明星学園  3:18.78 予選４位 清水・岡・山口・川島 白梅学園  3:53.66 準決勝６位

走高跳 南雲　優吾(3) 東京 2m05 決勝５位 走高跳 金澤　恵美佳(2) 明星学園 記録なし

宮田　風(3) 東京 1m95 予選５位 細田　弥々(2) 東京 1m67 決勝11位

棒高跳 三宅　慎太郎(3) 明星学園 5m00 決勝4位 棒高跳 小松　晴菜(3) 明星学園 3m40 決勝12位

岡部　彪冴(3) 東京 4m70 決勝16位 大久保　綺更(3) 都立富士 記録なし

小林　直樹(2) 明星学園 4m70 予選９位

走幅跳 井上　晃輔(3) 東京   7m07 決勝12位 走幅跳

京角　遥都(3) 東京   7m06 予選14位

三段跳 三浦　和真(3) 都立小山台  14m27 予選11位 三段跳

麻沼　慎太郎(3) 桐朋  14m20 予選14位

砲丸投 鈴木　愛瑾(3) 東京  16m77 決勝３位 砲丸投 高橋　和奏(2) 東京  13m90 決勝５位

井上　翼(2) 東京  14m80 決勝10位 鶴見　萌々子(3) 東京  12m46 予選７位

池田　大晟(3) 都立東大和  14m82 予選10位

円盤投 薄井　優斗(3) 東京  47m56 決勝４位 円盤投 鶴見　萌々子(3) 東京  40m43 決勝11位

呑口　武(3) 東京  38m82 予選23位

浅倉　穂鷹(3) 都立田無  36m46 予選32位

ハンマー投 西岡　大騎(2) 保善  49m00 決勝14位 ハンマー投 下村　倫子(2) 都立富士  41m85 決勝33位

阿部　雄太郎(3) 保善  53m05 予選15位

政安　和(2) 東京  48m33 予選24位

やり投 伊東　武琉(3) 都立町田  53m77 予選19位 やり投 阿部　汐莉(3) 白梅学園  47m71 決勝６位

八種競技 小俣　靖二朗(3) 都立文京 5670 決勝２位 七種競技 岡部　華鈴(3) 白梅学園 4946点 決勝６位

大久保 綺更 (3) 都立富士 途中棄権

学校対抗 東京 14.5点 ７位 学校対抗 東京 １８点 ５位

男子 國學院大學久我山 2時間04分48 20位 女子 錦城学園 1時間10分01秒 15位

(東京都高校新）

団体総合 日本体育大学荏原 238.700 ４位 団体総合 大智学園 164.900 優勝

個人総合 近藤　衛 日本体育大学荏原 80.050 ８位 個人総合 山田　千遥 大智学園 55.200 ５位

湯元　和志 日本体育大学荏原 78.050 18位 桒嶋　姫子 大智学園 55.150 ６位

宮地　陸斗 日本体育大学荏原 76.400 28位 櫔原　亜子 大智学園 52.350 18位

橋口　晴 日本体育大学荏原 77.400 24位 德田　知沙子 大智学園 52.150 20位

小川　貴大 駒澤大学 71.850(予選) 予選不通過のため順位なし 長島　琴菜 大智学園 51.750 23位

小林　祐大朗 駒澤大学 72.850 56位 安田　美樹 都立駒場 予選敗退

ゆか 近藤　衛 日本体育大学荏原 12.700 57位 跳馬 山田　千遥 大智学園 14.700 優勝

湯元　和志 日本体育大学荏原 13.200 28位 桒嶋　姫子 大智学園 14.600 ２位

宮地　陸斗 日本体育大学荏原 12.850 48位 櫔原　亜子 大智学園 13.700 14位

橋口　晴 日本体育大学荏原 13.150 30位 長島　琴菜 大智学園 13.550 20位

小川　貴大 駒澤大学 12.900 予選不通過のため順位なし 德田　知沙子 大智学園 12.600 61位

小林　祐大朗 駒澤大学 12.800 51位

あん馬 近藤　衛 日本体育大学荏原 14.150 ４位 段違い平行棒 長島　琴菜 大智学園 14.150 ６位

湯元　和志 日本体育大学荏原 11.100 69位 德田　知沙子 大智学園 13.550 10位
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あん馬 宮地　陸斗 日本体育大学荏原 12.750 20位 段違い平行棒 桒嶋　姫子 大智学園 12.850 27位

橋口　晴 日本体育大学荏原 12.350 32位 山田　千遥 大智学園 12.700 29位

小川　貴大 駒澤大学 11.600 予選不通過のため順位なし 櫔原　亜子 大智学園 12.650 32位

小林　祐大朗 駒澤大学 10.950 70位

つり輪 近藤　衛 日本体育大学荏原 12.750 25位 平均台 桒嶋　姫子 大智学園 13.900 7位

湯元　和志 日本体育大学荏原 13.500 11位 山田　千遥 大智学園 13.800 10位

宮地　陸斗 日本体育大学荏原 13.150 17位 德田　知沙子 大智学園 13.500 13位

橋口　晴 日本体育大学荏原 12.600 31位 櫔原　亜子 大智学園 13.200 17位

小川　貴大 駒澤大学 10.600 予選不通過のため順位なし 長島　琴菜 大智学園 12.950 22位

小林　祐大朗 駒澤大学 11.650 61位

跳馬 近藤　衛 日本体育大学荏原 14.050 11位 ゆか 山田　千遥 大智学園 14.000 優勝

湯元　和志 日本体育大学荏原 14.450 ２位 桒嶋　姫子 大智学園 13.800 3位

宮地　陸斗 日本体育大学荏原 11.800 80位 櫔原　亜子 大智学園 12.800 25位

橋口　晴 日本体育大学荏原 13.400 33位 德田　知沙子 大智学園 12.500 43位

小川　貴大 駒澤大学 13.100 予選不通過のため順位なし 長島　琴菜 大智学園 11.100 79位

小林　祐大朗 駒澤大学 13.400 33位

平行棒 近藤　衛 日本体育大学荏原 12.750 30位

湯元　和志 日本体育大学荏原 12.950 24位

宮地　陸斗 日本体育大学荏原 12.950 24位

橋口　晴 日本体育大学荏原 13.650 ８位

小川　貴大 駒澤大学 12.700(予選)　12.550(決勝) 35位

小林　祐大朗 駒澤大学 11.850 56位

鉄棒 近藤　衛 日本体育大学荏原 13.650 ３位

湯元　和志 日本体育大学荏原 12.850 17位

宮地　陸斗 日本体育大学荏原 12.900 16位

橋口　晴 日本体育大学荏原 12.250 43位

小川　貴大 駒澤大学 10.950 予選不通過のため順位なし

小林　祐大朗 駒澤大学 12.200 44位

団体総合 団体総合 駒場学園 20.200 10位

個人総合 森谷　祐夢 国士舘 33.950 １位 個人総合 宮岡　柚季 駒場学園 25.800 11位

スティック 森谷　祐夢 国士舘 17.050 １位 ボール 宮岡　柚季 駒場学園 14.050 ７位

リング 森谷　祐夢 国士舘 16.900 １位 リボン 宮岡　柚季 駒場学園 11.650 21位

実践学園 ベスト16 東京成徳大学 ３回戦ベスト16

成立学園 １回戦 明星学園 ２回戦

駿台学園 ２回戦敗退 下北沢成徳 第３位

東亜学園 グループ予選敗退 共栄学園 準優勝

団体 明法 １回戦敗退 団体 文化学園大学杉並 ３位

個人 小宅　 渉  ・大川　嵐史 駒澤大学 ４回戦敗退 個人 鈴木・白﨑ペア 文化学園大学杉並 優勝

渡邉　大凱・吉田　 樹 早稲田実業 ４回戦敗退 佐古・西東ペア 文化学園大学杉並 準優勝

伊郷　太貴・木庭　直哉 日本大学鶴ヶ丘 ２回戦敗退 竹和・久保田ペア 文化学園大学杉並 5回戦敗退

塩田　健祐・渡辺　 匡 青稜 ２回戦敗退 菊池・高松ペア 文化学園大学杉並 3回戦敗退

小野田　瑠斗・松村　奏澄 明法 ２回戦敗退 高橋・田中ペア 文化学園大学杉並 3回戦敗退

冨安　健大・荒川　怜生 明法 ２回戦敗退 中島・鎌田ペア 文化学園大学杉並 2回戦敗退

山縣　大輝・渡邊　駿人 都立清瀬 １回戦敗退 高島・染井ペア 国本女子 2回戦敗退

金倉　大智・田代　祥大 明法 １回戦敗退 土屋・佐藤ペア 国本女子 2回戦敗退

団体 京華 ２回戦敗退 団体 藤村女子 ベスト８

12.スキー

学校対抗

大回転 康野　瑛次 暁星 ２’０２”６１ ２８位 大回転 西田　れいあ 中央大学附属 ２’１６”５２ ６１位

工藤　亮太 獨協 ２’０８”１０ ６５位 楠本　夏花 東洋英和 ２’１６”５２ ６１位

三浦　悠輝 早稲田実業 ２’０８”７５ ６９位 齊藤　瑚子 成城学園 ２’１７”１４ ６５位

山内　直巳 早稲田実業 ２’０８”７５ ８１位 齋藤　きらり 日本大学第二 ２’１８”０１ ６７位

戸田　直人 日本大学鶴ヶ丘 ２’１３”２２ ９３位 中俣　美咲 日本大学第二 ２’１９”７２ ７４位

三原　蔵 日本大学第二 ２’１５”０５ ９８位 原田　朱莉 ＡＳＩＪ ２’２１”００ ７８位

福岡　大知 成蹊 ２’１７”１４ １０６位 大川　瑚夏 日本大学第二 ２’２３”０９ ８９位

宮脇　瞭 暁星 １ｓｔ　ＤＮＦ 園部　水優 日本工業大学駒場 ２’２５”９９ １００位

水川　太貴 早稲田実業 １ｓｔ　ＤＮＦ 渡辺　ひかる 拓殖大学第一 　 １ｓｔ　ＤＮＦ

新名　将也 青山学院 ２nd　ＤＮＦ 福岡　真子 早稲田実業 ２ｎｄ　ＤＮＦ

中川　琉晟 芝 ２nd　ＤＮＦ

回転 康野　瑛継 暁星 １’４９”９２ ２８位 回転 楠本　夏花 東洋英和 １’５３”８７ ２５位

新名　将也 青山学院 １’５５”９９ ４０位 西田　れいあ 中央大学付属 ２’０２”２３ ４８位

石渡　亮 日本大学第二 １’５７”０５ ４４位 徳重　舞 十文字 ２’０６”５６ ５８位

三原　　蔵 日本大学第二 １ｓｔ　ＤＮＦ 中俣　美咲 日本大学第二 ２’１１”５５ ６９位

山内　直巳 早稲田実業 　 １ｓｔ　ＤＮＦ 安藤　巴菜 成城学園 ２’１２”６１ ７１位

戸田　直人 日本大学鶴ヶ丘 　 １ｓｔ　ＤＮＦ 齊藤　瑚子 成城学園 ２’１４”６３ ７７位

宮脇　瞭 暁星 ２nd　ＤＮＦ 大泉　理香子 青山学院 ２’２４”１９ １０７位

石川　海 日体大荏原 ２nd　ＤＮＦ 渡辺　ひかる 拓殖大学第一 　 １ｓｔ　ＤＮＦ

三浦　雄輝 早稲田実業 ２nd　ＤＮＦ 宮澤　莉子 成城学園 １ｓｔ　ＤＮＦ

細野　音 桐朋 ２nd　ＤＮＦ 福岡　真子 早稲田実業 ２nd　ＤＮＦ

ﾌﾘｰ 鈴木　智貴 法政大学 ３２’４３”４ １３２位 ﾌﾘ- 井川  珠実 豊島学院 ２２’１７”９ ８７位

男-10㎞ 作田　然 豊島学院 ３４’２０”０ １４１位 女-5㎞ 足立  紗菜 明治大学明治 ２６’００”０ ９８位

平原　大介 明治大学中野 ３４’４８”６ １４８位 大島　ユリ 豊島学院 ２７’０２”０ １０２位

村松　夢叶 豊島学院 ３６’２１”６ １５３位 江原　真奈 豊島学院 ２９’２８”４ １０８位

藤井　悠輝 豊島学院 ３６’２３”４ １５４位

井崎　哉夢 法政大学 ３６’３４”８ １５６位

3.4.新体操

5.6.バスケットボール

7.8.バレーボール

9.10.ソフトテニス

11.ソフトボール



ﾌﾘｰ 秋本　理貴 明治大学中野 ３７’２２”２ １５８位 ﾌﾘ-

男-10㎞ 佐川　暖真 明治大学明治 ３７’３７”６ １６０位 女-5㎞

小川　大智 明治大学明治 １６３位

ｸﾗｼｶﾙ 鈴木　智貴 法政大学 ４６’０２”２ １３６位 ｸﾗｼｶﾙ 井川  珠実 豊島学院 　 ８５位

男-10㎞ 千葉　亮伍 明治大学中野 ４７’０４”２ １３８位 女-  5㎞ 足立  紗菜 明治大学明治 ２５’０９”０ ９４位

井崎　哉夢 法政大学 ４８’１３”２ １４１位 大島　ユリ 豊島学院 ２７’２８”０ １０２位

作田　然 豊島学院 ４９’３９”７ １４４位 江原　真奈 豊島学院 ３１’１２”４ １１１位

藤井　悠輝 豊島学院 ５２’０１”０ １５２位

宇佐原　匠人 明治大学明治 ５８’４８”２ １５５位

小川　大智 明治大学明治 ５９’４１”５ １５６位

平原　大介 明治大学中野 ＤＮＳ

前原　悠斗 明治大学中野 ＤＮＳ

寺嶋　謙一郎 豊島学院 ＤＮＳ

ﾘﾚｰ 豊島学院 ＤＮＳ 豊島学院 １：２３’５３”２ １９位

500m 松田  千佳 日本工業大学駒場 42位

500m 松田  千幸 日本工業大学駒場 46位

1000m 松田  千佳 日本工業大学駒場 55位

1000m 松田  千幸 日本工業大学駒場 56位

堀　 義正 新渡戸文化 12位 岡部　季枝 新渡戸文化 14位

鈴木  楽人 駒場学園 20位 依田　茉里紗 城西大学城西 29位

坂東　 凜 駒場学園 34位 木南　沙良 日本大学第一 30位

桃井　 光 東星学園 35位 横谷　杏林 城西大学城西 34位

田村　篤彦 立教池袋 37位 猪股　早哉子 駒場学園 41位

久保田　美佳 クリスチャン　アカデミー　イン　ジャパン 47位

生方　日凜 都立駒場 51位

高津　稀奈 大妻中野 65位

駒場学園 10位 城西大学城西 7位

新渡戸文化 12位 新渡戸文化 17位

東星学園 31位 日本大学第一 29位

立教池袋 33位 駒場学園 37位

クリスチャン　アカデミー　イン　ジャパン 42位

都立駒場 45位

大妻中野 55位

早稲田実業 1回戦敗退

明治大学中野 1回戦敗退

団体 東海大学菅生 ２回戦敗退 団体 武蔵野 ベスト16

安田学園 ３回戦敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ 伊藤　礼博 安田学園 5回戦敗退 ベスト16 ｼﾝｸﾞﾙｽ 加藤　瑞穂 日本工業大学駒場 ベスト32

髙橋　天馬 東海大学菅生 ２回戦敗退 海保　愛美 武蔵野 ベスト16

笠井　智衆 東海大学菅生 １回戦敗退 花井　可奈 武蔵野 3回戦敗退

剣持　将作 実践学園 ３回戦敗退 手島　和奏 武蔵野 １回戦敗退

加藤　健太 日本大学豊山 １回戦敗退 日浦　愛佳 日本女子体育大学二階堂 2回戦敗退

前原　椿樹 東海大学菅生 ２回戦敗退 加賀美　恵奈 武蔵野 ベスト32

相川　扶紗生 東海大学菅生 ３回戦敗退 菅澤　杏花里 武蔵野 2回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 関口　朋弥 安田学園 ２回戦敗退 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 海保 愛美・菅澤 杏花里 武蔵野 3回戦敗退

笠井智衆・髙橋天馬 東海大学菅生 １回戦敗退 手島 和奏・加賀美 恵奈 武蔵野 3回戦敗退

脇ノ谷大河・剣持将作 実践学園 ２回戦敗退 花井 可奈・茅島 未和 武蔵野 3回戦敗退

伊藤礼博・中川大雅 安田学園 ４回戦敗退

前原椿樹・竹中流生 東海大学菅生 ３回戦敗退

本郷 1回戦敗退

東京 ベスト16

國學院大學久我山 1回戦敗退 十文字 優勝

大成 1回戦敗退

関東第一 2回戦敗退 白梅学園 準優勝

団体 学校対抗 淑徳巣鴨 2回戦敗退 学校対抗 関東第一 2回戦敗退

実践学園 2回戦敗退 淑徳巣鴨 2回戦敗退

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 野田 好希 淑徳巣鴨 3回戦敗退 ｼﾝｸﾞﾙｽ 田中　寿奈 淑徳巣鴨 2回戦敗退

冨塚 慎之介 淑徳巣鴨 2回戦敗退 大髙 舞衣 関東第一 1回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 野田好希・小室直椰 淑徳巣鴨 3回戦敗退 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 南雲美音・大髙舞衣 関東第一 2回戦敗退

溝口航平・江頭桜空 淑徳巣鴨 3回戦敗退 田中寿奈・小野里かなう 淑徳巣鴨 1回戦敗退

団体 国士舘 優勝 団体 帝京 ２回戦敗退

個人 60㎏級 長尾　光真 修徳 ２回戦敗退 48kg級 桑田　彩菜 淑徳 ２回戦敗退

66㎏級 冨永　雄太郎 都立駒場 ベスト８（第５位） 52kg級 川田　歩実 修徳 優勝

73㎏級 小田桐　美生 国士舘 第３位 57kg級 中水流　りり 渋谷教育学園渋谷 優勝

81㎏級 増地　遼汰朗 安田学園 第３位 63kg級 谷岡　成美 渋谷教育学園渋谷 第３位

90㎏級 道下　新大 国士舘 優勝 70kg級 田嶋　海佳 帝京 ３回戦敗退

100㎏級 グリーン カラニ 海斗 日本体育大学荏原 ベスト８（第５位） 78kg級 池田　紅 藤村女子 準優勝

100㎏超級 斉藤　立 国士舘 優勝 78kg超級 波多江　楽良 淑徳 ベスト８（第５位）

団体 明治大学中野 予選リーグ敗退 団体 淑徳巣鴨 ベスト16

個人 阿比留　宏貴 明治大学中野 ３位 個人 長堀　美苗 国士舘 ベスト８

二ツ森　飛鳥 郁文館 １回戦敗退 筒井　海夏 淑徳巣鴨 １回戦敗退

13.スケート

13.ｱｲｽﾎｯｹｰ

学校別総合

個人総合

学校別総合

14.15.卓球

18.サッカー

19.ハンドボール

21.バドミントン

22.柔道

17.ラグビー

23.剣道

ｽﾋﾟｰﾄﾞ

個人総合ﾌｨｷﾞｱ



50m自 田中　厚吉  日本大学豊山 23.6 6位 50m自 船越　彩椰  淑徳巣鴨 26.34 9

成川　輝  東京成徳大学 24.1 22位 橋本　季里香  武蔵野 26.69 14

三輪　颯人  武蔵野 24.34 38位 野村　京桜  目黒日本大学 26.76 19

髙橋　明裕  淑徳 24.45 43位 片桐　珠実  淑徳巣鴨 26.87 22

松浦　麻理亜  八王子学園八王子 27.03 28

上市　理奈  立教女学院 27.04 29

中野　乃梨子  目黒日本大学 27.34 46

待井　ひなた  八王子学園八王子 27.68 54

100m自 柳本　幸之介  日本大学豊山 51.58 6位 100m自 長尾　佳音  武蔵野 56.53 4位

成川　輝  東京成徳大学 52.22 20位 船越　彩椰  淑徳巣鴨 57.68 8位

鈴木　雄策  早稲田実業 52.26 22位 松浦　麻理亜  八王子学園八王子 58.19 24位

田中　厚吉  日本大学豊山 52.58 26位 古井丸　日菜  淑徳巣鴨 58.4 26位

三輪　颯人  武蔵野 52.73 30位 上市　理奈  立教女学院 58.47 29位

200m自 瀬良　紘太  日本大学豊山 01:50.24 2位 200m自 長尾　佳音  武蔵野 02:00.85 2位

柳本　幸之介  日本大学豊山 01:50.64 3位 小原　天寧  目黒日本大学 02:04.20 7位

山田　晃誠  武蔵野 01:53.98 21位 古井丸　日菜  淑徳巣鴨 02:06.67 25位

川口　裕大  日本大学豊山 01:54.45 26位 小川　萌々  東京立正 02:06.92 29位

尾高　康太  都立墨田川 01:54.47 28位

西田　大晟  八王子学園八王子 01:54.61 32位

400m自 瀬良　紘太  日本大学豊山 03:53.10 2位 400m自 小林　楓  八王子学園八王子 04:17.90 4位

川口　裕大  日本大学豊山 03:59.49 12位 小原　天寧  目黒日本大学 04:23.13 20位

山田　晃誠  武蔵野 04:00.46 14位 串田　結依  八王子学園八王子 04:26.23 27位

西田　大晟  八王子学園八王子 04:01.56 19位

長島　智彦  日本大学豊山 04:03.47 35位

三浦　颯太  八王子学園八王子 04:03.59 36位

1500m自 小久保　拓真  日本大学豊山 15:56.38 13位 800m自 小林　楓  八王子学園八王子 08:45.31 2位

三浦　颯太  八王子学園八王子 16:16.66 37位 平田　萌夏  日本女子体育大学二階堂 08:51.95 6位

串田　結依  八王子学園八王子 09:07.35 25位

100m背 伊藤　智裕  日本大学豊山 57.17 6位 100m背 石田　瑠海  八王子学園八王子 01:03.50 6位

臼井　礼人  八王子学園八王子 58.17 13位 片桐　珠実  淑徳巣鴨 01:03.82 9位

田中　雄貴  日本大学豊山 57.94 18位

米山　毅  早稲田実業 16:48.00 19位

由良　柾貴  八王子実践 00:00.00 34位

200m背 伊藤　智裕  日本大学豊山 02:02.74 9位 200m背 竹葉　智子  目黒日本大学 02:13.94 2位

田中　雄貴  日本大学豊山 02:04.50 11位 今野　凜々香  武蔵野 02:15.89 6位

米山　毅  早稲田実業 02:05.23 13位 石田　瑠海  八王子学園八王子 02:18.24 12位

八田　勝優  八王子学園八王子 02:05.45 14位

臼井　礼人  八王子学園八王子 02:08.31 42位

由良　柾貴  八王子実践 02:11.92 60位

100m平 谷口　卓  日本大学豊山 01:01.20 2位 100m平 長谷　珠那  都立墨田川 01:10.64 7位

大倉　綾太  日本大学豊山 01:02.17 4位 庄司　朋世  淑徳巣鴨 01:10.92 10位

高久　麻希  目黒日本大学 01:03.67 18位 阿部　恋奈  淑徳巣鴨 01:11.32 11位

伊藤　康秀  目黒日本大学 01:04.91 34位 黒部　和花  都立両国 01:12.25 21位

松本　恭太郎  筑波大学附属 01:05.17 37位 堀　夏葉  武蔵野 01:12.46 23位

200m平 谷口　卓  日本大学豊山 02:11.13 優勝 200m平 庄司　朋世  淑徳巣鴨 02:31.49 10位

濱出　咲哉  淑徳巣鴨 02:15.54 7位 堀　夏葉  武蔵野 02:33.53 18位

藤田　大翔  日本大学豊山 02:16.56 13位 内田　初希  藤村女子 02:33.76 21位

高久　麻希  目黒日本大学 02:16.98 14位 藤井　乙葉  淑徳巣鴨 02:35.29 31位

松本　恭太郎  筑波大学附属 02:17.77 23位

大倉　綾太  日本大学豊山 02:17.83 24位

100mﾊﾞﾀ 山崎　寛史  八王子学園八王子 55.59 15位 100mﾊﾞﾀ 水口　知保  目黒日本大学 01:00.84 6位

内藤　万愛  八王子学園八王子 01:00.85 7位

野村　京桜  目黒日本大学 01:01.25 8位

野田　佑風  かえつ有明 01:01.58 13位

木村　瑠里  目黒日本大学 01:02.85 28位

200mﾊﾞﾀ 北川　凜生  日本大学豊山 02:00.21 9位 200mﾊﾞﾀ 内藤　万愛  八王子学園八王子 02:11.45 2位

水口　知保  目黒日本大学 02:12.69 6位

竹葉　智子  目黒日本大学 02:12.24 9位

野田　佑風  かえつ有明 02:16.45 19位

宮澤　まこ  目黒日本大学 02:16.82 24位

200m個人 中田　優一郎  日本大学豊山 02:03.16 2位 200m個人 今野　凜々香  武蔵野 02:16.97 4位

ﾒﾄﾞﾚｰ 阿曽　慎之介  武蔵野 02:04.03 4位 ﾒﾄﾞﾚｰ 黒部　和花  都立両国 02:17.26 5位

高田　伊武紀  都立雪谷 02:09.02 33位 佐藤　梨央  東京大学附属 02:20.67 16位

黒沼　良太  淑徳巣鴨 02:09.16 35位

400m個人 阿曽　慎之介  武蔵野 04:26.38 10位 400m個人 平田　萌夏  日本女子体育大学二階堂 04:55.50 8位

ﾒﾄﾞﾚｰ 北川　凜生  日本大学豊山 04:31.01 20位 ﾒﾄﾞﾚｰ 佐藤　梨央  東京大学附属 04:57.34 17位

髙橋　萌加  武蔵野 05:04.59 42位

藤井　乙葉  淑徳巣鴨 05:05.45 43位

400mﾘﾚｰ 瀬良・北川・谷口・柳本 日本大学豊山 03:23.36 2位 400mﾘﾚｰ 松橋・長尾・橋本・今野 武蔵野 03:50.20 2位

西田・前原・山崎・福田 八王子学園八王子 03:32.09 16位 水口・竹葉・中野・小原 目黒日本大学 03:51.42 5位

宮澤・清水・加藤・井上 目黒日本大学 03:33.85 24位 船越・古井丸・片桐・庄司 淑徳巣鴨 03:53.58 11位

矢島・三輪・阿曽・山田 武蔵野 03:33.86 25位 志村・内藤・待井・松浦 八王子学園八王子 03:54.25 12位

山田・福宮・尾高・佐藤 都立墨田川 03:35.00 35位 仙石・田畑・江畑・加藤 都立駒場 04:01.75 40位

鈴木・鬼頭・高岡・大野 早稲田実業 03:35.91 42位 明里・笠井・押田・舩木 藤村女子 04:02.07 44位

星野・黒沼・馬場・村田 淑徳巣鴨 03:38.85 58位 風祭・長谷川・田中・小林 都立杉並 04:02.33 47位

800mﾘﾚｰ 瀬良・川口・北川・柳本 日本大学豊山 07:26.40 優勝 800mﾘﾚｰ 小原・水口・小野寺・竹葉 目黒日本大学 08:21.95 6位

山田・阿曽・三輪・田中 武蔵野 07:42.02 15位 古井丸・船越・庄司・舟久保 淑徳巣鴨 08:24.18 9位

西田・三浦・金子・福田 八王子学園八王子 07:43.25 17位 鈴木・小林・志村・内藤 八王子学園八王子 08:24.26 10位

井上・齋藤・宮澤・向山 目黒日本大学 07:46.45 24位 松橋・長尾・今野・橋本 武蔵野 08:26.43 13位

24.水泳



800mﾘﾚｰ 畑中・山田・橋本・尾高 都立墨田川 07:52.52 46位 800ｍﾘﾚｰ 舩木・笠井・明里・押田 藤村女子 08:45.68 48位

鈴木・鬼頭・高岡・上村 早稲田実業 07:54.51 52位 仙石・佐々木・高木・加藤 都立駒場 08:48.24 53位

黒沼・村田・馬場・星野 淑徳巣鴨 07:55.81 55位

400m 伊藤・谷口・瀬良・柳本 日本大学豊山 03:42.43 優勝 400m 片桐・庄司・船越・古井丸 淑徳巣鴨 04:12.34 4位

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 臼井・中林・山崎・西田 八王子学園八王子 03:51.29 10位 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 竹葉・遠藤・水口・小原 目黒日本大学 04:14.09 7位

池田・高久・宮澤・井上 目黒日本大学 03:52.46 14位 今野・堀・長尾・橋本 武蔵野 04:16.16 12位

米山・石山・鬼頭・鈴木 早稲田実業 03:53.76 24位 遠藤・奈須田・内藤・松浦 八王子学園八王子 04:18.30 16位

黒沼・濱出・馬場・星野 淑徳巣鴨 03:57.77 42位 笠井・内田・明里・押田 藤村女子 04:23.85 26位

江畑・鈴木・仙石・田畑 都立駒場 04:25.33 33位

清水・藤平・山本・木下 東京成徳大学 04:26.62 40位

田中・長谷・中茎・千田 都立墨田川 04:29.66 49位

学校対抗 日本大学豊山 ２６５点 優勝 学校対抗 目黒日本大学 130点 5位

武蔵野 103点 8位

飛板跳込 遠藤　拓人 帝京 536.05点 3位 飛板跳込 安田　舞 帝京 466.95点 優勝

近藤　花菜 帝京 425.45点 3位

高飛込 遠藤　拓人 帝京 476.50点 4位 高飛込 安田　舞 帝京 412.65点 2位

近藤　花菜 帝京 397.95点 4位

宮井　かおり 東亜学園 145.25点 27位

【公開競技】 【公開競技】 近藤　花菜 帝京 178.56点 優勝

シンクロ飛板飛込 シンクロ飛板飛込

学校対抗 帝京 11点 4位 学校対抗 帝京 26点 優勝

水球 明治大学中野 8位

団体 都立足立新田 ベスト32

個人 酒井　雄己 日本体育大学荏原 予選敗退

大場　優樹 都立足立新田 予選敗退

小坂　剛 明治大学中野 予選敗退

個人 和泉　樂 都立芦花 準決勝進出 個人 三橋　結子 都立桜修館中等教育 予選敗退

田沼　翔太 都立桜修館中等教育 決勝進出 見米　彩 文化学園大学杉並 予選敗退

団体 学校対抗 自由ヶ丘学園 2回戦敗退

個人 51㎏級 五木田　琉 自由ヶ丘学園 3回戦敗退 47ｋg級 植松　夏鈴 安部学院 5位

55kg級 塩谷　優 自由ヶ丘学園 2位 50ｋｇ級 坂本　由宇 帝京 3位

60kg級 高橋　海大 帝京 3位 53ｋｇ級 西田　紗織 安部学院 1回戦敗退

65kg級 烏田　将伍 自由ヶ丘学園 5位 藤山　いろは 安部学院 2回戦敗退

71kg級 佐藤　匡記 帝京 1位 57ｋｇ級 佐々木　花恋 安部学院 2回戦敗退

80kg級 濱田　豊喜 日本工業大学駒場 2回戦敗退 浅井　紅吏 安部学院 2回戦敗退

92kg級 神農　大雅 日本工業大学駒場 1回戦敗退 62ｋｇ級 石井　亜海 安部学院 2位

125㎏級 三橋　柚汰 自由ヶ丘学園 3回戦敗退 鈴木　未結 日本体育大学荏原 2回戦敗退

68ｋｇ級 新倉　すみれ 安部学院 1回戦敗退

74kg級 鏡　優翔 帝京 1位

長島　水城 安部学院 2位

小澤　萌恵 日本体育大学桜華 5位

早稲田学院 ベスト16 出場なし

団体 団体 早稲田実業 ベスト16 団体 早稲田実業 優勝

東海大学菅生 ベスト16 東京 ベスト32

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 飯田　拓弥 大成 ２回戦 ｼﾝｸﾞﾙｽ 神鳥　舞 早稲田実業 3位

藤岡　凌大 早稲田実業 ２回戦 河野　瑞生 早稲田実業 1回戦

倉持　英希 東海大学菅生 1回戦 木塚　有映 都立東大和 ２回戦

木原　啓汰 早稲田実業 ２回戦 高橋　礼奈 大成 ベスト３２

舩木　美莉 早稲田実業 ２回戦

多賀・井田 大成 1回戦 笠原・河野 早稲田実業 ベスト32

61kg級 林　倫汰 東亜学園 トータル183ｋｇ 34位

67kg級 小林スイナ 日本大学鶴ヶ丘 トータル171ｋｇ 53位

81kg級 蛯名　廉 日本大学鶴ヶ丘 トータル196ｋｇ 39位

89kg級 田宮　翼 東亜学園 トータル284ｋｇ 優勝

89kg級 小倉　千春 東亜学園 トータル218ｋｇ 19位

89kg級 田中　健太 日本大学鶴ヶ丘 トータル207ｋｇ 26位

102kg級 仲野　恵樹 東洋大学京北 トータル252ｋｇ ７位

団体 早稲田実業 40位 団体 早稲田実業 33位

個人 ピン 関根　健太 駿台学園（定時） ベスト16

ﾗｲﾄﾌﾗｲ 高見　亨介 目黒日本大学（通信） 優勝

ﾌﾗｲ 中野　誠士 目黒日本大学 初戦敗退

ﾊﾞﾝﾀﾑ 宮本　陽樹 駿台学園（定時） ベスト16

ﾗｲﾄ 染谷　蔣敬 駿台学園 ベスト16

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ 森脇　海人 駿台学園 第3位

ｳｪﾙﾀｰ 坂下　広併 駿台学園 初戦敗退

ミドル 内田　奎椰 駿台学園 ベスト16

舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 森・亀田・村山・桑原・近藤 都立小松川 3'14"58 準々決勝3着 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 星野・長芝・間彦・田草川・大久保 都立小松川 3'32"32 決勝4着

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 細川・久松 中央大学杉並 3'27"14 敗者復活4着 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 安彦・吉本 中央大学杉並 3'55"10 準々決勝4着

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 中川　翔瑛 安田学園 3'46"47 準々決勝5着 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 郡　磨璃 文京学院大学女子 4'9"15 決勝4着

29.テニス

30.ウェイトリフティング

31.登山

32.ボクシング

33.ボート

25.相撲

26.弓道

27.レスリング

28.ホッケー



ﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 北林　大地 4'32"764 第6位 ケイリン 阿部　セラ 日本大学第二 第3位

宇田川　塁 ポイント・レース 渡部　春雅 駒澤大学 46点 第1位

留目　夕陽 永野　日和鈴 成蹊 11点 第3位

西本　健三郎

スプリント 土屋　宙輝 都立総合工科 11"378 予選 19位

小嶋　海音 都立八王子桑志 11"712 予選 33位

1km 宇田川　塁 都立八王子桑志 1'07"563 第9位

ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ

ケイリン 吉川　敬介 日本大学豊山 1/4 決勝 1組 6位

澤田　侑児 都立八王子桑志 1/4決勝 4組 4位

スクラッチ 佐藤　光 日本大学豊山 予選 1組  17位

西本　健三郎 都立八王子桑志 予選 2組  8位

ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ 北林　大地 都立八王子桑志 4点 予選 1組 9位

個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 留目　夕陽 都立八王子桑志 2:30'34"7 第5位 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 渡部　春雅 駒澤大学 1:32'45"6 第1位

宇田川　塁 都立八王子桑志 DNF 阿部　セラ 日本大学第二 1:40'46"1 第13位

西本　健三郎 都立八王子桑志 DNF 永野　日和鈴 成蹊 DNF

吉岡　祐太郎 城北 DNF

久我　聡 成城 DNF

吉川　敬介 日本大学豊山 DNF

学校対抗 都立八王子桑志 8点 第22位

団体 学校対抗 東亜学園 ベスト32 学校対抗 東亜学園 ベスト８

個人 ﾌﾙｰﾚ 西口　泰嵩 東亜学園 ３位 ﾌﾙｰﾚ 重藤　美紀 東亜学園 ５位

三浦　知哉 自由ヶ丘学園 ベスト64 髙橋　沙也花 東亜学園 ベスト32

ｴﾍﾟ 松本　龍 都立王子総合 準優勝 ｴﾍﾟ 盧　承延 都立王子総合 ３位

　

ｻｰﾌﾞﾙ 津森　志道 東亜学園 ７位 ｻｰﾌﾞﾙ 金子　優衣奈 麹町学園女子 ３位

団体 保善 ３回戦敗退 ベスト16 団体 帝京 決勝戦 準優勝

個人 組手 春原　駿貴 世田谷学園 ４回戦敗退 ベスト16 組手 米盛　希々子 帝京 ２回戦敗退

醍醐　建 世田谷学園 ２回戦敗退 今井　えり 帝京 ３回戦敗退

形 加賀美　駿斗 世田谷学園 準決ラウンド敗退 形 岩田　彩菜 八雲学園 第７位

渥美　大樹 保善 第１ラウンド敗退 泉優　里花 八雲学園 第２ラウンド敗退

団体 日本工業大学駒場 予選落ち 団体 都立足立新田 8位

個人 伊藤　魁晟 都立足立新田 8位 個人 渡辺　麻央 都立足立新田 優勝

隅岡　将輝 日本工業大学駒場 予選落ち 園田　稚　 都立足立新田 4位

五関　駿斗 日本工業大学駒場 予選落ち 渋谷　樹里 都立足立新田 8位

黒田　零音 日本工業大学駒場 予選落ち 浅岡　知穂 日本工業大学駒場 32位

団体 都立城東 予選リーグ敗退

個人 箕輪　憩 都立城東 決勝リーグ1回戦敗退

小林　春菜 都立城東 予選リーグ敗退

演技 國時 佐和子・長谷川 柚 都立富士 予選リーグ敗退

藤原 羽菜・甲斐 千尋 都立富士 予選リーグ敗退

団体 団体演武 早稲田実業 決勝進出 11位 団体演武 早稲田実業 決勝進出 ３位

個人 組演武 筒井 大翔・宇田 樹 早稲田実業 予選敗退 組演武 西村　彩・三森　菜々香 早稲田実業 決勝進出 ３位

前田　泰雅・清水　夕馬 都立国立 予選敗退 中原　栞理・松尾　和香 都立清瀬 決勝進出 16位

単独演武 旦　尚紘 芝学園 予選敗退 単独演武 増山　朋華 早稲田実業 決勝進出 14位

長谷川　遥歩 都立昭和 予選敗退 新井　智咲 早稲田実業 決勝進出 13位

( ☆ヨット)  *今大会出場なし

FJ級 ソロ

デュエット

( ☆カヌー）

K-1(500m) 關口　晃規 関東第一 決勝進出 ９位 WK-1（500ｍ） 熊岡　亜弥 都立千早 2'52'225　 準決勝敗退

K-2（500ｍ） 關口　晃規・駒﨑　廉 関東第一 準決勝敗退

K-1(500m) 關口　晃規 関東第一 WK-1（500ｍ） 熊岡　亜弥 都立千早

K-2（500ｍ） 關口　晃規・駒﨑　廉 関東第一
台風接近のため中止

34.自転車

36.フェンシング

37.空手道

38.アーチェリー

39.なぎなた

40.少林寺拳法

都立八王子桑志

トラック

ロード

台風接近のため中止


