


１位 ２位 ３位 ４位
1 男 東京 城西大学城西 八王子学園八王子 明星学園

2 女 東京 都立富士 日本工業大学駒場 白梅学園

体操 男 駒澤大学 日本体育大学荏原 都立駒場 日本工業大学駒場

新体操 男 国士舘

体操 女 大智学園 駒沢大学 藤村女子 都立駒場

新体操 女 日本女子体育大二階堂 潤徳女子 駒場学園 藤村女子

5 男 実践学園 八王子学園八王子 東海大学菅生 成立学園

6 女 明星学園 八雲学園 東京成徳大学 実践学園

7 男 駿台学園 東亜学園 早稲田実業学校高等部 東海大学菅生

8 女 下北沢成徳 共栄学園 文京学院大学女子 八王子実践

9 男 駒澤大学 明法 佼成学園 青稜

10 女 文化学園大学杉並 国本女子
男 共栄学園 京華
女 神田女学園 目黒日本大学
男

女

13 アイスホッケー 男 早稲田実業学校高等部 明治大学中野 東京都市大学付属

14 男 実践学園 安田学園 東海大学菅生 足立学園

15 女 武蔵野 明治大学中野八王子 文化学園大学杉並 都立大田桜台

16 軟式野球 男 城西大学城西 成立学園

17 ラグビー 男 国学院大学久我山 目黒学院 東京 明治大学中野
男 実践学園 帝京 駿台学園 堀越
女 十文字 修徳 都立国分寺 都立世田谷総合
男 関東第一 昭和第一
女 佼成学園女子 白梅学園

20 アメリカンフットボール 男 佼成学園 足立学園 早稲田大学高等学院 駒場学園
男 淑徳巣鴨 関東第一 実践学園 錦城
女 関東第一 淑徳巣鴨 錦城 実践学園
男 国士舘 日本体育大学荏原 修徳 明治大学中野
女 帝京 渋谷教育学園渋谷 藤村女子 国士舘
男 正則学園 東海大学菅生 東海大学高輪台 巣鴨
女 淑徳巣鴨 日本体育大学桜華 富士 修徳

水泳（競 泳） 男 日本大学豊山 淑徳巣鴨 八王子学園八王子 目黒日本大学

  女 淑徳巣鴨 八王子学園八王子 武蔵野 早稲田実業学校高等部

      （水 球) 男 城北 明治大学中野 桐朋 武蔵
女 藤村女子  中央大学 吉祥女子 都立井草

25 相撲 男 都立足立新田 目黒日本大学 明治大学中野 日本体育大学荏原
男 都立美原 都立桜修館中等 都立井草
女 都立美原 都立桜修館中等 都立東

27 レスリング 男 自由ヶ丘学園
男 学習院高等科 早稲田大学高等学院
女 東京学芸大学 成城学園
男 日本大学第三 東海大学菅生 大成 早稲田実業学校高等部
女 目黒日本大学 大成 東京 早稲田実業学校高等部

30 ウエイトリフテイング 男 東亜学園 日本大学鶴ヶ丘鶴ヶ丘
男 立正大学立正 都立昭和A 早稲田実業学校高等部A 早稲田実業学校高等部B
女 早稲田実業学校高等部 専修大学 都立工芸 八王子学園八王子A

32 ボクシング 男

ボート(舵手付クオドルプル) 男 中央大学杉並 都立小松川 早稲田大学高等学院 都立日本橋
女 都立小松川 中央大学杉並

      （ダブルスカル） 男 都立日本橋 都立本所 都立小松川 中央大学杉並
女 都立小松川 中央大学杉並 都立本所 都立日本橋
男 都立八王子桑志 都立総合工科 都立葛西工業 日本大学豊山
女 都立八王子桑志
男 明治大学中野 日本大学櫻丘 中央大学 都立東村山
女 中央大学 日本大学櫻丘 都立桐ヶ丘
男 東亜学園 青山学院高等部 都立王子総合 早稲田
女 東亜学園 都立王子総合 青山学院高等部 共立女子第二
男 保善 世田谷学園 目黒学院 国士舘
女 帝京 目黒学院 都立富士森 日本大学鶴ヶ丘
男 駒場東邦 日本工業大学駒場
女 都立東 日本体育大学桜華

39 なぎなた 女 都立富士 都立城東
男 城北 早稲田実業学校高等部 都立清瀬 芝
女 早稲田実業学校高等部 都立清瀬 富士見丘 帝京

 チアリーディング（１層・LARGE） 女 東京 恵泉女学園 都立新宿 目白研心
 チアリーディング（１層・SMALL） 女 目白研心 東京 広尾学園 駒場学園

11
東海大学菅生 / 淑徳

3

卓球
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12 スキー

陸 上

バスケットボール

バレーボール 

東京都高等学校体育連盟

種        目
団        体        成        績

24

4

ソフトテニス

19

18

21

22

弓道

明星 / 早稲田実業学校高等部

明星 / 都立清瀬

大東文化大学第一 / 都立美原

サッカー

ソフトボール

ハンドボール

バドミントン

柔道

中止

26

剣道

自転車競技34

ライフル射撃

33

35

23

ホッケー

29

41

40 少林寺拳法

フェンシング

アーチェリー38

36

武蔵野大学千代田 / 日本体育大学桜華

都立江北高校  / 都立八王子東高校

愛国 / 都立調布北

31

テニス

登山

実施なし

28

37 空手道(組手)



男子競技種目 氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績

100m 竹尾　拓真　 明星学園 10.87 決勝4位 100m 山越　理子　 都立富士 12.11 決勝3位
神戸　毅裕　　　 明星学園 10.89 決勝5位 綿貫　真尋　 城西大学城西 12.24 決勝6位
下村　健太　 城西大学城西 11.02 準決勝7位 村松　沙羅　 日本工業大駒場 12.34 準決勝5位
ｽﾐｽ　ｼﾞｬｷｭﾘｱ　 都立練馬工 11.10 準決勝8位 上島　周子　　　 都立富士 12.37 準決勝6位
上新　魁　 明治大学中野八王子 11.99 準決勝8位 長谷部　可蓮　　 明星学園 12.29 準決勝5位
佐々木　相人　 日本工業大駒場 11.01 予選4位 橋本　碧　 都立城東 12.88 予選4位

200m 小峰　大和　 日本大学豊山 21.71 予選3位 200m 税田　ｼﾞｪﾆﾌｧｰ璃美　　 城西大学城西 23.91 優勝
岩瀬　浩太郎　 八王子学園八王子 21.85 予選5位 山越　理子　 都立富士 24.52 決勝4位
竹尾　拓真　 明星学園 22.11 予選5位 村松　沙羅　 日本工業大駒場 24.77 決勝7位
田畑　隼　 八王子学園八王子 22.38 予選6位 橋本　碧　 都立城東 25.12 予選4位
下村　健太　 城西大学城西 22.10 予選7位 上島　周子　　　 都立富士 25.25 予選5位
上新　魁　 明治大学中野八王子 DNS 星野　莉亜　 城西大学城西 25.27 予選6位

400m 小山　蓮　 都立西 47.14 優勝 400m 大川　寿美香　 三田国際学園 55.38 決勝2位
後藤　元気　 城西大学城西 48.57 予選3位 利根川　心暖　 八王子学園八王子 55.39 決勝3位
荒澤　朋希　　　 明治大学中野 49.10 予選5位 鴨下　友織菜　 都立三鷹中等 56.73 決勝6位
角　来琉　 城西大学城西 49.40 予選5位 奥脇　彩花　 白梅学園 57.33 決勝8位
日高　裕喜人　 城西大学城西 50.09 予選7位 橋本　碧　 都立城東 57.15 予選3位
鹿内　翔　 都立八王子東 50.24 予選7位 樽木　千楓　 日本工業大駒場 58.31 予選4位

800m 大竹　爾喜　　　 立教池袋 1:52.67 決勝4位 800m 勝　くるみ　　　 白梅学園 2:10.17 決勝3位
小山　蓮　 都立西 1:53.15 決勝6位 奥脇　彩花　 白梅学園 2:10.83 決勝4位
北爪　力　 城西大学城西 1:53.93 決勝8位 鴨下　友織菜　 都立三鷹中等 2:13.44 決勝6位
水嶋　優斗　　　 高輪 1:54.45 予選4位 有野　美梨　 都立豊多摩 2:16.20 決勝8位
小林　徹　 ウェルネス 1:56.99 予選5位 鬼童　春花　 都立日野台 2:14.15 予選4位
川嶋　康駿　 立教池袋 2:00.91 予選8位 南　日向　 順天 DNS

1500m 大室　杏夢　　　 城西大学城西 3:52.31 決勝5位 1500m 南　日向　 順天 4:30.26 決勝3位
佐藤　真也　 駒澤大学 3:52.33 予選7位 塩入　百葉　 錦城学園 4:30.92 決勝4位
伊藤　匠海　　　 拓殖大学一 4:00.22 予選7位 外間　礼那　 東京 4:33.71 決勝9位
齋藤　泰河　 國學院久我山 4:05.20 予選10位 小川　陽香　　　 順天 4:37.97 決勝11位
田中　純　　　 城西大学城西 DNS 菅原　ひまわり　　　 錦城学園 4:38.73 決勝12位
佐藤　有一　 拓殖大学一 DNS 須藤　花菜　 順天 4:38.49 予選9位

5000m(男子) 佐藤　有一　 拓殖大学一 14:04.13 準優勝 3000m(女子) 小川　陽香　　　 順天 9:27.10 準優勝
田中　純　　　 城西大学城西 14:06.48 4位 外間　礼那　 東京 9:27.33 3位
伊東　夢翔　 國學院久我山 14:31.60 12位 塩入　百葉　 錦城学園 9:27.94 5位
鈴木　耕太郎　　　 國學院久我山 14:35.90 15位 河野　花　　　 東京 9:44.09 8位
伊藤　匠海　　　 拓殖大学一 14:37.57 16位 須藤　花菜　 順天 9:50.16 11位
小平　敦之　　　 早稲田実業学校高等部 14:52.63 17位 菅原　ひまわり　　　 錦城学園 10:05.65 18位

110mＨ（男子) 西村　碧史　 都立富士 14.71 準優勝 100mＨ(女子) 大川　寿美香　 三田国際学園 14.01 決勝4位
北條　友葵　　 三田国際学園 14.85 決勝4位 白濵　陽奈　 駒澤大学 14.26 決勝8位
山田　晃誠　　　 東京 14.76 準決勝4位 益子　芽里　 東京 14.47 準決勝6位
福本　壮樹　 駒澤大学 14.95 準決勝6位 太田　瑛里　 東京 14.52 準決勝5位
鴨林　詩弥　 八王子学園八王子 15.02 準決勝8位 山本　佳那　　 東京 14.52 準決勝6位
永石　雄大　　　 明治大学中野八王子 15.59 予選5位 醍醐　愛理　 明星学園 DNS

400mＨ 安藤　晴輝　 本郷 53.03 決勝3位 400mＨ 大川　寿美香　 三田国際学園 59.96 優勝
麻生　悠斗　 日本工業大駒場 53.06 決勝4位 益子　芽里　 東京 1:02.03 決勝3位
松田　直弥　 都立昭和 53.57 決勝6位 成澤　夢美　 駒澤大学 1:02.05 決勝4位
大谷　優斗　　　 明星学園 54.51 予選3位 藤田　貴子　 都立東大和 1:02.19 決勝5位
佐々木　陽太　 都立東大和 54.65 予選5位 三好　美空　 藤村女 1:03.89 決勝8位
安藤　佑晟　 都立富士 54.68 予選6位 関口　美桜　 白梅学園 1:03.57 予選4位

４×100m 影山,神戸,逸見,竹尾 明星学園 40.55 優勝 ４×100m 日高,星野,綿貫,税田 城西大学城西 46.12 準優勝
那須,友野,武藤,古川 都立東大和 42.24 決勝7位 貝嶋,上島,荒井,山越 都立富士 47.25 決勝6位
五十嵐,田畑,岩瀬,出田 八王子学園八王子 41.14 予選3位 樽木,村松,中山,飯田 日本工業大駒場 47.13 予選4位
栗原,下村,芹田,細矢 城西大学城西 41.19 予選4位 関田,宮田,初田,乙津 八王子学園八王子 47.14 予選5位
吉岡,中本,﨑山,小峰 日本大学豊山 42.13 予選6位 権田,宮地,嶋津,田中 都立城東 49.85 予選6位
白濱,大門,武藏,服部 都立板橋 DQ,R2 倉田,朝田,太田,荒井 東京 DQ，R2

４×400m 佐藤,清水,田所,宮内 東京 3:15.61 決勝4位 ４×400m 井口,樽木,村松,中山 日本工業大駒場 3:47.71 4位
古屋,川津,影山,逸見 明星学園 3:14.15 予選3位 奥脇,鈴木,京岡,勝 白梅学園 3:48.96 6位
藤井,荒澤,山本,髙部 明治大学中野 3:15.32 予選5位 入江,利根川,初田,宮田 八王子学園八王子 3:51.72 8位
佐々木,友野,佐藤,長沢 都立東大和 3:17.17 予選5位 チャイルズ,朝田,手塚,荒井 東京 3:52.59 予選5位
滝澤,平出,城条,水野 八王子学園八王子 3:21.08 予選6位 米田,藤田,緑川,櫻井 都立東大和 3:54.67 予選5位
角,永井,後藤,日高 城西大学城西 DNF 宮地,佐久,田中,橋本 都立城東 3:55.55 予選6位

走高跳 内野　秀喜　　　 明星学園 1m98 3位 走高跳 森﨑　優希　　 明星学園 1m73 優勝
堀切　聡馬　 都足立 1m95 7位 下元　香凜　　 白梅学園 1m64 準優勝
福士　湊　　 明星学園 1m95 9位 伊藤　楓　 東京 1m76 5位
内山　時滉　 筑波大附 1m90 11位 和田　桃李　　　 都立足立 1m64 7位
綿野　晃生　 日本工業大駒場 1m85 14位 中島　涼葉　 都立紅葉川 1m61 9位
上原　達哉　 岩倉 DNS 福島　波奈　 都立紅葉川 1m58 10位

棒高跳 豊田　雄伍　 東京 4m50 6位 棒高跳 佐々木　琳音　 東京 3m70 優勝
小島　皓一　 都立富士 4m00 12位 小林　美月　　　 明星学園 3m70 準優勝
本郷　達也　　 明星学園 4m00 16位 石川　実怜　 都立富士 3m20 9位
島村　涼太　 立教池袋 4m00 16位 山下　愛菜　　　 都立国立 2m80 13位
佐藤　太波　　　 明星学園 NM
大柿　天弥　 都立松が谷 NM

走幅跳 片山　大地　　　 八王子学園八王子 7m20 4位 走幅跳 乙津　美月　 八王子学園八王子 5m88 優勝
白濱　稔也　 都立板橋 7m16 5位 宮田　稜子　　　 八王子学園八王子 5m65 4位
友野　舜涼　 都立東大和 7m11 6位 島田　夢蘭　 日本体育大桜華 5m35 15位
木住野　幸大　　 八王子学園八王子 6m81 13位 佐久間　理緒　　　 都立城東 5m26 17位
福澤　悠斗　 都立国立 6m54 17位 大友　愛子　　　 白梅学園 5m21 18位
安納　隆一郎　　　 東京 NM 永井　陽　 日本工業大駒場 4m59 23位

三段跳 白濱　稔也　 都立板橋 14m80 準優勝 三段跳 舘野　晃歩　 明治大学中野八王子 12m11 優勝
三堀　颯大　 八王子学園八王子 14m01 7位 乙津　美月　 八王子学園八王子 12m08 準優勝
山田　駿斗　 都立城東 13m93 9位 佐久間　理緒　　　 都立城東 11m75 8位
辻　湧作　 都立駒場 13m82 10位 高橋　史佳　　　 都立武蔵野北 10m84 13位
綿野　晃生　 日本工業大駒場 13m44 18位
町田　昂亮　 東京成徳

砲丸投 今村　天春　 保善 13m54 10位 砲丸投 菅野　和加　　　 東京 11m85 6位
唐澤　琉成　 ウェルネス 13m09 13位 湯本　万結　　　 日本体育大桜華 11m16 10位
浅倉　龍風　　　 保善 12m85 15位 鈴木　優彩　 都立南葛飾 10m94 12位
安國　裕　　　 東京 12m76 17位 和知　楓　 日本工業大駒場 10m76 13位
関矢　皓亮　　　 都立東大和 12m46 18位 星野　紗良　　　 三田国際学園 10m31 15位
氏井　正人　 都立東大和 12m24 20位 古澤　芽依　 都立東大和南 10m30 16位

令和３年度　関東高等学校体育大会
東京都選手成績一覧

男        子 女        子

1.2.陸上競技
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男子競技種目 氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
男        子 女        子

円盤投 板山　光太朗　　　 東京 40m73 7位 円盤投 櫻井　愛音　 都立田無 34m95 5位
安國　裕　　　 東京 37m18 12位 久保田　優華　 日本体育大桜華 34m68 6位
池上　裕斗　 都立羽村 35m33 16位 菅野　和加　　　 東京 33m12 9位
口丸　優太朗　 都立片倉 34m90 17位 遠藤　梨茄子　 東京成徳 33m06 10位
鎌田　孝道　　　 都立片倉 33m24 19位 星野　紗良　　　 三田国際学園 31m77 12位
浅倉　龍風　　　 保善 32m87 20位 高山　凜　 都立松が谷 NM

ﾊﾝﾏｰ投 今村　天春　 保善 62m58 優勝 ﾊﾝﾏｰ投 松田　夏空　　　 都立富士 43m69 4位
大澤　宙也　 都立府中工 52m87 3位 玄應　瑞記　 都立富士 40m78 6位
遠山　莉生　 都立中央ろう 52m26 5位 池田　紗弥香　　　 都立富士 39m41 7位
浅倉　龍風　　　 保善 48m80 7位 松尾　香花　　　 東京 36m21 10位
石川　天紀　 保善 48m65 8位
齋藤　海音　 都立府中工 47m81 10位

やり投 鶴澤　元基　 都立富士森 57m35 4位 やり投 三宅　未佑　 東京 42m80 5位
佐藤　秀亮　 都立美原 56m35 6位 中村　遥花　 東京 37m32 10位
外島　大翔　　　 東京 54m30 11位 佐井　菜々子　 東京 32m70 18位
板山　光太朗　　　 東京 51m09 14位 貝瀬　彩花　 錦城 36m15 13位
千葉　洋輝　 都立富士森 50m95 15位 山内　杏流　 都立国分寺 34m17 16位
川口　颯翼　 日本大学櫻丘 45m56 22位 湯本　万結　　　 日本体育大桜華 30m40 20位

3000mSC 矢原　功大　　　 東京 9:09.58 準優勝
置田　晴　 都立富士森 9:20.15 決勝7位
筒井　涼　 拓殖大学一 9:27.40 決勝9位
中塚　優我　 東京実業 9:26.94 決勝10位
池田　佳菜人　 城西大学城西 9:50.56 予選8位
安福　聖輝　 駒澤大学 9:34.31 予選9位

5000W 高田　悠生　 八王子学園八王子 23:30.04 7位 5000W 大野　實咲　　　 東京 26:36.32 5位
櫨山　朋也　 都立武蔵野北 25:28.77 9位 廣瀨　夏希　　　 都立富士 26:43.21 6位
望月　直人　 明星 25:34.00 10位 平井　日菜　 都立東大和 27:58.50 9位
田村　幸之助　 八王子学園八王子 29:09.17 12位 田村　楽　　　 都立富士 DQ,K1

八種競技（男子) 高橋　諒　　 桐朋 5484点 優勝 七種競技 (女子) 舘野　晃歩　 明治大学中野八王子 4774点 優勝
櫻井　愛貴　 都立東大和 4996点 8位 下元　香凜　　 白梅学園 4756点 準優勝
島野　楓真　　 東京 4744点 10位 藤田　貴子　 都立東大和 4526点 5位
鮎川　大輝　　 東京 4024点 14位 植田　陽翔　 都立駒場 4439点 6位

1.2 駅伝
鈴木-山室-本間-藤尾-
寺 田 - 添 田 - 白 石

國學院久我山 2:06:02 11位 小川-鈴木-南-菅野-林 順天 1:09:19 優勝

田中-越智-伊藤-大島-
森 本 - 岡 村 - 土 田

城西大学城西 2:06:18 12位
塩入-菅原-茂野-今井-
岡田

錦城学園 1:10:55 6位

侭田-佐藤-中島-天海-
佐 藤 - 菊 地 - 高 橋

駒澤大学 2:07:25 17位
渋谷-森-瀧本-五十嵐-
吉岡

駒澤大学 1:11:48 11位

伊藤-藤川-筒井-小美
野 - 佐 藤 - 辻 - 平 井

拓殖大一 2:07:47 19位
河野-長谷川-佐々木-
大宮司-大野

東京 1:12:25 14位

佐藤-北川-樋口-矢原-
三 浦 - 植 村 - 曽 田

東京 2:08:11 21位
奥野-川﨑-成田-木本-
相澤

都立上水 1:13:22 20位

藤井-前原-尾熊-吉村-
近 内 - 中 村 - 室 井

東京実業 2:08:21 22位
廣尾-奥村-河本-高岡-
石川

都立日野台 1:17:43 33位

団体総合 駒澤大学　 217.650 ６位 団体総合 駒澤大学　 131.050 10位
日本体育大学荏原　 216.500 ７位 藤村女子　 130.200 11位

個人総合 山田　吏由雅 日本体育大学荏原　 73.900 15位 個人総合 髙木　玲 大智学園　 52.000 11位
前田　憲伸 駒澤大学　 73.700 17位 長谷川　琴 大智学園　 50.750 18位
栗原　優太 駒澤大学　 73.100 18位 藤原　ミレア 藤村女子　 50.500 20位
田村　優 松蔭大学付属松蔭　 72.250 27位 跳馬 髙木　玲 大智学園　 13.550 16位
村上　秀斗 日本体育大学荏原　 71.200 32位 藤原　ミレア 藤村女子　 13.500 18位
大野　慶 駒場　 70.500 37位 長谷川　琴 大智学園　 13.450 20位
今村　健太郎 日本体育大学荏原　 70.300 38位 段違い平行棒 長谷川　琴 大智学園　 12.650 15位
神野　公汰 駒澤大学　 67.150 49位 髙木　玲 大智学園　 12.600 18位
万波　倫也 駒場　 67.100 50位 藤原　ミレア 藤村女子　 12.200 25位
上野　陸斗 日本体育大学荏原　 64.750 57位 平均台 髙木　玲 大智学園　 12.600 18位
豊田　桜大 駒澤大学　 48.600 84位 藤原　ミレア 藤村女子　 12.300 23位

大澤　愛果 日本体育大桜華　 12.050 29位
ゆか 髙木　玲 大智学園　 13.250 12位

長谷川　琴 大智学園　 12.700 22位
後藤　鈴 駒澤大学　 12.600 26位

団体総合 国士舘　 6.625 5位 団体総合 日女体大附二階堂　 26.350 準優勝
藤村女子　 23.400 4位
駒場学園　 21.400 6位
潤徳女子　 16.350 10位

個人総合 山田　遥大 国士舘　 28.700 準優勝 個人総合 草刈　紗羽 桐朋女子　 30.100 準優勝
川嶋　龍登 国士舘　 26.675 5位 岩崎　千紘 都立駒場　 30.000 3位
村山　涼 国士舘　 26.150 6位 梅本　茉苗 日女体大附二階堂　 24.900 10位
岩城　折一千 国士舘　 18.200 14位

ロープ 山田　遥大 国士舘　 14.000 3位 フープ 草刈　紗羽 桐朋女子　 15.850 準優勝
川嶋　龍登 国士舘　 13.350 4位 岩崎　千紘 都立駒場　 15.850 準優勝
村山　涼 国士舘　 13.000 6位 梅本　茉苗 日女体大附二階堂　 13.650 11位
岩城　折一千 国士舘　 9.500 14位

クラブ 山田　遥大 国士舘　 14.700 準優勝 リボン 草刈　紗羽 桐朋女子　 14.250 3位
川嶋　龍登 国士舘　 13.325 5位 岩崎　千紘 都立駒場　 14.150 4位
村山　涼 国士舘　 13.150 7位 石澤　春菜 三田国際学園　 12.650 7位
岩城　折一千 国士舘　 8.700 14位

八王子学園八王子　 Aブロック 優勝 明星学園　 Aブロック 優勝
東海大学菅生　 Aブロック ベスト８ 八雲学園　 Aブロック ベスト４
國學院大學久我山　 Aブロック ベスト８ 東京成徳大学　 Aブロック ベスト８
日本大学豊山　 Aブロック １回戦敗退 文化学園大学杉並 Aブロック 1回戦敗退
実践学園　 Bブロック 優勝 実践学園　 Bブロック 決勝進出
成立学園　 Bブロック ベスト４ 佼成学園女子　 Bブロック 1回戦敗退
日本大学第三　 Bブロック １回戦敗退 都立目黒　 Bブロック 1回戦敗退
専修大学　 Bブロック 棄権 目黒学院　 Bブロック 棄権

3.4.体操

3.4.新体操

5.6.バスケットボール
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男子競技種目 氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
男        子 女        子

駿台学園 ベスト８ 下北沢成徳 優勝
東亜学園 ベスト１６ 文京学院大学女子 準優勝

東海大学菅生 ２回戦敗退 八王子実践 第３位
東洋 ２回戦敗退 淑徳SC ベスト８
都立足立新田 ２回戦敗退 共栄学園 ベスト16
日本学園 ２回戦敗退 東京 ２回戦敗退
早稲田実業学校高等部 １回戦敗退 東京立正 １回戦敗退
明治大学明治 １回戦敗退 実践学園 １回戦敗退
大森学園 １回戦敗退 藤村女 １回戦敗退
安田学園 １回戦敗退 修徳 １回戦敗退
東海大学高輪台 １回戦敗退 都立駒場 １回戦敗退
駒澤大学 １回戦敗退 駿台学園 １回戦敗退

団体 早稲田実業学校高等部 ベスト８ 団体 文化学園大学杉並 優勝
駒澤大学　 ２回戦敗退 国本女子 ベスト８
佼成学園　 ２回戦敗退 武蔵野千代田 ２回戦敗退

個人 新井 颯太・稲荷 桂梧 駒澤大学　 ベスト１６ 個人 五十嵐　美結・左近　知美 文化学園大学杉並 優勝
澤田 竜治・中山 拓海 明法　 ４回戦敗退 竹和　凛・若林　天音 文化学園大学杉並 準優勝
浦濱 大牙・大竹 克典 早稲田実業学校高等部 ４回戦敗退 藤井　真菜・高島　萌果 文化学園大学杉並 第3位
林　星汰・三浦 瑠斗 佼成学園　 ３回戦敗退 鈴木　美貴・大野　怜奈 文化学園大学杉並 第5位
上杉 勇斗・高橋 真斗 佼成学園　 ３回戦敗退 三橋　さくら・辻　愛 文化学園大学杉並 第5位
立野 佑樹・東家 偉瑠 早稲田実業学校高等部 ３回戦敗退 小作　吏音・川原　萌香 文化学園大学杉並 第5位
髙田 淳貴・飯干 開生 早稲田実業学校高等部 ３回戦敗退 小林　彩音・長　菜月 武蔵野千代田 5回戦敗退
結城 祥平・岡田 将文 都立清瀬　 ３回戦敗退 早坂　聖穂・戸嶋　あいみ 日本体育大桜華 5回戦敗退
 芝　 智也・小野澤至留 駒澤大学　 ３回戦敗退 金子　睦・中野　香凛 武蔵野千代田 ４回戦敗退
木下  翼  ・高山 陽路 日本大学豊山　 ３回戦敗退 谷　明日里・伊藤　みさき 国本女子 ４回戦敗退
中野 康成・中武  蓮 青稜　 ２回戦敗退 山上　璃子・温品　芽叶子 文化学園大学杉並 ３回戦敗退
横川  瑛 ・小名木陽太 佼成学園　 ２回戦敗退 荻島　美羽・蟹和　優菜 家政大附 ３回戦敗退
増田 颯太・稲林 健人 佼成学園　 ２回戦敗退 泉屋　初希・大門　菜奈 文化学園大学杉並 ２回戦敗退
福島 智也・渡辺  大 駒澤大学　 ２回戦敗退 清水　春香・富永　結華 文化学園大学杉並 ２回戦敗退
宮田  勝  ・田中  仁   駒澤大学　 ２回戦敗退 吉田　来蘭・倉本　圭奈 武蔵野千代田 ２回戦敗退
金端 亮利・増田 裕介 駒澤大学　 ２回戦敗退 三澤　春花・林　優希 国本女子 ２回戦敗退
菊地 勇歩・石橋 智也 文化学園大学杉並 ２回戦敗退 三浦　愛華・野村　結子 国本女子 ２回戦敗退
河野 航大・宮寺  澄 明法　 ２回戦敗退 吉成　愛唯・榊原　萌々花 国本女子 ２回戦敗退
成田賢太朗・赤塚 健人 駒澤大学　 ２回戦敗退 島田　愛央・佐藤　樹里 武蔵村山 ２回戦敗退
和田 直也・小川凛太朗 駒澤大学　 １回戦敗退 大内　瞳奈・福田　このは 文京学院 ２回戦敗退

大東文化大学第一　 １回戦敗退 藤村女子　 第３位
共栄学園　 １回戦敗退 神田女学園　 ベスト８

中止

13.スケート
アイスホッケー 早稲田実業学校高等部 ベスト８

明治大学中野 ベスト８
東京都市大学付属 ベスト８

団体 実践学園 優勝 団体 武蔵野 準優勝
安田学園 ３位 明治大学中野八王子 1回戦敗退
東海大学菅生 ３位 文化学園大学杉並 1回戦敗退
足立学園 ２回戦敗退 東海大学菅生 ２回戦敗退
都立大田桜台 １回戦敗退 都立大田桜台 1回戦敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ 伊藤　礼博 安田学園 準優勝 ｼﾝｸﾞﾙｽ 野川　春華 武蔵野 準優勝
高橋　航太郎 実践学園 ３位 加賀美　恵奈 武蔵野 ４回戦敗退
栁澤　幹太 実践学園 ３位 岸　小都美 文化学園大学杉並 ４回戦敗退
前原　椿樹 東海大学菅生 ベスト８ 手島　和奏 武蔵野 ４回戦敗退
剣持　将作 実践学園 ４回戦敗退 加藤　瑞穂 日本工業大学駒場 ３回戦敗退
廣田　遼太朗 安田学園 ４回戦敗退 横谷　かいら 武蔵野 ３回戦敗退
古谷　元規 安田学園 ３回戦敗退 井之村　洸蕗 武蔵野 ３回戦敗退
笠井　埜衣 東海大学菅生 ２回戦敗退 杉田　くるみ 武蔵野 ３回戦敗退
髙野　紘希 実践学園 ２回戦敗退 左治木　文音 武蔵野 ３回戦敗退
関口　朋弥 安田学園 ２回戦敗退 田中　梨々花 武蔵野 ２回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 剣持　将作・高橋　航太郎 実践学園 ３位 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 野川　春華・野﨑　穂果 武蔵野 1回戦敗退

國學院大學久我山 　 Bブロック 優勝
目黒学院 　 Cブロック 3位
東京 　 Dブロック 優勝
明治大学中野 　 Eブロック 準優勝
早稲田実業学校高等部 Fブロック 優勝
成城学園 Gブロック 準優勝

実践学園　 Aブロック 1回戦敗退 十文字　 優勝
国学院大学久我山　 Bブロック ２回戦敗退

関東第一　 準々決勝敗退 佼成学園女子　 優勝
明星　 ２回戦敗退 白梅学園　 準々決勝敗退
昭和第一　 ２回戦敗退 明星　 ２回戦敗退
早稲田実業学校高等部 ２回戦敗退 都立清瀬　 １回戦敗退
東海大学菅生　 ２回戦敗退

学校対抗 淑徳巣鴨　 ベスト８ 学校対抗 関東第一　 ベスト８
実践学園　 ベスト８ 淑徳巣鴨　 ２回戦敗退
目黒日本大学　 ベスト８ 錦城　 ２回戦敗退
関東第一　 ベスト１６ 東京家政学院　 ２回戦敗退
錦城　 ベスト１６ 実践学園　 1回戦敗退

団体 修徳 　 第3位 団体 帝京 　 第3位
日本体育大学荏原 　 ベスト８ 岩倉 　 ベスト８
足立学園 ３回戦敗退 修徳 　 ベスト8
早稲田実業学校高等部 ２回戦敗退 渋谷教育学園渋谷 　 ２回戦敗退
八王子学園八王子　 ２回戦敗退 国士舘 　 1回戦敗退
国士舘 　 ２回戦敗退 藤村女子 　 1回戦敗退
東海大学高輪台 　 ２回戦敗退

個人戦は中止 個人戦は中止

11.ソフトボール

14.15.卓球

17.ラグビー

18.サッカー

19.ハンドボール

12.スキー

7.8.バレーボール

9.10.ソフトテニス

21.バドミントン

22.柔道
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男子競技種目 氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
男        子 女        子

団体 東海大学菅生 ベスト８ 団体 淑徳巣鴨 優勝
東海大学高輪台 ベスト１６ 修徳 第３位
正則学園 ベスト１６ 都立青梅総合 ２回戦敗退
足立学園 ベスト１６ 都立富士 ２回戦敗退
郁文館 ２回戦敗退 都立深川 ２回戦敗退
巣鴨 ２回戦敗退 東海大学菅生 ２回戦敗退
杉並学院 ２回戦敗退 日本体育大学桜華 ２回戦敗退
拓殖大学第一 １回戦敗退 東海大学高輪台 １回戦敗退
城西大学城西 １回戦敗退 都立松が谷 １回戦敗退

個人 片桐　俊 東海大学高輪台 ２回戦敗退 個人 北井　沙樹 淑徳巣鴨 第３位
新妻　勇吾 東海大学菅生 ２回戦敗退 梅澤　萌里 淑徳巣鴨 ベスト８
大森　雅貴 正則学園 １回戦敗退 齋藤　夢実 修徳 １回戦敗退
樋口　隆太郎 明治大学中野 １回戦敗退 山内　優奈 東海大学菅生 １回戦敗退

競泳競技 50m自由形 山口　遼大 暁星 23.32 優勝 50m自由形 船越　彩椰 淑徳巣鴨 26.22 優勝
鎌田　純吾 日本大学豊山 23.48 3位 鈴木　莉緒 八王子学園八王子 26.40 4位
松井　理宇 日本大学豊山 23.85 9位 田村　真優 目黒日本大学 26.43 5位
清水　恒聖 目黒日本大学 23.89 11位 堀籠　ひなた 藤村女子 26.70 7位
光永　翔音 日本大学豊山 23.95 13位 上垣　こころ 武蔵野 27.18 12位
西松　寛和 京華 24.03 17位 松井　亜美 成蹊 27.29 15位
有賀　一路 武蔵野 24.34 32位 松橋　麗華 武蔵野 27.34 17位
中村　匡希 京華 24.43 36位 待井　ひなた 八王子学園八王子 27.63 27位

100m自由形 鎌田　純吾 日本大学豊山 51.38 3位 100m自由形 長尾　佳音 武蔵野 56.18 優勝
松井　理宇 日本大学豊山 51.49 5位 船越　彩椰 淑徳巣鴨 56.37 準優勝
山口　遼大 暁星 52.02 10位 二宮　歌梨 早稲田実業学校高等部 56.48 3位
山内　　透 都立南平 52.66 20位 田村　真優 目黒日本大学 56.94 4位
中村　匡希 京華 52.73 22位 鈴木　莉緒 八王子学園八王子 57.52 7位
山口　雄大 都立東大和南 52.89 25位 柴田　菜摘 早稲田実業学校高等部 57.67 8位
清水　恒聖 目黒日本大学 53.46 37位 松橋　麗華 武蔵野 58.53 12位
城戸　裕貴 目黒日本大学 53.63 40位 内藤　花音 八王子学園八王子 59.57 22位
柳本　幸之介 日本大学豊山 特別措置（欠場）

200m自由形 桐山　真葵 立教池袋 1:51.08 優勝 200m自由形 長尾　佳音 武蔵野 2:02.07 優勝
木村　修梧 日本大学豊山 1:52.61 8位 岡村　梨香 八王子学園八王子 2:03.24 3位
熊谷　修吾 淑徳巣鴨 1:53.61 13位 山﨑　くみ 淑徳巣鴨 2:05.44 7位
満園　　瑛 日本大学豊山 1:53.70 14位 柴田　菜摘 早稲田実業学校高等部 2:05.88 8位
山内　　透 都立南平 1:54.18 17位 秋原　埜安 武蔵野 2:06.13 9位
齋藤　健太郎 目黒日本大学 1:54.42 19位 志村　二海 八王子学園八王子 2:07.47 14位
山口　雄大 都立東大和南 1:55.34 24位 小倉　愛加 武蔵野 2:09.54 21位
森本　洸誠 目黒日本大学 1:58.55 36位 柳下　智咲 立教女学院 2:12.56 31位
柳本　幸之介 日本大学豊山 特別措置（欠場）

400m自由形 桐山　真葵 立教池袋 3:56.25 3位 400m自由形 岡村　梨香 八王子学園八王子 4:16.63 優勝
碓井　創太 日本大学豊山 3:57.32 5位 松﨑　りん 日本大学第二 4:18.07 3位
木村　修梧 日本大学豊山 4:00.25 10位 前野　陽向 日本大学第二 4:25.24 9位
齋藤　健太郎 目黒日本大学 4:02.69 17位 川井　玲乃 武蔵野 4:27.35 16位
田中　将也 武蔵野 4:06.51 24位 秋原　埜安 武蔵野 4:27.86 17位
三浦　健太郎 明治大学中野 4:11.05 32位 片岡　実乃里 都立東大和南 4:33.49 27位
森本　洸誠 目黒日本大学 4:14.65 39位 柳原　　咲 都立墨田川 4:33.56 28位
田中　　歩 堀越 4:16.09 42位 江戸　あい 八王子学園八王子 4:36.13 33位

1500m自由形 碓井　創太 日本大学豊山 15:30.46 優勝 800m自由形 片岡　実乃里 都立東大和南 9:08.35 6位
松藤　和輝 日本大学豊山 15:57.71 5位 川井　玲乃 武蔵野 9:10.17 9位
永野　　蒼 日本大学豊山 16:00.65 7位 中茎　実南 都立墨田川 9:19.60 15位
平田　凌汰 堀越 16:15.47 12位 柳原　　咲 都立墨田川 9:20.50 17位
関口　雄大 東京成徳大学 16:31.32 16位 角田　鈴音 桐朋女子 9:28.19 25位
三浦健太郎 明治大学中野 16:41.53 21位 串田　　凜 八王子学園八王子 9:30.36 28位
園部　洸晟 八王子学園八王子 17:01.90 28位 阿部　　澪 淑徳巣鴨 9:35.14 31位
橋本　瑛輝 都立墨田川 17.09.82 31位 江戸　あい 八王子学園八王子 9:35.29 32位

100m背泳ぎ 田中　雄貴 日本大学豊山 57.14 優勝 100m背泳ぎ 澤　　響花 八王子学園八王子 1:02.81 3位
成嶋　義徳 八王子学園八王子 58.31 8位 竹葉　智子 目黒日本大学 1:02.97 4位
千葉　佑斗 京華商業 58.48 10位 亀井　涼子 淑徳巣鴨 1:03.24 8位
花山　秀義 日本大学豊山 58.52 11位 轟　　陽菜 淑徳巣鴨 1:03.84 12位
中嶌　理貴 日本大学豊山 58.72 13位 岡﨑　友愛 武蔵野 1:03.87 13位
蜂屋　隆斗 国士舘 59.44 20位 森田　奈々 都立武蔵野北 1:04.90 15位
松下　　湊 都立駒場 59.83 22位 佐藤　ななみ 早稲田実業学校高等部 1:05.95 19位
奥野　叶太 穎明館 1:00.32 29位 井口　詩音 明星 1:06.19 21位

200m背泳ぎ 田中　雄貴 日本大学豊山 2:03.65 準優勝 200m背泳ぎ 竹葉　智子 目黒日本大学 2:13.67 優勝
花山　秀義 日本大学豊山 2:05.16 4位 森田　奈々 都立武蔵野北 2:17.26 7位
千葉　佑斗 京華商業 2:06.77 10位 轟　　陽菜 淑徳巣鴨 2:17.27 8位
蜂屋　隆斗 国士舘 2:10.13 16位 澤　　響花 八王子学園八王子 2:17.72 9位
山内　悠冬 都立富士森 2:12.16 23位 前野　陽向 日本大学第二 2:17.87 10位
奥野　叶太 穎明館 2:12.28 24位 亀井　涼子 淑徳巣鴨 2:18.03 12位
川邉 亮太朗 八王子学園八王子 2:12.66 27位 岡﨑　友愛 武蔵野 2:19.72 16位
荒品　　輝 明法 2:13.39 32位 佐藤　ななみ 早稲田実業学校高等部 2:23.18 21位

100m平泳ぎ 佐藤　洋輔 武蔵野 1:03.23 5位 100m平泳ぎ 黒部　和花 都立両国 1:10.71 6位
濱出　咲哉 淑徳巣鴨 1:03.45 7位 飯田　愛心 淑徳巣鴨 1:10.80 7位
横山洸一郎 都立墨田川 1:04.08 11位 藤井　乙葉 淑徳巣鴨 1:11.10 10位
稲澤　駿斗 日本大学豊山 1:04.37 12位 藤縄　優花 早稲田実業学校高等部 1:11.29 11位
北城　稜真 成城 1:04.41 13位 遠藤　和夏 目黒日本大学 1:11.95 12位
亀本　大勝 都立墨田川 1:04.78 19位 鈴木　実咲 都立芦花 1:12.28 16位
中園　拓斗 日本大学櫻丘 1:05.11 26位 須藤　　慶 八王子学園八王子 1:12.67 22位
永瀬　　純 日本大学豊山 1:05.52 30位 阿部　恋奈 淑徳巣鴨 1:12.73 23位
松本　恭太郎 筑波大学付属 棄権 池野　紫音 武蔵野大学附属千代田 1:12.83 27位

200m平泳ぎ 濱出　咲哉 淑徳巣鴨 2:14.15 優勝 200m平泳ぎ 藤井　乙葉 淑徳巣鴨 2:30.36 優勝
川島　朝陽 淑徳巣鴨 2:14.61 準優勝 藤縄　優花 早稲田実業学校高等部 2:33.45 10位
井上　　颯 日本大学豊山 2:17.72 8位 遠藤　和夏 目黒日本大学 2:35.19 11位
渡邊　　凌 八王子学園八王子 2:21.89 20位 岡本　安未 帝京 2:35.63 15位
海谷　陸翔 日本大学豊山 2:22.23 24位 堀　　夏葉 武蔵野 2:35.74 16位
櫻井　隼人 日本体育大学荏原 2:22.54 25位 町井　里帆 都立東大和南 2:36.65 20位
佐藤　洋輔 武蔵野 2:23.91 30位 古舘　葵瑚 目黒日本大学 2:37.00 21位
松本　恭太郎 筑波大学付属　 棄権 鳥住　真希 八王子学園八王子 2:37.02 22位

阿部　恋奈 淑徳巣鴨 2:37.13 23位
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 北川　凜生 日本大学豊山 53.70 大会新　優勝 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 野田　佑風 かえつ有明 59.82 準優勝

光永　翔音 日本大学豊山 54.28 4位 木津喜　一花 淑徳巣鴨 1:00.02 3位
大見　碧士 日本大学豊山 54.82 7位 内藤　花音 八王子学園八王子 1:02.12 10位
野口　琥徹 淑徳巣鴨 55.40 9位 李　　慧京 東京朝鮮中高級学校 1:03.14 22位
成嶋　義徳 八王子学園八王子 56.00 14位 太田　　煌 八王子学園八王子 1:03.18 23位
横内　鼓太郎 目黒学院 56.30 19位 町田　恵望 武蔵野 1:03.31 25位
高山　　蓮 目黒日本大学 56.32 20位 徳永　結夢 淑徳巣鴨 1:03.93 28位
平泉　海人 日本体育大学荏原 56.64 24位 山本　菜瑚美 東京成徳大学 1:04.13 30位
髙尾　彬理 明治大学付属明治 57.14 31位
平岩　佑陸 都立東大和南 57.60 35位

23.剣道

24.水泳

関東4 / 8 



男子競技種目 氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
男        子 女        子

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 北川　凜生 日本大学豊山 1:59.64 準優勝 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 野田　佑風 かえつ有明 2:13.42 準優勝
永野　　蒼 日本大学豊山 2:02.29 10位 近藤　ジュン 藤村女子 2:18.97 15位
武井　律己 日本大学豊山 2:02.47 12位 中茎　実南 都立墨田川 2:20.54 20位
児玉　光志 武蔵野 2:03.38 15位 服部　乙葉 國學院 2.21.62 24位
野口　琥徹 淑徳巣鴨 2:04.11 17位 李　　慧京 東京朝鮮中高級学校 2.22.44 27位
平岩　佑陸 都立東大和南 2:04.34 20位 川名　真央 藤村女子 2:23.56 30位
脇山　　俊 八王子学園八王子 2:05.95 25位 飯島　夕貴 武蔵野 2:24.67 33位
牧野　隼大 淑徳巣鴨 2:08.81 38位 伊藤　琴羽 八王子学園八王子 2:25.65 35位

200m個人 村田　　昴 淑徳巣鴨 2:06.04 7位 200m個人 佐藤　梨央 東京大学教育学部附属中等 2:15.48 優勝
ﾒﾄﾞﾚｰ 今村　陽向 日本大学豊山 2:06.08 8位 ﾒﾄﾞﾚｰ 木津喜　一花 淑徳巣鴨 2:15.92 準優勝

飯田　光達 八王子学園八王子 2:06.49 11位 黒部　和花 都立両国 2:15.99 3位
中川　雅嗣 淑徳巣鴨 2:06.52 12位 飯田　愛心 淑徳巣鴨 2:18.40 5位
熊谷　修吾 淑徳巣鴨 2:06.56 13位 楠田　夢乃 藤村女子 2:19:80 8位
髙尾　彬理 明治大学付属明治 2:07.63 20位 有川　萌結 早稲田実業学校高等部 2:20.57 10位
平野　翔一 日本大学豊山 2:08.51 22位 木崎　京香 早稲田実業学校高等部 2:21.78 12位
鈴木　煌也 日本大学豊山 2:08.55 23位 須藤　　慶 八王子学園八王子 2:22.50 16位
中西　祥旗 本郷 2:08.96 24位

400m個人 川島　朝陽 淑徳巣鴨 4:22.45 4位 400m個人 佐藤　梨央 東京大学教育学部附属中等 4:45.10 優勝
ﾒﾄﾞﾚｰ 飯田　光達 八王子学園八王子 4:24.44 6位 ﾒﾄﾞﾚｰ 松﨑　りん 日本大学第二 4:50.70 3位

今村　陽向 日本大学豊山 4:29.73 10位 楠田　夢乃 藤村女子 4:52.95 4位
中川　雅嗣 淑徳巣鴨 4:32.84 14位 井坂　有里 学習院女子 4:55.30 6位
福田　乃斗 日本大学豊山 4:38.33 20位 岡本　安未 帝京 4:58.19 11位
平田　凌汰 堀越 4:38.87 21位 有川　萌結 早稲田実業学校高等部 4:58.62 12位
尾﨑　里久 都立日野台 4:41.73 25位 近藤　ジュン 藤村女子 4:58.81 13位
中西　祥旗 本郷 4:45.63 33位 澤田　花音 八王子学園八王子 5:09.78 22位

競泳学校対抗 日本大学豊山 78点 優勝 競泳学校対抗 淑徳巣鴨 46点 準優勝
淑徳巣鴨 24点 7位 八王子学園八王子 27点 4位
立教池袋 14点 12位 目黒日本大学 22点 6位
暁星 8点 17位 東京大学教育学部附属中等 16点 10位
八王子学園八王子 4点 28位 武蔵野 16点 10位
武蔵野 4点 28位 かえつ有明 14点 14位

日本大学第二 12点 15位
都立両国 9点 17位
早稲田実業学校高等部 8点 20位
藤村女子 8点 21位
学習院女子 3点 28位
都立東大和南 3点 28位
都立武蔵野北 2点 32位

飛込競技 飛板跳込 出場なし 飛板跳込 金戸　　凜 目黒日本大学　通信制 539.65 優勝
高飛込 出場なし 高飛込 金戸　　凜 目黒日本大学　通信制 550.05 優勝
飛込学校対抗 出場なし 飛込学校対抗 目黒日本大学　通信制 16点 優勝

水球競技 水球 明治大学中野 優勝
桐朋 ベスト８
城北 ベスト８
武蔵 1回戦敗退

団体 都立足立新田　 ベスト16
明治大学中野　 ベスト16
日本体育大学荏原　 ベスト16
自由ヶ丘学園　 初戦敗退
成城　 初戦敗退
目黒日本大学　 初戦敗退

個人　　軽量級 末永　裕亮 清瀬　 優勝
菅原　晋士 本所　 ３位
星川　翔多 成城　 初戦敗退
上原　大資 成城　 初戦敗退
望月　海斗 自由ヶ丘学園　 棄権

個人　　軽中量級 西崎　和沙飛 都立足立新田 ３位
山田　紘淳 明治大学中野　 5位
藤田　龍希 日本体育大学荏原　 ２回戦敗退
岩根　由恭 成城　 初戦敗退
川村　 響 成城　 初戦敗退
高　 隆紀 自由ヶ丘学園　 初戦敗退

個人　　中量級 佐藤　夏樹 日本体育大学荏原　 ３位
大津　友佑 日本体育大学荏原　 初戦敗退
岡村　彗 自由ヶ丘学園　 初戦敗退
佐藤　翼伊 自由ヶ丘学園　 棄権

個人　　軽重量級 小宮山　翔海 都立足立新田 ３位
小黒　蓮 日本体育大学荏原　 5位
達城　一成 成城　 ２回戦敗退
岡本　桂悟 都立足立新田 初戦敗退

個人　　重量級 森滿　二鋼 都立足立新田 5位
鈴木　覇都 明治大学中野　 5位
大濱　空 都立足立新田 ２回戦敗退
大川　誠歩 明治大学中野　 初戦敗退
宝釼　太陽 自由ヶ丘学園　 初戦敗退
北山　慶悟 目黒日本大学　 初戦敗退

個人　　無差別級 ファンベクカジムラト 目黒日本大学　 ベスト16
小坂　剛司 明治大学中野　 ３回戦敗退
横山　司 都立足立新田 ３回戦敗退
山下　琳夢 自由ヶ丘学園　 ３回戦敗退
髙橋　侑也 都立足立新田 ２回戦敗退
今田　光紀 都立足立新田 初戦敗退
菅澤　元朗 日本体育大学荏原　 初戦敗退
門村　一茶 自由ヶ丘学園　 初戦敗退
王　忠元 自由ヶ丘学園　 初戦敗退
福岡　拓也 成城　 初戦敗退
下本　拓人 成城　 初戦敗退
大類　遼翔 自由ヶ丘学園　 初戦敗退
廣瀬　大地 自由ヶ丘学園　 初戦敗退
熊谷　颯天 目黒日本大学　 初戦敗退
松宮　睦生 目黒日本大学　 初戦敗退
播磨　慧伍 成城　 初戦敗退
小林　励也 目黒日本大学　 初戦敗退
淺田　優希 自由ヶ丘学園　 初戦敗退
水野　健太郎 明治大学中野　 棄権

25.相撲
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男子競技種目 氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
男        子 女        子

団体 近藤　響 団体 齊木　日香瑠
佐々木　瑛弘 浅井　春菜
関根　碧 三橋　結子
高野　大弥 工藤　結子
広末　希真 清水　花帆
相良　賢悟 堀部　加奈
佐藤　大介 清水　菜々花
今井　悠輔 山崎　あん
田中　恒成 田中　ゆうこ
湯崎　渓大 田尻　麻奈
横地　洸輝 橘　美輝
竹内　優乃介 伊藤　沙保
山口　暖生 平井　珠月
宮川　瑛太郎 山内　千寛
森川　太一 吉田　都乃

井出　実優
個人 三橋　結子 都立桜修館中等　 ５位
※団体出場者が兼ねる

※入賞者のみ記入

学校対抗 自由ヶ丘学園 　 ４位
帝京 　 5位

ﾌﾘｰ 51kg 金澤　孝羽 自由ヶ丘学園 　 準優勝 47kg 大井　寿々 日本体育大学桜華　 優勝
ガレダギ　敬一 帝京 　 ３位 前田　翠水 安部学院 　 ４位

55kg 五木田　琉 自由ヶ丘学園 　 ３位 品川　あずき 日本体育大学桜華　 リーグ戦敗退
木村　琉貴 日本工業大学駒場　 １回戦敗退 唐谷　里緒 安部学院 　 リーグ戦敗退

60kg 菅野　煌大 帝京 　 準優勝 50kg 坂本　由宇 帝京 　 優勝
大橋　慶士 自由ヶ丘学園 　 １回戦敗退 安田　あくる 安部学院 　 準優勝

65kg 髙橋　海大 帝京 　 優勝 澤木　心愛 日本体育大学桜華　 １回戦敗退
中條　天晴 自由ヶ丘学園 　 ４位 53kg 西田　紗織 安部学院 　 準優勝
安藤　勝成 日本工業大学駒場　 敗者復活１回戦敗退 本多　香里菜 安部学院 　 ４位

71kg 山口　叶太 自由ヶ丘学園 　 準優勝 澤田　美侑 日本体育大学桜華　 敗者復活１回戦敗退

80kg 秋月　梅門 自由ヶ丘学園 　 ６位 57kg 浅野　稔理 慶應義塾女子 　 優勝
村山　喜一 東京実業 　 ２回戦敗退 八嶋　那乃羽 安部学院 　 準優勝

92kg 濱田　豊喜 日本工業大学駒場　 準優勝 藤山　いろは 安部学院 　 ４位
ｸﾞﾚｺ 51kg 坂本　輪 自由ヶ丘学園 　 優勝 浅倉　巧留 日本体育大学桜華　 敗者復活２回戦敗退

55kg 戸田　純人 自由ヶ丘学園 　 準優勝 山倉　和華 日本体育大学桜華　 １回戦敗退
60kg 高田　京 自由ヶ丘学園 　 予備戦敗退 62kg 佐々木　すず 安部学院 　 優勝
65kg 犬嶋　蓮 自由ヶ丘学園 　 ２回戦敗退 浅井　紅吏 安部学院 　 ３位
71kg 本川　温瑛 自由ヶ丘学園 　 予備戦敗退 鈴木　未結 日本体育大学荏原 　 ４位

小松原　太陽 東京実業 　 予備戦敗退 松山　楓 日本工業大学駒場　 敗者復活１回戦敗退

80kg 矢崎　匠 日本工業大学駒場　 １回戦敗退 68kg 星野　レイ 日本体育大学桜華　 優勝
92kg 矢作　元貴 日本工業大学駒場　 ３位 藤倉　優花 安部学院 　 準優勝
125kg 亀田　桂槻 東京実業 　 敗者復活１回戦敗退 山田　亜優香 安部学院 　 ３位

奈良　琴美 日本体育大学桜華　 リーグ戦敗退
74kg 茂呂　綾乃 安部学院 　 優勝

菅野　藍衣 帝京 　 準優勝
中村　旭 日本体育大学桜華　 ３位

学習院高等科
１回戦敗退・全国
総体出場権獲得
戦勝利

東京学芸大学附属　 １回戦敗退

団体 日本大学第三　 準優勝 団体 目黒日本大学　 ベスト８
東海大学菅生　 ベスト８ 大成　 ベスト８
大成　 ２回戦敗退 東京　 ２回戦敗退
早稲田実業学校高等部 ２回戦敗退 早稲田実業学校高等部 1回戦敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ 石川　真輝 東海大学菅生　 ベスト８ ｼﾝｸﾞﾙｽ 伊藤　あおい 代々木　 ベスト４
山田　矢音 東海大学菅生　 ベスト８ 廣島　莉子 目黒日本大学　 ベスト８
村上　涼 東海大学菅生　 ２回戦敗退 贄田　佳穂 目黒日本大学　 ２回戦敗退
勝田　匠 日本大学第三　 ２回戦敗退 朝井　奈津子 成城学園　 ２回戦敗退
杉本　耕基 早稲田実業学校高等部 1回戦敗退 関口　裕望 目黒日本大学　 1回戦敗退
岡部　悠希 日本大学第三　 1回戦敗退 染谷　莉奈 成蹊　 1回戦敗退
細川　暖生 大成　 1回戦敗退 井口　紬 東京女子学院 1回戦敗退
井上　拓海 東海大学菅生　 1回戦敗退 会田　京叶 東京　 1回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石川・山田 東海大学菅生　 準優勝 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 関口・贄田 目黒日本大学　 ベスト４
杉本・楠戸 早稲田実業学校高等部 ２回戦敗退 高橋・若杉 大成　 1回戦敗退
勝田・野村 日本大学第三　 1回戦敗退 永井・笠原 日本大学第三　 1回戦敗退
林・布施 大成　 1回戦敗退 井口・井上 東京女子学院 1回戦敗退

６１Kg級 神谷　亮輔 東亜学園 ２０６ｋｇ 準優勝 ５５ｋｇ級 紙屋　七南 晃華学園 １０５ｋｇ ８位

山本　大和 東亜学園 １９５ｋｇ ５位 ５９ｋｇ級 松橋　柚香 東亜学園 １５８ｋｇ 優勝

６７Kg級 阪本　広太 日本大学鶴ヶ丘 １８０ｋｇ １０位 植田　美優 日本大学鶴ヶ丘 １１７ｋｇ ４位

７３Kg級 滝本　真己 東亜学園 １７８ｋｇ ９位 ６４ｋｇ級 山田　かな枝 東亜学園 １５０ｋｇ 優勝

８９Kg級 田中　寧栞 日本大学鶴ヶ丘 ２１５ｋｇ ３位 団体 東亜学園 ２４点 優勝

中止

ピン 中島　秀裕 目黒日本大学通信制 1回戦敗退 ピン 岩谷　美幸 目黒日本大学通信制 3位

ﾗｲﾄﾌﾗｲ 岡　朱里 目黒日本大学通信制 優勝 ﾗｲﾄﾌﾗｲ 三田　さくら 駿台学園 準優勝

ﾌﾗｲ 小池　竜斗 駿台学園 優勝 ﾌﾗｲ 加藤　夢花 日本体育大学桜華 1回戦敗退

ﾊﾞﾝﾀﾑ 高橋　昴 駿台学園　定時制 優勝 ﾊﾞﾝﾀﾑ 中野　芳香 目黒日本大学 優勝

ﾗｲﾄ 三浦　武蔵 駿台学園 3位 ﾌｪｻﾞｰ 佐藤　藍美 都立府中東 準優勝

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ 山上　晃輝 駿台学園 優勝 ﾗｲﾄ 大澤　あねら 目黒日本大学 優勝

ｳｪﾙﾀｰ 小池　立騎 駿台学園 優勝

ミドル 加藤　大河 駿台学園 優勝
学校対抗 駿台学園 優勝

目黒日本大学 4位
駿台学園　定時制 4位

32.ボクシング

27.レスリング

28.ホッケー

29テニス

30.ウェイトリフティング

31.登山

予選敗退
都立三田　 予選敗退

都立桜修館中等　 予選敗退
都立杉並総合　 予選敗退

26.弓道

東海大学菅生　 ベスト１６ 都立桜修館中等 ベスト８

都立井草　 予選敗退 東海大学菅生　 ベスト１６

芝浦工業大学
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男子競技種目 氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
男        子 女        子

シングルスカル 沢目　真直 都立江北　 3:35.00 優勝 シングルスカル 村田　友佳 都立墨田川　 4:20.24 第３位
本多　海 正則学園 　 3:45.74 準優勝 平松　叶圭 都立小松川　 4:26.92 第６位
加藤　琉惟 都立小松川　 4:10.75 準決勝6着 有枝　沙樹 都立本所　 4:28.01 準決勝6着
白鳥　大雅 中央大学杉並 　 4:49.42 敗者復活4着 田中　咲希 中央大学杉並 　 5:14.61 敗者復活３着
小方　維万 都立墨田川　 5:18.79 敗者復活5着 長谷川　莉菜 都立日本橋　 5:48.68 敗者復活5着
荒井　元希 都立本所　 6:11.14 敗者復活6着

ダブルスカル 中島諒大・小笠原旺聖 都立日本橋　 3:35.98 第４位 ダブルスカル 柳川菜穂・奥山花来 都立小松川　 3:58.38 第４位
遠藤暉嵐・鳥居翔 都立本所　 3:39.64 準決勝5着 国弘朱生・清水麻夕美 都立日本橋　 4:09.45 準決勝４着
西原悠・関根翼 都立小松川　 3:51.06 準決勝6着 菊池さくら・臼井彩乃 中央大学杉並 4:15.47 準決勝6着
寺井健太郎・悴田倫太郎 筑波大学付属 4:16.72 敗者復活４着 鈴木陽菜・六原歩美 都立本所　 4:47.99 敗者復活6着
齋藤彗星・脇本純大 学習院 高等科 6:01.01 敗者復活5着
松尾勇慶・河原悠大 中央大学杉並 棄権

舵手付クオドルプル 片岡・亀田・齊藤・井上・皆川 都立小松川　 3:18.90 優勝 舵手付クオドルプル 大岩・近藤・武内・丹治・岡本 都立小松川　 3:42.04 優勝
岡・宮谷・川瀬・相澤・高瀬 中央大学杉並 3:21.66 第３位 澤井・齋藤・松本・品川・高橋 中央大学杉並 3:59.45 準決勝５着
栗山・静・金子・湯原・趙 都立日本橋　 3:54.89 敗者復活３着
赤地・森・渡邉・小日向・和田 学習院 高等科 4:09.43 敗者復活５着

ﾄﾗｯｸ ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 鶴見　健二
江尻　敬介
松平　暖希
泉　颯太
藤田　祐大
石井　由歩
内田　峻輔
小嶋　海音
安田　和佐
松井　楓峨
近藤　拓人
上條　瑛輝

スプリント 小嶋　海音 都立八王子桑志 11"269 第3位 500mﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 冨増　珠江 都立八王子桑志 40"373 第3位
鶴見　健二 都立総合工科 11"443 第5位
池本柊太郎 都立多摩 11"743 第11位
松井　楓峨 日本大学豊山 12"838 予選20位
関屋　遥己 都立八王子桑志 13"374 予選25位

１㎞ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 内田　峻輔 都立八王子桑志 1'10"778 第4位
福田　海響 八王子実践 1'11"604 第7位
日野　遥 成城 1'14"902 第16位

３㎞インディヴィデュアル
・パーシュート 松平　暖希 都立総合工科 3'30"887 優勝

ｹｲﾘﾝ 藤田　祐大 都立葛西工 11"080 優勝
安田　和佐 都立八王子桑志 第7位
土方　誠也 都立八王子桑志 1回戦敗退

4km速度競走 江尻　敬介 都立総合工科 準優勝
スクラッチ 泉　颯太 都立葛西工 第6位

有川　慧 成城 予選敗退
山下　大智 都立八王子桑志 予選敗退
落合　康生 都立八王子桑志 予選敗退
近藤　拓人 日本大学豊山 予選敗退

ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ 愛澤　拓斗 都立八王子桑志 16点 第4位
田中　遥翔 都立八王子桑志 4点 第10位
渡辺　開 日本大学豊山 0点 第13位
松原　端穂 都立総合工科 0点 第14位

ロード 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 泉　颯太 都立葛西工 1:56'51" 準優勝 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 冨増　珠江 都立八王子桑志 1:02'50" 第3位
田中　遥翔 都立八王子桑志 1:56'51" 第6位
愛澤　拓斗 都立八王子桑志 1:56'51" 第14位
落合　康生 都立八王子桑志 1:56'51" 第15位
鈴木紳之助 佼成学園 1:56'51" 第16位
江尻　敬介 都立総合工科 1:56'51" 第18位
福田　海響 八王子実践 1:56'51" 第25位
有川　慧 成城 1:57'09" 第42位
近藤　拓人 日本大学豊山 2:01'32" 第53位
松平　暖希 都立総合工科 2:02'37" 第55位
川崎　開智 城北 ＤＮＦ
内田　峻輔 都立八王子桑志 ＤＮＦ
小嶋　海音 都立八王子桑志 ＤＮＦ
安田　和佐 都立八王子桑志 ＤＮＦ
渡辺　開 日本大学豊山 ＤＮＦ
上條　瑛輝 日本大学豊山 ＤＮＦ
池本　柊太郎 都立多摩 ＤＮＦ
山下　哲平 都立総合工科 ＤＮＦ

団体ＢＲ 明治大学中野 　 1804.4 第9位 団体ＢＲ 日本大学櫻丘 　 1828.0 準優勝

個人ＡＲ 湊　祐貴 明治大学中野 　
本選593.8　決

勝154.4
第6位 個人ＡＲ 山田　咲来 成立学園 　

本選624.4
決勝244.8

優勝

中村　和桜 中央大学附属　 　 575.5 第15位 大野　結晶 筑波大学付属　　
本選600.9
決勝137.8

第7位

個人ＢＲ 大橋　拓海 明治大学中野 　 613.4 第10位 個人ＢＲ 髙橋　及都 日本大学櫻丘 　 613.5 第11位
武藤　悠 日本大学櫻丘 　 609.8 第18位 岸　里彩子 中央大学附属 609.1 第19位
村上　一真 中央大学附属 601.6 第31位 田中　琶子 中央大学附属 607.5 第22位
河野　雄暉 都立東村山　 599.0 第34位 佐藤　絢花 中央大学附属 606.8 第24位
小松　大騎 明治大学中野 　 596.2 第36位 原田　華帆 日本大学櫻丘 　 605.4 第28位
森田　一颯 明治大学中野 　 594.8 第38位 吉田　夏子 中央大学附属 593.8 第39位

個人ＢＰ 関川　颯太 日本大学櫻丘 　
本選545・9x

決勝204.1
第3位 個人ＢＰ 山本　莉音 中央大学附属

本選502・2x
決勝216.1

優勝

吉永　龍 明治大学中野 　 503・2x 第9位 西田　葵 成立学園 　
本選520・6x

決勝134.0
第6位

星澤　真依 中央大学附属 474・2x 第14位

33.ボート

34.自転車競技

35.ライフル射撃

第3位

第4位

第12位

都立総合工科

都立葛西工

都立八王子桑志

日本大学豊山

1'19"931

1'21"231

1'21"232

1'27"211

準優勝
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男子競技種目 氏名 所属 記録 成績 女子競技種目 氏名 所属 記録 成績
男        子 女        子

男子学校対抗 磯部、岸本、荒井、三橋、林 東亜学園 　 ベスト16 女子学校対抗 重藤、早川、久保田、鴨下、豊原 東亜学園 　 ベスト8
山本、遠藤、樋口、髙橋、関根 青山学院　 ベスト16 盧、道明、高木、布施、田代 都立王子総合　 ベスト16
門矢、小野、吉田、矢口、最上 都立王子総合　 ベスト16 魚返、山内、武田、黒岩、奥山 青山学院　 １回戦敗退
戸田、高澤、大石、岡田、髙橋 早稲田大学高等学院 １回戦敗退 佐藤、鈴木、直井 共立女子第二 　 １回戦敗退
密田、宇藤、橋本、増野、知花 早稲田大学高等学院 棄権

男子個人 荒井　欧祐 東亜学園 　 5位 女子個人 盧　承延 都立王子総合　 準優勝
磯部　晴貴 東亜学園 　 6位 重藤　美紀 東亜学園 　 ３位
門矢　佳大 都立王子総合　 14位 早川　葵彩 東亜学園 　 5位
岸本　錬志 東亜学園 　 16位 久保田　未来乃 東亜学園 　 ７位
山本　直輝 青山学院　 17位 渡辺　瑚子 慶應義塾女子 　 10位
三浦　知哉 自由ヶ丘学園 　 30位 道明　瑠永 東亜学園 　 36位

団体形 世田谷学園 ３位 団体形 八雲学園 ３位
保善 第２ラウンド敗退 目黒学院 第２ラウンド敗退

帝京 第２ラウンド敗退 日本大学鶴ヶ丘 第２ラウンド敗退

昭和第一 第１ラウンド敗退 都立富士森 第１ラウンド敗退

団体組手 世田谷学園 優勝 団体組手 帝京 準優勝
保善 ベスト８ 目黒学院 １回戦敗退
目黒学院 ３回戦敗退 都立富士森 １回戦敗退
国士舘 １回戦敗退 日大鶴ヶ丘 １回戦敗退

個人形 杉野 鴻輝 世田谷学園 第２ラウンド敗退 個人形 福田 純香 八雲学園 第２ラウンド敗退

駒津　颯 世田谷学園 第２ラウンド敗退 渡部 愛蘭 八雲学園 第２ラウンド敗退

松谷　絆 世田谷学園 第１ラウンド敗退 平田　澪 八雲学園 第２ラウンド敗退

角田　空 世田谷学園 第１ラウンド敗退 木原 野ノ花 八雲学園 第１ラウンド敗退

個人組手 本橋 怜欧 保善 ３回戦敗退 個人組手 萩原 沙羅 帝京 優勝
阿部 遥佑 世田谷学園 ２回戦敗退 渡辺 未来 帝京 ３位
駒津　颯 世田谷学園 １回戦敗退 友成 唯日 帝京 ２回戦敗退
萩野谷 僚太 保善 １回戦敗退 田中　希 帝京 １回戦敗退

団体 駒場東邦 　 ５位 団体 都立東　 ５位
日本工業大駒場　 ９位 日本体育大学桜華　 ９位

個人 伊藤　魁晟 都立足立新田　 5位 個人 大田　楓子 成立学園 　 優勝
田中　陽都 駒場東邦 　 予選落ち 岸本　美咲 日本体育大学桜華　 ９位
吉田　健人 駒場東邦 　 予選落ち 肥沼　美幸 日本体育大学桜華　 予選落ち
原本　啓匠 駒場東邦 　 予選落ち 稲葉　結菜 日本体育大学桜華　 予選落ち
新家　朝陽 駒場東邦 　 予選落ち 石川　公菜 都立東　 予選落ち
浅井　裕貴 日本工業大駒場 予選落ち 齋藤　花歌 都立東　 予選落ち
山田　剛大 日本工業大駒場　 予選落ち 本間　花清 都立東　 予選落ち
山下　岳 日本工業大駒場　 予選落ち

団体戦 都立南多摩中等 準優勝
都立城東　 ２回戦敗退

個人戦 樋口　芙有子 都立南多摩中等 優勝
近藤　美羽 都立南多摩中等 ベスト８
土谷　あおば 都立南多摩中等 ３回戦敗退
太田　和泉 都立富士　 ３回戦敗退
藤原　羽菜 都立富士　 ２回戦敗退
大杉　真凜 都立富士　 ２回戦敗退
武田　夏葉 都立南多摩中等 ２回戦敗退

演技 藤原羽菜・大杉真凜 都立富士　 準優勝
樋口　芙有子・武田　夏葉 都立南多摩中等 ベスト８
髙木　優衣・木下　麻佑 文化学園大学杉並　 ベスト８
長谷川　柚・國時　佐和子 都立富士　 ベスト８
大島　尚子・平田　双葉 都立富士　 ２回戦敗退

40.少林寺拳法

団体
高橋・新田・市川・稲橋・
広川・小西・村上・楢原 城北 259 準優勝 団体

松本・太田・小島・瀬田・
藤田・会田・中田・高橋 都立清瀬 258.5 ４位

大塚・堀・福島・宮崎・長
塚・原・横山・南

早稲田実業学校高等部 256.5 ５位
久保田・池田・石原・萩
原・高松・小林・熊谷

早稲田実業学校高等部 260 ５位

門倉・片野・三神・寺田・
寺田・小宮

都立清瀬 251 9位
落合・二之宮・海沼・井
上・長谷部・原田

冨士見丘 250 １２位

組演武 大塚世翔・福島綾哉 早稲田実業学校高等部 260 準優勝 組演武 松本詩葉・太田智美 都立清瀬 259 優勝
高橋　佑・市川晴喜 城北 260 ５位 久保田羽菜・池田弥来早稲田実業学校高等部 25.7 ３位
三神亮太・片野慶 都立清瀬 257 １１位 落合桃子・二之宮巴菜 冨士見丘 251 １７位
新田悠人・村上友哉 城北 255 １５位 熊谷梨花・山本　栞 冨士見丘 250 １９位
寺田叡治・小宮尚貴 都立清瀬 254.5 １７位 石原理彩・萩原　藍 早稲田実業学校高等部 250 ２０位
渕側克仁・岡崎千洋 城北 254.5 １８位 瀬田　鈴・藤田菜々美 都立清瀬 249 ２５位

単独演武 門倉　羽音 都立清瀬 26.1 ４位 単独演武 満田　灯里 創価 257.5 ６位
稲橋　泰樹 城北 259 ６位 光田　修央 都立清瀬 256 ９位
原　綜侑 早稲田実業学校高等部 255.5 10位 会田　美里 都立清瀬 254 １４位
渡辺　流唯 都立砂川 254.5 １１位 小島　美羽 都立清瀬 353.5 １５位
吉田　響希 創価 252.5 17位 小林　光 桜丘 252.5 １８位
大野　伊織 芝 252.5 １８位 高松　莉良 早稲田実業学校高等部 250.5 ２２位

420級 チームＡ 都立大島海洋国際　 16位 ４２０級 チームA 都立大島海洋国際　 １０位
チームB 都立大島海洋国際　 17位 レーザーラジアル級 北原 頌子 雙葉　 優勝
チームＡ 早稲田大学高等学院 １８位 小山 すみれ 郁文館　 ３位

チームB 早稲田大学高等学院 ２０位
レーザーラジアル級 落合 創太 高輪　 ７位

K-１ 沼田　蒼太朗 正則学園　 1’56”358 決勝３位 WK-1 上原　千歩 都立日本橋　 2’24”396 決勝５位
平田　侑杜 正則学園　 1’59”570 決勝6位 安藤　万結 桐朋女子　 2’42”829 準決勝2組５位

畠中　正悟 都立江戸川　 2’02”504 準決勝4組４位 小嶋　佑咲 都立福生　 2’45”097 準決勝3組５位

吉岡　青唯 都立江戸川　 2’13”006 準決勝3組４位

石井　蒼馬 都立小松川　 2’10”717 準決勝1組４位

安廣　周真 都立両国　 2’11”618 準決勝1組５位

C-1 五十嵐　友哉 筑波大学駒場　 2’24”380 決勝８位
ｋ-2 平田　侑杜・沼田蒼太朗 正則学園　 1’48”617 準優勝

吉岡　青唯・畠中　正吾 都立江戸川　 1’53”695 決勝５位

39.なぎなた

00.ヨット

00.カヌー

36.フェンシング

37.空手道

38.アーチェリー

関東8 / 8 



氏名 所属 記録 成績 女子種目 氏名 所属 記録 成績

100m 竹尾 拓真　	 明星学園 　 10秒71 予選第5位 100m 山越 理子　 都立富士　 12秒00 準決勝第6位

神戸 毅裕　 明星学園 　 10秒90 準決勝第8位 	綿貫 真尋　 城西大学城西 　 12秒27 予選第5位

400ｍ 小山 蓮　 都立西　 47秒71 準優勝 200m 山越 理子　 都立富士　 24秒43 準決勝第4位

800m 小山 蓮　 都立西　 2分01秒62 予選第7位 税田 ｼﾞｪﾆﾌｧｰ璃美　 城西大学城西 　 24秒14 準決勝第3位

大竹 爾喜　 立教池袋 　 1分55秒76 予選6位 400ｍ 利根川 心暖　 八王子学園八王子　 56秒02 準決勝第3位

1500ｍ 大室 杏夢　 城西大学城西 　 3分55秒52 予選第8位 鴨下 友織菜　	 都立三鷹中等教育　 57秒18 予選第4位

5000m 佐藤 有一　 拓殖大学第一 　 14分10秒85 決勝第12位 大川 寿美香　	 三田国際学園　　　 棄権

田中 純　 城西大学城西 　 14分50秒04 予選第15位 800m 勝 くるみ　 白梅学園 　 2分12秒77 決勝第7位

110mＨ 西村 碧史　 都立富士　 14秒68 予選第4位 奥脇 彩花　 白梅学園 　 2分10秒90 準決勝第5位

北條 友葵　 三田国際学園　　　 14秒34 準決勝第5位 鴨下 友織菜　	 都立三鷹中等教育　 2分12秒40 予選第3位

400mH 麻生 悠斗　 日本工業大学駒場　 53秒26 準決勝第7位 1500ｍ 	塩入 百葉　 錦城学園 　 4分26秒87 予選第7位

安藤 晴輝　 本郷 　 54秒54 準決勝第8位 南 日向　 順天 　 4分46秒06 予選第17位

	松田 直弥　 都立昭和　 54秒60 予選第4位 3000m 外間 礼那　 東京 　 10分04秒22 予選第18位

3000mSC 矢原 功大　 東京 　 9分45秒35 予選第13位 小川 陽香　	 順天 　 9分24秒26 決勝第12位

走高跳 	内野 秀喜　 明星学園 　 2m00 決勝第9位 	塩入 百葉　 錦城学園 　 9分34秒06 予選第7位

棒高跳 豊田 雄伍　 東京 　 記録なし 100mＨ 大川 寿美香　	 三田国際学園　　　 14秒53 予選第3位

走幅跳 白濱 稔也　 都立板橋　 6m93 決勝第12位 400mH 大川 寿美香　	 三田国際学園　　　 1分00秒11 決勝第3位

友野 舜涼　 都立東大和　 6m70 予選第24位 益子 芽里　 東京 　 1分00秒92 決勝第4位

片山 大地　 八王子学園八王子　 6m84 予選第22位 成澤 夢美　 駒澤大学 　 1分04秒54 予選第6位

三段跳 白濱 稔也　 都立板橋　 14m57 決勝第20位 藤田 貴子　 都立東大和　 1分04秒87 予選第6位

ハンマー投 今村 天春　 保善 　 決勝進出 記録なし 走高跳 伊藤 楓　 東京 　 1m76 準優勝

大澤 宙也　 都立府中工業　 54m61 予選第10位 森﨑 優希　 明星学園 　 1m73 決勝第4位

遠山 莉生　 都立中央ろう学校 54m44 予選第12位 下元 香凜　 白梅学園 　 棄権

やり投 鶴澤 元基　 都立富士森　 55m08 予選第11位 棒高跳 佐々木 琳音　 東京 　 3m70 決勝第8位

佐藤 秀亮　 都立美原　 56m65 予選第10位 小林 美月　 明星学園 　 3m50 決勝第10位

八種競技 高橋 諒　 桐朋 　 5528点 優勝 走幅跳 乙津 美月　 八王子学園八王子　 6m02 決勝第4位

4×100m 影山・神戸・江上・竹尾 明星学園 　 41秒61 予選第3位 	宮田 稜子　 八王子学園八王子　 5m68 予選第9位

4×400m 佐藤・清水・田所・宮内 東京 　 3分17秒37 予選第3位3 三段跳 乙津 美月　 八王子学園八王子　 11m79 決勝第19位

舘野 晃歩　 明治大学付属中野八王子 　 12m15 決勝第11位

砲丸投 菅野 和加　 東京 　 12m06 予選第12位

円盤投 櫻井 愛音　 都立田無　 35m51 予選第17位

久保田 優華　 日本体育大学桜華　 33m38 予選第21位

ハンマー投 	松田 夏空　 都立富士　 42m92 決勝第25位

やり投 	三宅 未佑　 東京 　 42m89 予選第7位

七種競技 下元 香凜　 白梅学園 　 4959点 準優勝

舘野 晃歩　 明治大学付属中野八王子 　 4770点 決勝第7位

4×100m 日高・税田・綿貫・星野 城西大学城西 　 46秒36 決勝第3位

荒井・上島・貝嶋・山越 都立富士　 47秒07 準決勝第8位

4×400m 井口・樽木･村松・中山 日本工業大学駒場　 3分52秒85 予選第4位

奥脇・鈴木・京岡・勝 白梅学園 　 3分51秒06 準決勝第6位

伊東-花井-星野-鈴木-
本間-飯國-伊藤 國學院久我山 2:05:28 13位 小川-鈴木-南-菅野-林 順天 1:10:48 14位

団体 総合 駒澤大学 225.850 10位 総合 大智学園　 161.050 5位

個人 総合 築山　翔馬 相生学院 79.200 14位 総合 畠田　千愛 大智学園　 55.800 7位

前田　憲伸 駒澤大学 77.650 20位 岩崎　夏芽 大智学園　 53.700 16位

板橋　永久 駒澤大学 75.150 39位 髙木　玲 大智学園　 50.850 32位

今村　健太郎 日本体育大学荏原 74.800 44位 長谷川　琴 大智学園　 50.250 38位

栗原　優太 駒澤大学 70.100 73位

豊田　桜大 駒澤大学 69.950 75位

男子ゆか 築山　翔馬 相生学院 14.400 優勝 女子跳馬 畠田　千愛 大智学園　 14.900 優勝

今村　健太郎 日本体育大学荏原 13.700 13位 岩崎　夏芽 大智学園　 14.350 6位

前田　憲伸 駒澤大学 13.500 21位 髙木　玲 大智学園　 13.600 27位

板橋　永久 駒澤大学 13.500 21位 長谷川　琴 大智学園　 13.450 42位

豊田　桜大 駒澤大学 13.100 39位

栗原　優太 駒澤大学 11.700 77位

男子あん馬 前田　憲伸 駒澤大学 12.950 12位 女子段違い平行棒 畠田　千愛 大智学園　 13.800 9位

築山　翔馬 相生学院 12.600 24位 岩崎　夏芽 大智学園　 13.300 17位

板橋　永久 駒澤大学 11.600 50位 髙木　玲 大智学園　 11.900 51位

今村　健太郎 日本体育大学荏原 11.600 50位 長谷川　琴 大智学園　 12.550 33位

栗原　優太 駒澤大学 10.900 70位

豊田　桜大 駒澤大学 10.350 75位

男子つり輪 板橋　永久 駒澤大学 13.850 5位 女子平均台 畠田　千愛 大智学園　 12.600 34位

築山　翔馬 相生学院 12.750 30位 岩崎　夏芽 大智学園　 13.450 14位

今村　健太郎 日本体育大学荏原 12.700 35位 髙木　玲 大智学園　 13.050 23位

前田　憲伸 駒澤大学 12.650 36位 長谷川　琴 大智学園　 11.900 54位

豊田　桜大 駒澤大学 12.350 45位

栗原　優太 駒澤大学 12.250 48位

男子跳馬 築山　翔馬 相生学院 14.300 3位 女子ゆか 畠田　千愛 大智学園　 14.500 優勝

今村　健太郎 日本体育大学荏原 13.800 20位 岩崎　夏芽 大智学園　 12.600 32位

板橋　永久 駒澤大学 13.650 33位 髙木　玲 大智学園　 12.300 44位

前田　憲伸 駒澤大学 13.500 44位 長谷川　琴 大智学園　 12.350 41位

豊田　桜大 駒澤大学 13.300 53位

栗原　優太 駒澤大学 11.850 82位

1.2.陸上競技

令和３年度　全国総合体育大会
東京都選手成績一覧

3.4.体操

競技種目
男        子 女        子

1.駅伝
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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

男子平行棒 前田　憲伸 駒澤大学 12.250 37位

築山　翔馬 相生学院 12.050 46位

板橋　永久 駒澤大学 11.900 53位

今村　健太郎 日本体育大学荏原 11.400 71位

栗原　優太 駒澤大学 11.300 72位

豊田　桜大 駒澤大学 10.400 83位

男子鉄棒 築山　翔馬 相生学院 13.100 14位

前田　憲伸 駒澤大学 12.800 20位

栗原　優太 駒澤大学 12.100 56位

今村　健太郎 日本体育大学荏原 11.600 72位

板橋　永久 駒澤大学 10.650 81位

豊田　桜大 駒澤大学 10.450 82位

団体 総合 日本女子体育大二階堂　 29.550 5位

個人 総合 山田　遥大 国士舘 31.400 8位 総合 岩崎　千紘 都立駒場　 30.350 4位

ロープ 山田　遥大 国士舘 15.350 13位 ボール 岩崎　千紘 都立駒場　 16.200 6位

クラブ 山田　遥大 国士舘 16.050 6位 リボン 岩崎　千紘 都立駒場　 14.150 6位

八王子学園八王子 ３回戦敗退 明星学園　 準々決勝敗退

実践学園 出場辞退 八雲学園　 3回戦敗退

駿台学園 準優勝 下北沢成徳　 優勝

東亜学園 ２回戦敗退 共栄学園　

団体 学校対抗 駒澤大学　 １回戦敗退 学校対抗 文化学園大学杉並 ベスト8

個人 髙田・飯干 早稲田実業学校高等部 ５回戦敗退 五十嵐・左近 文化学園大学杉並 4回戦敗退

結城・岡田 都立清瀬　 ３回戦敗退 小作・辻 文化学園大学杉並 4回戦敗退

新井・稲荷 駒澤大学　 ３回戦敗退 竹和・若林 文化学園大学杉並 3回戦敗退

林・三浦 佼成学園　 ３回戦敗退 鈴木・大野 文化学園大学杉並 3回戦敗退

澤田・中山 明法　 ２回戦敗退 三橋・川原 文化学園大学杉並 2回戦敗退

立野・東家 早稲田実業学校高等部 ２回戦敗退 泉屋・大門 文化学園大学杉並 2回戦敗退

増田・稲林 佼成学園　 ２回戦敗退 藤井・高島 文化学園大学杉並 2回戦敗退

芝・小野澤 駒澤大学　 １回戦敗退 谷・伊藤 国本女子 2回戦敗退

団体 共栄学園 １回戦敗退 団体 神田女学園 ３回戦敗退（ベスト16）

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

フィギア 個人 小田垣　櫻 目黒日本大学 146.86 ６位 個人 住吉  りをん  駒場学園 185.04 優勝

菊地　竜生 目黒日本大学 142.7 ７位 穗積　乃愛  駒場学園 121.95 １５位

矢島　司 駒場学園 140.01 ８位 生方  日凜 都立駒場 107.01 ２１位

藤城　柊治 ＩＤ学園東京本部校 130.23 １２位 猪股  早哉子 駒場学園 106.25 ２２位

梶本　将太 駒場学園 119.8 １９位 西村  美思 専修大学附属 38.36 ３１位

田邊　拓也 東海大学付属高輪台 38.21 ２９位 井口  日利 新渡戸文化 36.62 ３５位

鷹取　慶太 新渡戸文化 35.64 ３２位 清野  桃葉   東京女子学院 34.47 ５１位

田村　篤彦 正則学園 32.48 ３６位 小川  日菜子 トキワ松学園 34.37 ５２位

玉木　悠伸 都立狛江 31.07 ３７位 南雲  みやび  都立小平 31.8 ６７位

菊地　俊瑛 東京電機大学付属 26.11 ３９位 廣田  日茉莉   城西大学附属城西 29.56 ８５位

三浦　佳生 目黒日本大学 棄権 中西  伶菜 新渡戸文化 26.98 １０４位

元榮  愛子 目黒日本大学 棄権

鈴木　なつ 飛鳥未来きずな高等学校立川キャンパス 棄権

学校対抗 目黒日本大学 優勝 学校対抗 駒場学園 優勝

駒場学園 準優勝 都立駒場 ２７位

ＩＤ学園東京本部校 １１位 新渡戸文化 ２８位

東海大学付属高輪台 ２６位 専修大学附属 ３４位

新渡戸文化 ２９位 東京女子学院 ４７位

正則学園 ３３位 トキワ松学園 ４８位

都立狛江 ３４位 都立小平 ５８位

東京電機大学付属 ３９位 城西大学附属城西 ７０位

早稲田実業学校高等部 ベスト16

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

２回戦敗退

12.スキー

13.スケート

13.．ｱｲｽﾎｯｹｰ
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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 学校対抗 実践学園 ２回戦敗退 学校対抗 武蔵野 　 １回戦敗退

安田学園 ベスト１６ ｼﾝｸﾞﾙｽ 加賀美　恵奈 武蔵野 　 ３回戦敗退

東海大学菅生 ベスト１６ 加藤　瑞穂 日本工業大学駒場　 ２回戦敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ 高橋　航太郎 実践学園 第３位（ベスト４） 杉田　くるみ 武蔵野 　 ベスト３２

伊藤　礼博 安田学園 ベスト１６ 野川　春華 武蔵野 　 ３回戦敗退

栁澤　幹太 実践学園 ベスト３２ 手島　和奏 武蔵野 　 ３回戦敗退

剣持　将作 実践学園 ３回戦敗退 田中　梨々花 武蔵野 　 ２回戦敗退

笠井　埜衣 東海大学菅生 ２回戦敗退 横谷　かいら 武蔵野 　 １回戦敗退

関口　朋弥 安田学園 ２回戦敗退

原　悠 実践学園 １回戦敗退

水藤　光希 東海大学菅生 １回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 剣持 ・高橋 実践学園 ３回戦敗退 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 鈴木・井之村 武蔵野 　 ２回戦敗退

伊藤・中川 安田学園 ３回戦敗退 野川・野﨑 武蔵野 　 ２回戦敗退

廣田・関口 安田学園 ３回戦敗退 加賀美・手島 武蔵野 　 １回戦敗退

髙野・石川 実践学園 １回戦敗退

18.サッカー

　 実践学園 2回戦敗退 　 十文字 1回戦敗退

帝京　 1回戦敗退

19.ハンドボール

関東第一　 2回戦敗退 佼成学園女子 ベスト8

21.バドミントン

団体 学校対抗 関東第一　 2回戦敗退 学校対抗 淑徳巣鴨　 2回戦敗退

淑徳巣鴨　 1回戦敗退 関東第一　 1回戦敗退

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 佐藤　憲蔵 淑徳巣鴨　 2回戦敗退 ｼﾝｸﾞﾙｽ 田中　舞緒 淑徳巣鴨　 2回戦敗退

高橋　知也 淑徳巣鴨　 1回戦敗退 大竹　璃菜 関東第一　 1回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石﨑陽明・福岡祐希 淑徳巣鴨　 ベスト32 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 渡辺七海・鶴田彩乃 関東第一　 1回戦敗退

鈴鹿航一朗・下野智輝 実践学園　 2回戦敗退 髙橋茉優・田中珠鈴 関東第一　 1回戦敗退

22.柔道

団体 学校対抗 国士舘 ベスト8（第5位） 学校対抗 帝京 1回戦敗退

個人 60㎏ 小野　日向 足立学園 優勝 48kg 宮木　果乃 修徳 準優勝

66㎏ 工藤　泰輝 修徳 第3位 52kg 高木　由有 淑徳 3回戦敗退

73㎏ 新村　隼也 修徳 ベスト８（第5位） 57kg 大山　明莉 藤村女子 3回戦敗退

81㎏ 日髙　輝海 日本体育大学荏原 2回戦敗退 63kg 田中　輝乃 岩倉 第3位

90㎏ 大吉　　諒 日本体育大学荏原 3回戦敗退 70kg 大森　恵花 渋谷教育学園渋谷 ベスト８（第5位）

100㎏ 濱田　哲太 修徳 3回戦敗退 78kg 稲葉　千晧 国士舘 第3位

100㎏超 佐藤　晴輝 日本体育大学荏原 2回戦敗退 78kg超 大高ひかり 帝京 棄権

23.剣道

団体 学校対抗 正則学園 　 予選リーグ敗退 学校対抗 淑徳巣鴨 　 予選リーグ敗退

個人 伊豆本　武蔵 東海大学高輪台 　 １回戦敗退 北井　沙樹 淑徳巣鴨 　 ベスト８

樋口　隆太郎 明治大学中野 　 １回戦敗退 内田　望美 東海大学菅生　 １回戦敗退

24.水泳

競泳 50m自 山口　遼大 暁星 　 23.10 優勝 50m自 船越　彩椰 淑徳巣鴨 　 25.86 準優勝

鎌田　純吾 日本大学豊山 　 23.35 5位 田村　真優 目黒日本大学　 26.12 4位

清水　恒聖 目黒日本大学　 23.73 17位 鈴木　莉緒 八王子学園八王子　 26.39 12位

光永　翔音 日本大学豊山 　 23.88 21位 堀籠　ひなた 藤村女子 　 26.94 20位

松井　理宇 日本大学豊山 　 23.98 26位

西松　寛和 京華 　 24.33 52位

100m自 柳本　幸之介 日本大学豊山 　 49.91 優勝 100m自 二宮　歌梨 早稲田実業学校高等部 56.17 準優勝

鎌田　純吾 日本大学豊山 　 51.46 12位 長尾　佳音 武蔵野 　 56.34 3位

松井　理宇 日本大学豊山 　 52.50 16位 船越　彩椰 淑徳巣鴨 　 56.41 4位

山口　遼大 暁星 　 52.43 38位 鈴木　莉緒 八王子学園八王子　 56.76 6位

山内　透 都立南平　 52.66 42位 柴田　菜摘 早稲田実業学校高等部 57.10 8位

中村　匡希 京華 　 52.80 47位 田村　真優 目黒日本大学　 57.66 16位

松橋　麗華 武蔵野 　 58.70 28位

200m自 柳本　幸之介 日本大学豊山 　 01:48.41 優勝 200m自 長尾　佳音 武蔵野 　 02:01.04 準優勝

桐山　真葵 立教池袋 　 01:49.89 3位 岡村　梨香 八王子学園八王子　 02:01.99 4位

木村　修梧 日本大学豊山 　 01:53.20 21位 柴田　菜摘 早稲田実業学校高等部 02:04.85 14位

山内　透 都立南平　 01:53.90 30位 山﨑　くみ 淑徳巣鴨 　 02:07.67 21位

満園　瑛 日本大学豊山 　 01:54.98 44位 秋原　埜安 武蔵野 　 02:08.16 25位

齋藤　健太郎 目黒日本大学　 01:55.26 49位

熊谷　修吾 淑徳巣鴨 　 01:57.05 63位

400m自 桐山　真葵 立教池袋 　 03:54.53 4位 400m自 岡村　梨香 八王子学園八王子　 04:14.25 優勝

碓井　創太 日本大学豊山 　 03:57.33 9位 松﨑　りん 日本大学第二 　 04:20.06 7位

木村　修梧 日本大学豊山 　 03:59.40 13位 前野　陽向 日本大学第二 　 04:25.59 16位

齋藤　健太郎 目黒日本大学　 04:06.39 44位

1500m自 碓井　創太 日本大学豊山 　 15:23.25 優勝 800m自 片岡　実乃里 都立東大和南　 09:11.32 20位

松藤　和輝 日本大学豊山 　 15:56.26 11位 川井　玲乃 武蔵野 　 09:16.33 24位

平田　凌汰 堀越 　 16:13.80 25位

永野　蒼 日本大学豊山 　 16:17.93 27位

100m背 田中　雄貴 日本大学豊山 　 56.50 6位 100m背 竹葉　智子 目黒日本大学　 01:01.92 3位

成嶋　義徳 八王子学園八王子　 57.42 13位 亀井　涼子 淑徳巣鴨 　 01:02.12 5位

花山　秀義 日本大学豊山 　 58.16 18位 澤　響花 八王子学園八王子　 01:02.44 6位

千葉　佑斗 京華商業 　 58.68 28位 轟　陽菜 淑徳巣鴨 　 01:03.53 14位

中嶌　理貴 日本大学豊山 　 59.35 37位 岡﨑　友愛 武蔵野 　 01:04.50 21位

14.15.卓球
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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

200m背 田中　雄貴 日本大学豊山 　 02:02.80 6位 200m背 竹葉　智子 目黒日本大学　 02:12.78 3位

花山　秀義 日本大学豊山 　 02:05.24 13位 轟　陽菜 淑徳巣鴨 　 02:15.94 9位

千葉　佑斗 京華商業 　 02:07.01 28位 森田　奈々 都立武蔵野北　 02:16.36 10位

澤　響花 八王子学園八王子　 02:16.48 12位

亀井　涼子 淑徳巣鴨 　 02:18.44 19位

前野　陽向 日本大学第二 　 02:18.69 20位

100m平 濱出　咲哉 淑徳巣鴨 　 01:02.85 11位 100m平 黒部　和花 都立両国　 01:09.57 5位

稲澤　駿斗 日本大学豊山 　 01:03.49 17位 飯田　愛心 淑徳巣鴨 　 01:11.49 17位

佐藤　洋輔 武蔵野 　 01:03.63 21位 藤井　乙葉 淑徳巣鴨 　 01:11.89 23位

北城　稜真 成城 　 01:04.03 27位 阿部　恋奈 淑徳巣鴨 　 01:11.92 24位

横山　洸一郎 都立墨田川　 01:04.13 28位 藤縄　優花 早稲田実業学校高等部 01:11.93 25位

遠藤　和夏 目黒日本大学　 01:11.94 26位

池野　紫音 武蔵野大学附属千代田　 01:12.78 41位

鈴木　実咲 都立芦花　 01:12.95 45位

須藤　慶 八王子学園八王子　 01:12.98 46位

200m平 濱出　咲哉 淑徳巣鴨 　 02:12.71 優勝 200m平 藤井　乙葉 淑徳巣鴨 　 02:30.35 11位

川島　朝陽 淑徳巣鴨 　 02:14.79 10位 藤縄　優花 早稲田実業学校高等部 02:32.91 19位

井上　颯 日本大学豊山 　 02:19.34 36位 遠藤　和夏 目黒日本大学　 02:34.08 24位

岡本　安未 帝京 　 02:34.96 30位

堀　夏葉 武蔵野 　 02:35.71 35位

100mﾊﾞﾀ 光永　翔音 日本大学豊山 　 53.27 準優勝 100mﾊﾞﾀ 木津喜　一花 淑徳巣鴨 　 59.62 3位

北川　凛生 日本大学豊山 　 53.47 3位 野田　佑風 かえつ有明　 59.66 4位

成嶋　義徳 八王子学園八王子　 55.02 10位 内藤　花音 八王子学園八王子　 01:01.92 21位

大見　碧士 日本大学豊山 　 55.30 12位

野口　琥徹 淑徳巣鴨 　 55.27 18位

200mﾊﾞﾀ 北川　凛生 日本大学豊山 　 01:58.04 優勝 200mﾊﾞﾀ 野田　佑風 かえつ有明　 02:12.90 6位

永野　蒼 日本大学豊山 　 02:02.57 18位

武井　律己 日本大学豊山 　 02:03.00 25位

児玉　光児 武蔵野 　 02:03.62 31位

野口　琥徹 淑徳巣鴨 　 02:03.93 34位

平岩　佑陸 都立東大和南　 02:04.49 40位

200m個人 飯田　光達 八王子学園八王子　 02:05.30 13位 200m個人 木津喜　一花 淑徳巣鴨 　 02:14.76 準優勝

ﾒﾄﾞﾚｰ 村田　昴 淑徳巣鴨 　 02:06.53 19位 ﾒﾄﾞﾚｰ 佐藤　梨央 東京大学教育学部附属中等　 02:14.91 3位

今村　陽向 日本大学豊山 　 02:07.14 25位 黒部　和花 都立両国　 02:15.14 5位

熊谷　修吾 淑徳巣鴨 　 02:07.33 26位 楠田　夢乃 藤村女子 　 02:17.14 9位

高尾　彬理 明治大学付属明治 　 02:07.88 34位 有川　萌結 早稲田実業学校高等部 02:18.89 14位

中川　雅嗣 淑徳巣鴨 　 02:08.31 37位 飯田　愛心 淑徳巣鴨 　 02:20.14 16位

平野　翔一 日本大学豊山 　 02:09.66 48位 木崎　京香 早稲田実業学校高等部 02:21.85 27位

鈴木　煌也 日本大学豊山 　 02:09.98 49位 須藤　慶 八王子学園八王子　 02:23.53 35位

400m個人 川島　朝陽 淑徳巣鴨 　 04:24.66 7位 400m個人 佐藤　梨央 東京大学教育学部附属中等 04:43.44 準優勝

ﾒﾄﾞﾚｰ 飯田　光達 八王子学園八王子　 04:26.17 8位 ﾒﾄﾞﾚｰ 松﨑　りん 日本大学第二 　 04:47.47 4位

中川　雅嗣 淑徳巣鴨 　 04:30.26 17位 楠田　夢乃 藤村女子 　 04:49.91 6位

今村　陽向 日本大学豊山 　 04:30.82 18位 有川　萌結 早稲田実業学校高等部 04:55.05 12位

井坂　有里 学習院女子 高等科 04:56.52 16位

近藤　ジュン 藤村女子 　 04:57.10 18位

岡本　安未 帝京 　 04:59.65 27位

400mﾘﾚｰ 武井・碓井・光永・北川 日本大学豊山 　 03:31.41 16位 400mﾘﾚｰ 船越・木津喜・山﨑・飯田 淑徳巣鴨 　 03:50.07 3位

熊谷・野口・川島・村田 淑徳巣鴨 　 03:31.99 21位 澤・内藤・岡村・鈴木 八王子学園八王子　 03:52.74 7位

森永・清水・城戸・齋藤 目黒日本大学　 03:34.45 41位 秋原・松橋・上垣・長尾 武蔵野 　 03:53.09 9位

佐藤・石橋・嶋田・田中 武蔵野 　 03:34.74 46位 二宮・柴田・有川・木崎 早稲田実業学校高等部 03:56.20 14位

飯田・成嶋・田村・高宮 八王子学園八王子　 03:34.80 47位 堀籠・近藤・山﨑・楠田 藤村女子 　 03:56.80 19位

桐山・栗原・浦・堀 立教池袋 　 03:35.37 50位 田村・竹葉・黒部・栗田 目黒日本大学　 03:59.28 26位

800mﾘﾚｰ 武井・満園・松藤・北川 日本大学豊山 　 07:33.16 4位 800mﾘﾚｰ 船越・木津喜・藤井・山﨑 淑徳巣鴨 　 08:26.32 8位

川島・野口・嶋田・熊谷 淑徳巣鴨 　 07:41.55 19位 澤・志村・鈴木・岡村 八王子学園八王子　 08:26.93 9位

川井・秋原・小倉・長尾 武蔵野 　 08:28.84 11位

近藤・楠田・堀籠・舩木 藤村女子 　 08:34.21 17位

二宮・柴田・有川・藤縄 早稲田実業学校高等部 08:37.87 25位

竹葉・田村・黒部・古舘 目黒日本大学　 08:42.27 36位

松﨑・佐治・田村・前野 日本大学第二 　 08:45.35 44位

400m 田中・永瀬・光永・満園 日本大学豊山 　 03:48.35 10位 400m 轟・藤井・木津喜・船越 淑徳巣鴨 　 04:10.29 優勝

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 熊谷・濱出・野口・嶋田 淑徳巣鴨 　 03:54.39 30位 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 澤・須藤・内藤・鈴木 八王子学園八王子　 04:15.88 10位

飯田・渡邊・成嶋・高宮 八王子学園八王子　 03:54.40 31位 岡﨑・堀・町田・長尾 武蔵野 　 04:17.19 12位

佐藤・藤縄・有川・二宮 早稲田実業学校高等部 04:18.12 14位

黒部・遠藤・竹葉・田村 目黒日本大学　 04:21.20 22位

近藤・楠田・舩木・堀籠 藤村女子 　 04:21.92 25位

学校対抗 日本大学豊山 　 160.0点 優勝 学校対抗 淑徳巣鴨 　 87.0点 5位

八王子学園八王子　 61.0点 8位

水球 水球 明治大学中野 　 準優勝

飛込 飛板跳込 金戸　凛 目黒日本大学　　通信制 522.30 優勝

高飛込 金戸　凛 目黒日本大学　　通信制 506.80 優勝

学校対抗 目黒日本大学　　通信制 16点 優勝

25.相撲

団体 学校対抗 都立足立新田　 ベスト16

個人 個人無差別級 小坂 剛司 明治大学中野　 決勝トーナメント敗退

小宮山 翔海 都立足立新田　 決勝トーナメント敗退

水野 健太郎 明治大学中野　 決勝トーナメント敗退

個人80㎏級 熊谷颯天 目黒日本大学　 第5位

個人100㎏級 小宮山翔海 都立足立新田　 第5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

26.弓道

団体 学校対抗 都立美原　 予選敗退 学校対抗 都立美原　 予選敗退

個人 山口　暖生 都立桜修館中等 8位入賞 三橋　結子 都立桜修館中等 決勝戦敗退

佐々　元海 都立美原　 準決勝敗退 松本　愛美 都立美原　 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 51kg級 坂本　輪 自由ヶ丘学園 　 3位 47kg級 大井　寿々 日本体育大学桜華　 優勝

55kg級 五木田　琉 自由ヶ丘学園 　 5位 前田　翠水 安部学院 　 5位

60kg級 菅野　煌大 帝京 　 2回戦敗退 50kg級 坂本　由宇 帝京 　 5位

65kg級 髙橋　海大 帝京 　 優勝 安田　あくる 安部学院 　 5位

71kg級 山口　叶太 自由ヶ丘学園 　 優勝 53kg級 西田　紗織 安部学院 　 2回戦敗退

80kg級 矢作　元貴 日本工業大学駒場　 2回戦敗退 本多　香里菜 安部学院 　 5位

92kg級 濱田　豊喜 日本工業大学駒場　 準優勝 57kg級 淺野　稔理 慶應義塾女子 　 準優勝

125kg級 亀田　桂槻 東京実業 　 2回戦敗退 八嶋　那乃羽 安部学院 　 1回戦敗退

藤山　いろは 安部学院 　 2回戦敗退

62kg級 佐々木　すず 安部学院 　 優勝

浅井　紅吏 安部学院 　 2回戦敗退

鈴木　未結 日本体育大学荏原 　 3位

68kg級 星野　レイ 日本体育大学桜華　 準優勝

藤倉　優花 安部学院 　 5位

山田　亜優香 安部学院 　 5位

74kg級 茂呂　綾乃 安部学院 　 優勝

菅野　藍衣 帝京 　 準優勝

中村　旭 日本体育大学桜華　 3位

28.ホッケー

団体 学校対抗 学習院高等科 １回戦敗退 出場なし

29.テニス

団体 男子団体 日本大学第三　 2回戦敗退 女子団体 目黒日本大学　 2回戦敗退

東海大学菅生　 2回戦敗退 大成　 2回戦敗退

個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 石川　真輝 東海大学菅生　 ベスト４ 個人ｼﾝｸﾞﾙｽ 伊藤　あおい 代々木　 準優勝

山田　矢音 東海大学菅生　 3回戦敗退 関口　裕望 目黒日本大学　 2回戦敗退

杉本　耕基 早稲田実業学校高等部 2回戦敗退 贄田　佳穂 目黒日本大学　 2回戦敗退

村上　涼 東海大学菅生　 2回戦敗退 朝井　奈津子 成城学園　 2回戦敗退

廣島　莉子 目黒日本大学　 2回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石川・山田 東海大学菅生　 ベスト４ ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 関口・贄田 目黒日本大学　 ベスト１６

勝田・野村 日本大学第三　 ベスト８ 高橋・若杉 大成　 2回戦敗退

30.ウェイトリフティング

団体 学校対抗 東亜学園 14点 34位 学校対抗 東亜学園 17点 13位

個人 55kg級 山本　大和 東亜学園 トータル193kg 7位 59kg級 松橋　柚香 東亜学園 トータル158kg ３位

61kg級 神谷　亮輔 東亜学園 トータル207kg 7位 64kg級 山田　かな枝 東亜学園 トータル145kg 5位

67kg級 阪本　広太 日本大学鶴ヶ丘 トータル189kg 25位

73kg級 滝本　真己 東亜学園 トータル189kg ４６位

81kg級 古川　亘太 東亜学園 トータル183kg 31位

89kg級 田中　寧栞 日本大学鶴ヶ丘 トータル217kg 14位

31.登山

団体 学校対抗 立正大学立正 36位 団体 早稲田実業学校高等部 29位

32.ボクシング

個人 ピン 中島　秀裕 目黒日本大学　通信制 ベスト16

ﾗｲﾄﾌﾗｲ 岡　朱里 目黒日本大学　通信制 ベスト8

ﾌﾗｲ 小池　竜斗 駿台学園 3位

ﾊﾞﾝﾀﾑ 高橋　昴 駿台学園　定時制 3位

ﾗｲﾄ 三浦　武蔵 駿台学園 ベスト16

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ 山上　晃輝 駿台学園 ベスト8

ｳｪﾙﾀｰ 小池　立騎 駿台学園 ベスト16

33.ボート

舵手付きクオドルプル 岡・宮谷・川瀬・高瀬・相澤 中央大学杉並 3'21"35 決勝6着 舵手付きクオドルプル
大岩・丹治・武内・柳川・岡
本 都立小松川 3'35"01 準優勝

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 中島諒大・小笠原旺聖 都立日本橋 3'44"24 予選4着 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 近藤果凜・平松叶圭 都立小松川 3'49"07 準決勝5着

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 沢目　真直 都立江北 3'24"41 優勝 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 村田　友佳 都立墨田川 4'11"90 準々決勝4着

34.自転車競技

学校対抗 総合 都立総合工科 8点 第19位 出場なし

都立葛西工 2点 第37位

ﾄﾗｯｸ総合 都立総合工科 8点 第18位

都立葛西工 2点 第36位

ﾄﾗｯｸ ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 鶴見　健二

江尻　敬介

松平　暖希

泉　颯太

藤田　祐大

石井　由歩

内田　峻輔

田中　遥翔

安田　和佐

スプリント 鶴見　健二 都立総合工科 11"441 予選22位

池本 柊太郎 都立多摩 12"232 予選43位

小嶋　海音 都立八王子桑志 12"499 予選44位

3km 松平　暖希 都立総合工科 3'34"718 第6位

ケイリン 藤田　祐大 都立葛西工 第7位

安田　和佐 都立八王子桑志 2回戦敗退

都立総合工科

都立葛西工

都立八王子桑志 1'21"471

1'20"802

1'18"466

第16位

第15位

第5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

4㎞速度競走 江尻　敬介 都立総合工科 予選敗退

スクラッチ 泉　　　颯太 都立葛西工 予選敗退

ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ 田中　遥翔 都立八王子桑志 予選敗退

ロード 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 愛澤　拓斗 都立八王子桑志 2:35'57" 第28位

泉　　　颯太 都立葛西工 2;38'54" 第42位

田中　遥翔 都立八王子桑志 2:42'53" 第53位

福田　海響 八王子実践 2:44'33" 第56位

落合　康生 都立八王子桑志 DNF

松平　暖希 都立総合工科 DNF

有川　　　慧 成城 DNF

鈴木 紳之助 佼成学園 DNF

36.フェンシング

団体 学校対抗 東亜学園 準優勝 学校対抗 東亜学園 準優勝

個人 ﾌﾙｰﾚ 三浦　知哉 自由ヶ丘学園 ベスト１６ ﾌﾙｰﾚ 早川　葵彩 東亜学園 ５位

磯部　晴貴 東亜学園 ベスト３２ 重藤　美紀 東亜学園 ベスト１６

ｴﾍﾟ 荒井　欧祐 東亜学園 ベスト１６ ｴﾍﾟ 中村　真琴 東京学芸大学附属国際中等 ベスト３２

ｻｰﾌﾞﾙ 津森　志道 東亜学園 優勝 ｻｰﾌﾞﾙ 河野　真央 慶応義塾女子 ６位

37.空手道

団体 学校対抗 世田谷学園 第３位 学校対抗 帝京 第３位

個人 組手 本橋　怜欧 保善 １回戦敗退 組手 萩原　沙羅 帝京 １回戦敗退

阿部　遥佑 世田谷学園 ３回戦敗退 渡部　未来 帝京 １回戦敗退

形 駒津　颯 世田谷学園 第３ラウンド敗退 形 福田　純香 八雲学園 第３ラウンド敗退

杉野　鴻輝 世田谷学園 第３ラウンド敗退 渡部　愛蘭 八雲学園 第２ラウンド敗退

38.アーチェリー

団体 駒場東邦 21位 団体 都立東 22位

個人 伊藤　魁晟 都立足立新田 優勝 個人 大田　楓子 成立学園 11位

吉田　健人 駒場東邦 59位 阿久津　永茉 日本工業大学駒場 56位

田中　陽都 駒場東邦 96位 斎藤　花歌 都立東 72位

原本　啓匠 駒場東邦 98位 本間　花清 都立東 102位

岩崎　光太郎 学習院高等科 142位 石川　公菜 都立東 122位

39.なぎなた

団体 都立富士　 予選リーグ敗退

個人 武田　夏葉 都立南多摩中等 予選リーグ敗退

大杉　真凜 都立富士　 棄権

演技 藤原羽菜・大杉真凜 都立富士　 棄権

土谷あおば・武田夏葉 都立南多摩中等 予選リーグ敗退

40.少林寺拳法

団体 団体演武
高橋・新田・市川・稲橋・広川・
小西・村上・楢原 城北 260 5i位 団体演武

久保田・池田・石原・萩原・高
松・小林・熊谷 早稲田実業学校高等部 255.5 10位

大塚・堀・福島・宮崎・長塚・
原・横山・南 早稲田実業学校高等部 予選敗退

松本・太田・小島・瀬田・藤田・
会田・中田・高橋 都立清瀬 予選敗退

個人 組演武 大塚世翔・福島綾哉 早稲田実業学校高等部 257.5 12位 組演武 松本詩葉・太田智美 都立清瀬 258.5 7位

新田悠人・村上友哉 城北 予選敗退 久保田羽菜・池田弥来 早稲田実業学校高等部 予選敗退

単独演武 門倉　羽音 都立清瀬 予選敗退 単独演武 満田　灯里 創価 予選敗退

吉田　響希 創価 予選敗退 高松　莉良 早稲田実業学校高等部 予選敗退

( ☆ヨット) 

個人 出場なし レーザーラジアル級 北原　頌子 雙葉　 3点 優勝

団体 コンバインド 雙葉　 22点 10位

( ☆カヌー) 

K-1（500ｍ） 沼田　蒼太朗 正則学園　 2’01”117 決勝8位 WK-1（500m） 上原　千歩 都立日本橋　 2’38”066 準決勝2組7位

平田　侑杜 WK-1（200m） 上原　千歩 都立日本橋　 00’54”025 準決勝2組7位

沼田　蒼太朗

K-1（200ｍ） 沼田　蒼太朗 正則学園　 00’41”643 決勝7位

平田　侑杜

沼田　蒼太朗

C-1（500ｍ） 五十嵐　友哉 筑波大学附属駒場　 2’31”623 準決勝3組4位

C-1（200ｍ） 五十嵐　友哉 筑波大学附属駒場　 00’51”370 準決勝4組5位

K-2（500ｍ） 1’52”360 決勝4位

K-2（200ｍ） 00’39”080 決勝4位

正則学園　

正則学園　
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