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1.2.駅伝

國學院大學久我山 2時間05分27 19位 錦城学園 1時間11分45秒 24位

12.スキー

学校対抗

大回転 脇谷　柊司 日本体育大学荏原 ２’１４”４８ ６４位 大回転 西田　れいあ 中央大学附属 ２’０２”７８ ３０位

辻　直樹 桐朋 ２’２６”３３ １０５位 猪本　浩香 日本体育大学荏原 ２’０８”８５ ５２位

眞崎　嵩 立教池袋 ２’４７”５６ １２０位 園部　水優 日本工業大学駒場　 ２’１３”００ ６８位

康野　瑛嗣 暁星 ＤＮＳ 原田　朱莉
アメリカンスクール・イン
・ジャパン 調布キャンパス

２’１８”５７ ８６位

廣田　香有 城北 ＤＮＳ 松原　由依 日本大学第二 　 ２’１９”０２ ８７位

一ノ瀬　迅 日本体育大学荏原 ＤＮＦ 田口　真帆 日本大学鶴ヶ丘 　 ２’２１”５９ ９４位

杉浦　仁 成蹊 ＤＮＦ 萩野　奈々子 成蹊 　 ＤＮＦ

植松　幹太 日本大学鶴ヶ丘 ＤＮＦ 徳重　　舞 十文字 　 ＤＮＦ

三浦　雄輝 早稲田実業 ＤＮＦ 福岡　真子 早稲田実業 ＤＮＦ

中川　琉晟 芝 ＤＮＦ 中島　翠生
アメリカンスクール・イン
・ジャパン 調布キャンパス

ＤＮＦ

回転 脇谷　柊司 日本体育大学荏原 ２’０９”３４ ４８位 回転 西田　れいあ 中央大学附属 　 １’５３”１３ ３９位

植松　幹太 日本大学鶴ヶ丘 ２’１０”１２ ５１位 福岡　真子 早稲田実業 １’５５”００ ４２位

辻　直樹 桐朋 ２’１７”５０ ７１位 園部　水優 日本工業大学駒場　 １’５８”３３ ５２位

杉浦　仁 成蹊 ２’２０”３１ ７６位 原田　朱莉
アメリカンスクール・イン
・ジャパン 調布キャンパス

２’０１”１６ ５８位

中川　琉晟 芝 ２’２１”７６ ７７位 萩野　奈々子 成蹊 　 ２’０２”６３ ６２位

康野　瑛嗣 暁星 ＤＮＳ 松原　由依 日本大学第二 　 ２’１７”４０ ９０位

三浦　雄輝 早稲田実業 ＤＮＦ 難波　さくら 都立東大和　 ＤＮＳ

一ノ瀬　迅 日本体育大学荏原 ＤＮＦ 徳重　　舞 十文字 　 ＤＮＦ

永曽　雄一朗 芝 ＤＮＦ 中島　翠生
アメリカンスクール・イン
・ジャパン 調布キャンパス

ＤＮＦ

上妻　隆斗 日本大学第三 ＤＱ 猪本　浩香 日本体育大学荏原 　 ＤＮＦ

ﾌﾘｰ 佐川　暖真 明治大学付属明治 ４１’３０”４ １４２位 ﾌﾘ- 足立　紗英 明治大学付属明治 　 ２０’２４”８ １０３位

男-10㎞ 大串　駿太 明治大学付属中野 ４１’３５”９ １４３位 女-5㎞ 江原　真奈 豊島学院 　 ＤＮＳ

井崎　哉夢 法政大学 ４２’４４”７ １４６位

小川　大智 明治大学付属明治 ４４’５９”１ １４９位

木村　悠真 法政大学 ４６’３２”４ １５０位

宇佐原　匠斗 明治大学付属明治 ４７’０８”５ １５２位

黒須　有士朗 明治大学付属中野 ５０’４９”６ １５４位

櫻井　一成 豊島学院 ＤＮＳ

作田　　然 豊島学院 ＤＮＳ

寺嶋　謙一郎 豊島学院 ＤＮＳ

ｸﾗｼｶﾙ 井崎　哉夢 法政大学 ４６’３８”８ １４４位 ｸﾗｼｶﾙ 足立　紗英 明治大学付属明治 　 ３０’３９”５ １１６位

男-10㎞ 大串　駿太 明治大学付属中野 ４９’０５”０ １４５位 女-  5㎞ 江原　真奈 豊島学院 　 ＤＮＳ

木村　悠真 法政大学 ５０’５１”２ １４７位

宇佐原　匠斗 明治大学付属明治 ５１’３９”３ １４９位

大平　一聖 法政大学 ５３’０８”１ １５０位

佐川　暖真 明治大学付属明治 ５５’１３”０ １５１位

小川　大智 明治大学付属明治 １：０１’１３”３ １５３位

渡邉　友樹 豊島学院 ＤＮＳ

岸野　博希 豊島学院 ＤＮＳ

寺嶋　謙一郎 豊島学院 ＤＮＳ

ﾘﾚｰ 豊島学院 ＤＮＳ

1.2.陸上競技 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為　中止

3.4 体操

3.4.新体操

5.6.バスケットボール

7.8.バレーボール
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為　中止

令和2年度全国高等学校総合体育大会
東京都選手成績一覧

女        子

伊東・中西・小泉
新井・鈴木・
星野・浦田

9.10.ソフトテニス

11.ソフトボール

三輪・塩入・岡田
菅原・島貫

男        子



13.スケート

500m 松田　千佳 日本工業大学駒場　 38位

500m 松田　千幸 日本工業大学駒場　 42位

1000m 松田　千幸 日本工業大学駒場　 53位

1000m 松田　千佳 日本工業大学駒場　 54位

鈴木　楽人 駒場学園 13位 元榮　愛子 目黒日本大学 4位

鷹取　慶太 新渡戸文化 20位 住吉　りをん 駒場学園 10位

田村　篤彦 正則 22位 猪股　早哉子 駒場学園 19位

板東　凜 駒場学園 28位 横谷　杏林 城西大学城西 21位

桃井　光 東星学園 棄権 小川　日菜子 トキワ松学園 35位

菊地　竜生 目黒日大 棄権 堀川　美咲 駒場学園 38位

玉井　悠伸 都立狛江 棄権 久保田　美佳 クリスチャン　アカデミー　イン　ジャパン 48位

廣田　日茉莉 城西大学城西 66位

高津　稀奈 大妻中野 95位

生方　日凜 都立駒場 棄権

青木　咲香 都立鷺宮 棄権

駒場学園 3位 駒場学園 3位

新渡戸文化 19位 城西大学城西 11位

正則 21位 目黒日本大学 14位

トキワ松学園 30位

クリスチャン　アカデミー　イン　ジャパン 37位

大妻中野 78位

13.ｱｲｽﾎｯｹｰ

早稲田実業 ベスト8進出

明治大学付属中野 2回戦敗退

17.ラグビー

目黒学院 2回戦敗退

早稲田実業 2回戦敗退

23.剣道

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為　中止

学校別総合

個人総合

学校別総合

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為　中止14.15.卓球

18.サッカー

19.ハンドボール

24.水泳

21.バドミントン

22.柔道

25.相撲

27.レスリング

28.ホッケー

29.テニス

31.登山

30.ウェイトリフティング

26.弓道

32.ボクシング

33.ボート

34.自転車

36.フェンシング

37.空手道

39.なぎなた

40.少林寺拳法

( ☆ヨット)

( ☆カヌー）

ｽﾋﾟｰﾄﾞ

個人総合


