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 ２０２０年度は、新型コロナウィルス感染の影響で東京都内での競技会も中

止、延期、縮小となり苦難の 1年となりました。２０２０年度の東京陸協での

競技会も開催自体が難しい中、７月にはコロナ対策を充分にとり東京陸上競技

選手権大会を開催いたしました。しかしながら多くの競技会の中止が相次ぎ、

１００件の公認競技会が中止となっております。特に中学校、高校では８月ま

では中体連、高体連が開催する競技会を実施できない状況で大変厳しい１年で

ありました。その中で７月の東京選手権では高校生、中学生に記録を出しても

らう取組みで４日間の開催といたしました。 

東京オリンピック・パラリンピックも延期となりましたことは残念ではあり

ますが、来年度の開催が実施できることを祈念しております。そして、東京出

身の選手がオリンピック・パラリンピックで大活躍をしてくれることを期待し

ております。 

 ここに２０２０年度の東京陸上競技協会記録集を発刊できますことは、誠に

喜ばしく思います。選手にとっても、指導者にとっても自分達の記録がこの記

録集に掲載されていることを期待して発刊を待っていたことと思います。しか

しながら未だに古い記録が破られていない種目があります。女子では１９７４

年の走高跳、男子では１９８０年の３０００mＳＣなどです。今年の課題とし

て選手諸君の奮闘を期待するところであります。 

 多くのスポーツがある中で、陸上競技を選択して練習に励んでいる選手の皆

さん、指導をしている指導者の皆さんに敬意を表して今後とも東京での活躍と

世界へと羽ばたく飛躍をお願いする次第です。その中で競技会での記録がこの

記録集に掲載され、自分の名前を見つけたときは嬉しいものです。 

現在はほとんどの競技会では記録をデータ処理化しておりますが、この記録

集を作成するにあたっては、やはり人の手が必要となります。東京陸上競技協

会の記録情報部の部員の皆さんのご苦労は推して知るべしです。年間を通じて

競技会でのデータを処理して記録管理に腐心していることは大変なことと推察

いたします。また、記録収集には各加入団体、ベースボールマガジン社陸マガ

編集部、都中体連、都高体連のご協力があってこそだと思います。発行にあた

り編集に携わっていただいた皆様に感謝申し上げ、厚く御礼申し上げます。 
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編集内容の説明 
 

 
１  この記録集に掲載されている記録は、２０２０年１月１日から同年１２月３１

日までに行なわれた各地の競技会から、東京選手権で実施している種目を中心に
東京陸協の記録情報部が収集したものです。 

 
２  記録の収集については、東京陸協各加入団体、ベースボールマガジン社陸マガ

編集部、都中体連及び都高体連からご協力を頂きました。ありがとうございまし
た。 

 
３  東京都で登録している競技者であれば、国籍の有無を問わず記載しました。但

し、東京都記録としては従来通り日本国籍を有するものに限るとしました。 
 
４ １００～４００ｍは電気計時のみとし、８００ｍ～は手動計時も認めています。

また、室内で行われた競技では風速が記載されていません。 
 
５ 標準記録以上の記録のみを記載しています。 
 
６  小学生については、東京陸協に登録している者で学年が競技会で記載されたも

のを記載しました。 
 
７ 競技人口の少ない競技種目については、収集目標を達成できない種目も幾つか

ありました。 
 
８ リレー種目はチーム（所属）で一番よい記録を抜き出しました。 

 



東京記録（男子）
種目 記録 氏名 所属 場所 樹立年

100m 9秒97 サニブラウン・Ａ・ハキーム Ｆｌｏｒｉｄａ オースティン 2019

200m 20秒08 サニブラウン・Ａ・ハキーム Ｆｌｏｒｉｄａ オースティン 2019

400m 45秒44 藤原　武 ユメオミライ サンホセ 2016

800m 1分46秒16 横田　真人 慶応義塾大 日体大 2009

1500m 3分38秒88 奥山　光広 ヤクルト 国立 1991

5000m 13分08秒40 大迫　傑 ＮｉｋｅＯＲＰＪＴ ヒュースデン 2015

10000m 27分38秒25 佐藤　悠基 日清食品G バークリー 2009

110mH 13秒25 高山　峻野 ゼンリン 福井 2019

400mH 48秒72 斎藤　嘉彦 東京陸協 円山 1997

3000mSC 8分19秒52 新宅　雅也 ヱスビー食品 ストックホルム 1980

4x100mR 39秒13 女部田・川面・林・大嶋　 東京 東京 2013

4x400mR 3分09秒56 馬越・村田・山崎・金子　 NewModeAC 横浜 2010

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間00分00秒 小椋　裕介 ヤクルト 丸亀 2020

ﾏﾗｿﾝ 2時間05分29秒 大迫　傑 Ｎｉｋｅ 東京 2020

20kmW 1時間17分52秒 藤沢　勇 ALSOK 能美 2019

棒高跳 5m61 沢　慎吾 きらぼし銀行 江川 2019

走高跳 2m33 醍醐　直幸 富士通 神戸 2006

走幅跳 8m32 橋岡　優輝 日大 福井 2019

三段跳 17m02 杉林　孝法 ミキハウス 円山 2000

砲丸投 18m55 中村　太地 チームミズノ 静岡 2017

円盤投 58m53 米沢　茂友樹 オリコ 大阪長居 2017

ハンマー投 70m69 土井　宏昭 ITｶﾝﾌｧｰ 神戸 2011

やり投 81m84 吉田　雅美 大京 ニース 1990

十種競技 7948点 右代　啓祐 国士館クラブ ゲツィス 2018

　



東京記録（女子） 　

種目 記録 氏名　 所属 場所 樹立年

100m 11秒42 福島　千里 セイコーＡＣ 広島広域 2018

200m 23秒35 福島　千里 セイコーＡＣ 静岡 2018

400m 52秒95 柿沼　和恵 ミズノ 長居 2001

800m 2分00秒92 北村　夢 日体大 福井 2017

1500m 4分11秒10 弘山　晴美 資生堂 広島広域 1994

5000m 14分55秒83 新谷  仁美 積水化学 熊谷 2020

10000m 30分20秒44 新谷  仁美 積水化学 長居 2020

100mH 12秒97 寺田　明日香 パソナグループ 富士北麓 2019

400mH 56秒57 田子　雅 J.VIC 袋井 2012

3000mSC  9分58秒12 吉川  侑美 ユニクロ 長居 2020

4×100mR 44秒48 斎田・福田・上村・エドバー　 東京高 横浜国際 2015

4×400mR 3分41秒50 井上・福田・寺田・上村　 東京高 横浜国際 2015

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間06分38秒 新谷  仁美 積水化学 ヒューストン 2020

ﾏﾗｿﾝ 2時間19分41秒 渋井　陽子 三井住友海上 ベルリン 2004

10kmW 43分32秒 岡田　久美子 ビックカメラ 輪島 2015

走高跳 1m82 稲岡　美千代 大京観光 王子 1974

棒高跳 4m15 竜田　夏苗 モンテローザ 新潟 2015

走幅跳 6m40 佐々木　あゆみ ミキハウス 東平尾 1993

三段跳 13m27 森本　麻里子 内田建設ＡＣ 熊谷 2020

砲丸投 17m39 森　干夏 国士大 浜松 2002

円盤投 53m48 敷本　愛 薬師中職 熊谷 2013

ﾊﾝﾏｰ投 63m32 勝山　眸美 オリコ 大阪長居 2017

やり投 63m45 北口  榛花 JAL 熊谷 2020

七種競技 5808点 ヘンプヒル　恵 アトレ 国士舘大 2019



男子100m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 10秒03 +1.0 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ  飛鳥 Nike AthleteNightGamesinFUKUI 福井 8月29日

2 10秒04 +1.4 桐生  祥秀 日本生命 北麓ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 富士北麓公園 8月1日

3 10秒31 +1.5 白石  黄良々 ｾﾚｽﾎﾟ AthleteNightGamesinFUKUI 福井 8月29日

4 10秒37 +1.2 山下  潤 ANA 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

5 10秒42 -0.3 山県  亮太 ｾｲｺｰ ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 国立 8月23日

6 10秒44 +0.5 安田  圭吾 大東大 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月12日

7 10秒52 +1.3 北川  翔 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月29日

8 10秒53 +0.6 橋岡  優輝 日大 日本大競技会 日本大 4月4日

8 10秒53 +1.6 川面  聡大 東京陸協 中央大記録会 中央大多摩 8月1日

8 10秒53 +0.2 藤光  謙司 東日本実業団連盟 全日本実業団対抗 熊谷 9月18日

11 10秒55 -0.8 高山  峻野 ｾﾞﾝﾘﾝ 東京選手権 駒沢 7月24日

11 10秒55 +1.7 ⾧田  拓也 富士通 富士北麓ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ 富士北麓公園 9月6日

11 10秒55 +1.5 橋本  真志 東京都立大 日本学生対校 新潟 9月12日

14 10秒56 +1.5 高橋  哲也 日大 東京選手権 駒沢 7月23日

14 10秒56 +1.6 井上  昴 東大 日本大競技会 日本大 8月15日

14 10秒56 +2.0 武本  雄大 東経大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月10日

17 10秒58 +1.1 一瀬  輝星 日大 日本大競技会 日本大 8月9日

18 10秒59 +1.9 川瀬  孝則 奥ｱﾝﾂｰｶ 北陸実業団選手権 富山 9月6日

19 10秒60 +1.5 渡辺  隼斗 都板橋高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

19 10秒60 +0.2 須田  隼人 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 全日本実業団対抗 熊谷 9月18日

21 10秒62 +1.4 神戸  毅裕 明星学園高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

22 10秒63 +0.1 酒井  由吾 慶大 慶応義塾大競技会 慶応義塾大日吉 8月22日

23 10秒64 +1.2 大久保  孝乙 国武大 国際武道大選手権 国際武道大 9月26日

23 10秒64 +1.9 塚口  哲平 日大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月9日

25 10秒65 +0.9 小島  大ﾎﾟｰﾙ 堀越高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

25 10秒65 +1.6 上新  魁 明大附中野八王子高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

27 10秒66 +0.9 吉田  順哉 明星学園高 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 8月29日

28 10秒67 +0.7 寺内  智徳 明星学園高 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 8月29日

28 10秒67 +0.5 中村  仁平 八王子高 日本大競技会 日本大 8月30日

30 10秒68 +1.7 大脇  理雄 明星学園高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日



男子200m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 20秒51 +1.4 桐生  祥秀 日本生命 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月10日

2 20秒61 +1.5 安田  圭吾 大東大 AthleteNightGamesinFUKUI 福井 8月29日

3 20秒89 +0.8 山下  潤 ANA AthleteNightGamesinFUKUI 福井 8月29日

4 21秒08 +1.2 北川  翔 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

5 21秒14 +1.9 高橋  哲也 日大 日本大競技会 日本大 8月9日

6 21秒17 +1.0 渡辺  隼斗 都板橋高 全国高校 広島広域公園 10月25日

7 21秒19 +1.2 白石  黄良々 ｾﾚｽﾎﾟ 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

8 21秒20 +1.6 武本  雄大 東経大 日本体育大競技会 上柚木公園 8月12日

8 21秒20 +1.5 木村  颯太 明大 U20 広島広域公園 10月25日

10 21秒24 +1.1 藤光  謙司 東京陸協 富士北麓ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ 富士北麓公園 9月6日

11 21秒34 +1.1 斎藤  陸人 日大 日本大競技会 日本大 8月9日

12 21秒43 +1.6 川瀬  孝則 奥ｱﾝﾂｰｶ 北陸実業団選手権 富山 9月5日

13 21秒47 -0.9 吉田  順哉 明星学園高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

14 21秒48 +1.4 若林  康太 ｾｿﾞﾝ情報ｼｽﾃﾑｽﾞ 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月10日

15 21秒52 +0.5 一瀬  輝星 日大 日本大競技会 日本大 9月19日

16 21秒60 -0.1 清水  壮 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

17 21秒61 -0.4 村瀬  翔太 MPandC 東京選手権 駒沢 7月25日

18 21秒63 +1.6 小林  直己 HULFT陸上ｸﾗﾌﾞ 北陸実業団選手権 富山 9月5日

19 21秒64 -2.0 田畑  隼 八王子高 東京選手権 駒沢 7月26日

20 21秒70 -0.3 大竹  春樹 早稲田実業高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

21 21秒72 +1.9 橋岡  優輝 日大 日本大競技会 日本大 4月4日

22 21秒73 -1.1 石川  周平 富士通 筑波大競技会 筑波大 8月13日

23 21秒75 -0.1 上新  魁 明大附中野八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

24 21秒76 +2.0 大芝  健人 東京学芸大 日本大競技会 日本大 8月15日

25 21秒77 +0.1 中島  佑気ｼﾞｮｾﾌ 東洋大 川口市選手権 川口市青木町公園 10月4日

26 21秒80 +1.5 三好  涼太 中大 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月10日

26 21秒80 -0.1 岩瀬  浩太郎 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

28 21秒81 +1.2 大久保  孝乙 国武大 国際武道大選手権 国際武道大 9月26日

29 21秒84 +2.0 陳  胤霖 ﾕﾒｵﾐﾗｲ 神奈川県北相競技会 相模原麻溝公園 10月18日

29 21秒84 +1.0 篠崎  学 大東大 平成国際大競技会 上尾 10月31日



男子400m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 井上  大地 日大 日本学生対校 新潟 9月11日

2 加藤  修也 HULFT陸上ｸﾗﾌﾞ 木南道孝記念 ⾧居 10月24日

3 小林  直己 HULFT陸上ｸﾗﾌﾞ Denka Athletics Challenge Cup 新潟 11月3日

4 小谷  哲 京大 関西学生対校 ⾧居第二 10月21日

5 若林  康太 ｾｿﾞﾝ情報ｼｽﾃﾑｽﾞ 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月12日

6 伊藤  大貴 東農大 東京選手権 駒沢 7月24日

7 中島  佑気ｼﾞｮｾﾌ 東洋大 U20 広島広域公園 10月23日

8 滝渕  亘弘 立教大 豊島区秋季競技会 夢の島 9月21日

9 新上  健太 早大 早稲田大競技会 早稲田大 9月2日

10 鈴木  泰地 東京陸協 富士北麓ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ 富士北麓公園 9月6日

11 豊田  兼 桐朋高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

12 臼木  隼哉 城西大附城西高 川口市選手権 川口市青木町公園 10月4日

13 小山  蓮 都西高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

14 後藤  元気 城西大附城西高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

15 倉田  信太郎 中大 東京選手権 駒沢 7月24日

16 奥田  啓祐 第一学院高教 道央混成競技競技会 千歳青葉公園 8月7日

17 片山  雄斗 ﾕﾒｵﾐﾗｲ 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

17 日高  裕喜人 城西大附城西高 川口市選手権 川口市青木町公園 10月4日

19 堀内  省吾 一橋大 国公立27大学対校 上尾 9月22日

20 星野  蒼太 東経大 日本学生対校 新潟 9月11日

21 大竹  春樹 早稲田実業高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

22 角  来琉 城西大附城西高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

23 細谷  柊真 専大附高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

24 中村  圭汰 東京高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月19日

24 井上  賢志 駒場東邦高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

26 石川  玲 日大 日本大競技会 日本大 8月15日

27 中村  航 東海大 東京選手権 駒沢 7月23日

28 三武  潤 TSP太陽 日本大競技会 日本大 7月12日

29 井上  駆 TCS 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月29日

30 田辺  将大良 ｾﾞﾝﾘﾝ 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月12日

30 麻生  悠斗 日本工大駒場高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月19日

45秒83

記録

46秒26

46秒98

47秒22

47秒33

48秒13

48秒19

48秒22

48秒25

48秒49

48秒57

47秒45

47秒54

47秒71

47秒73

47秒83

48秒07

48秒98

48秒98

49秒00

49秒25

49秒25

49秒22

48秒57

48秒82

48秒84

48秒85

48秒88

48秒91

49秒02

49秒11



男子800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 梅谷  健太 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 日本選手権 新潟 10月3日

2 桜井  大介 ｾｲｺｰ 日本選手権 新潟 10月2日

3 鹿居  二郎 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 日本選手権 新潟 10月2日

4 田口  雄貴 日大 東京陸協ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 駒沢 10月27日

5 森谷  公亮 RDC RC 木南道孝記念 ⾧居 10月24日

6 花村  拓人 TAKEO･AC 日本選手権 新潟 10月2日

7 山中  優 清新JAC 日本大競技会 日本大 9月19日

8 三津家  貴也 RSLAB 日本選手権 新潟 10月2日

9 横田  真人 世田谷区陸協 東京陸協ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 駒沢 10月27日

10 三武  潤 TSP太陽 東京選手権 駒沢 7月25日

11 堀内  省吾 一橋大 MxK･田園ｸﾗﾌﾞ中距離記録挑戦会 江戸川 10月11日

12 戸田  雅稀 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 3月27日

13 高橋  創 東大 Denka Athletics Challenge Cup 新潟 11月3日

14 甲木  康博 城西大附城西高 平成国際大⾧距離競技会 鴻巣 9月21日

15 伊原  達哉 東農大 東京陸協ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 駒沢 10月27日

16 柴田  隆平 東洋大 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月10日

17 山本  悠矢 東京陸協 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月1日

18 栗原  直央 都野津田高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

19 松浦  直彦 学習院大 MxK･田園ｸﾗﾌﾞ中距離記録挑戦会 江戸川 11月8日

20 ⾧沢  匠人 都東大和高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

21 黒田  翼 日体大 日本体育大競技会 日本体育大健志台 10月4日

22 小穴  英気 順大 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月29日

23 平山  和樹 日大 日本大競技会 日本大 9月19日

24 山田  武志 明海大 江東区秋季競技会 夢の島 10月4日

25 福元  陸王 青学大 MxK･田園ｸﾗﾌﾞ中距離記録挑戦会 江戸川 11月8日

26 小坂  啓悟 GRlab関東 MxK･田園ｸﾗﾌﾞ中距離記録挑戦会 江戸川 10月11日

27 高木  孝寿 東京陸協 MxK･田園ｸﾗﾌﾞ中距離記録挑戦会 江戸川 10月11日

28 尾関  理応 日大 日本大競技会 日本大 8月30日

29 福沢  元己 一橋大 MxK･田園ｸﾗﾌﾞ中距離記録挑戦会 江戸川 10月11日

30 川嶋  康駿 立教池袋高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月2日

1分49秒83

1分50秒23

1分48秒08

記録

1分48秒71

1分49秒73

1分51秒52

1分51秒65

1分51秒95

1分52秒06

1分52秒09

1分52秒78

1分50秒46

1分50秒56

1分51秒03

1分51秒51

1分54秒07

1分54秒72

1分55秒45

1分55秒81

1分55秒87

1分55秒93

1分52秒94

1分53秒15

1分53秒33

1分53秒55

1分53秒59

1分53秒75

1分56秒07

1分56秒14

1分56秒17



男子1500m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 館沢  亨次 横浜DeNA･RC 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

2 佐久間  秀徳 明大 日本選手権 新潟 10月2日

3 戸田  雅稀 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 国立 8月23日

4 前田  恋弥 ｶﾈﾎﾞｳ 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

5 石塚  陽士 早稲田実業高 東京選手権 駒沢 7月24日

5 甲木  康博 城西大附城西高 ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 国立 8月23日

7 森谷  公亮 OFFICE YAGI 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

8 松村  陣之助 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ MxKﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 代々木公園 9月14日

9 川澄  克弥 ｶﾈﾎﾞｳ 東京選手権 駒沢 7月24日

10 風戸  啓希 日税ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ MxKﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 代々木公園 9月14日

11 三津家  貴也 RUNNINGSCIENCELAB MxKﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 代々木公園 9月14日

12 中島  公平 ｶﾈﾎﾞｳ 国士舘大競技会 国士舘大多摩 7月4日

13 新田  良太郎 RUNNINGSCIENCELAB MxKﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 代々木公園 9月14日

14 R･K･ヴｨﾝｾﾝﾄ 国士大 国士舘大競技会 国士舘大多摩 4月4日

15 山中  優 清新jac MxKﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 代々木公園 9月14日

16 梅谷  健太 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 市原市選手権 市原臨海 11月8日

17 大迫  傑 NIKE The Big Friendly/USA PORTLAND OREGON 7月3日

18 畔柳  隼弥 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ 東海大⾧距離競技会 秦野市中央運動公園 7月12日

19 富田  三貴 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

20 軽部  智 東京陸協 MxK･田園ｸﾗﾌﾞ中距離記録挑戦会 江戸川 10月11日

21 横田  佳介 中京大 日本学生対校 新潟 9月11日

22 黒河  一輝 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 東京選手権 駒沢 7月23日

23 岡本  雄大 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 3月27日

24 荒川  諒丞 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 3月27日

25 P･ｷﾞﾄﾝｶﾞ 国士大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月10日

26 槙村  勇伸 城西大附城西高 東海大⾧距離競技会 秦野市中央運動公園 7月12日

27 栗原  直央 都野津田高 全国高校 広島広域公園 10月23日

28 尾関  理応 日大 関東学生対校 江戸川 10月25日

29 中島  弘太 城西大附城西高 東海大⾧距離競技会 秦野市中央運動公園 7月12日

30 加藤  拓海 RFA Japan 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 11月14日

*:手動計時

3分44秒55

3分44秒62

3分44秒62

3分46秒33

3分47秒7*

3分47秒88

3分40秒73

3分42秒57

3分44秒06

記録

3分50秒49

3分50秒69

3分51秒34

3分51秒48

3分52秒27

3分52秒63

3分47秒9*

3分48秒5*

3分49秒28

3分49秒6*

3分50秒19

3分50秒4*

3分55秒07

3分55秒21

3分55秒58

3分52秒77

3分53秒00

3分53秒34

3分53秒79

3分53秒83

3分54秒22



男子5000m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 V･K･ｷﾌﾟｷﾙｲ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

2 D･ﾗﾝｶﾞｯﾄ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

3 M･ｻﾑｳｪﾙ ｶﾈﾎﾞｳ 国士舘大⾧距離競技会 国士舘大多摩 10月3日

4 M･ﾑｲﾙ JR東日本RT 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 12月6日

5 ⾧谷川  柊 ｶﾈﾎﾞｳ ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

6 Y･E･ｷﾌﾟﾄ ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 国士舘大⾧距離競技会 国士舘大多摩 10月3日

7 N･ｻﾑｿﾝ ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 11月15日

8 I･D･ｸﾞﾚ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

9 大迫  傑 Nike 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 9月27日

10 湊谷  春紀 横浜DeNA･RC 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

11 松村  陣之助 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 日本選手権 ⾧居 12月4日

12 佐藤  悠基 日清食品G 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 10月17日

13 J･L･ｷｻｲｻ ｶﾈﾎﾞｳ 国士舘大⾧距離競技会 国士舘大多摩 10月3日

14 近藤  秀一 GMOｱｽﾘｰﾂ 早稲田大競技会 早稲田大 9月30日

15 吉田  祐也 GMOｱｽﾘｰﾂ 早稲田大競技会 早稲田大 9月30日

16 上野  裕一郎 立教大 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 11月15日

17 吉田  圭太 青学大 国士舘大⾧距離競技会 国士舘大多摩 10月3日

18 木津  晶夫 ｶﾈﾎﾞｳ ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

19 倉田  翔平 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

20 R･K･ヴｨﾝｾﾝﾄ 国士大 国士舘大競技会 国士舘大多摩 7月4日

21 小椋  裕介 ﾔｸﾙﾄ ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

22 鈴木  祐希 ｶﾈﾎﾞｳ 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 9月27日

23 下田  裕太 GMOｱｽﾘｰﾂ 早稲田大競技会 早稲田大 9月30日

24 荻久保  寛也 ﾔｸﾙﾄ 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

25 J･ﾑｵｷ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 12月6日

26 P･ｸｲﾗ JR東日本RT ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 深川 7月8日

27 ⿁塚  翔太 横浜DeNA･RC ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

28 渡辺  奏太 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 9月27日

29 菅原  伊織 城西大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

30 西池  和人 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 12月6日

13分21秒59

13分22秒42

13分23秒99

記録

13分42秒87

13分42秒99

13分43秒70

13分43秒77

13分43秒93

13分43秒98

13分36秒92

13分37秒34

13分39秒52

13分39秒71

13分40秒03

13分42秒06

13分34秒10

13分34秒53

13分34秒71

13分35秒71

13分36秒19

13分36秒86

13分26秒70

13分28秒30

13分28秒59

13分30秒52

13分30秒79

13分33秒83

13分44秒45

13分44秒71

13分45秒08



男子10000m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 M･ｻﾑｳｪﾙ ｶﾈﾎﾞｳ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

2 大迫  傑 Nike 日本選手権 ⾧居 12月4日

3 R･K･ヴｨﾝｾﾝﾄ 国士大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

4 J･L･ｷｻｲｻ ｶﾈﾎﾞｳ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

5 S･M･ﾜｲｻﾞｶ ﾔｸﾙﾄ 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 12月5日

6 P･ﾑﾙﾜ 創価大 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

7 D･ﾗﾝｶﾞｯﾄ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

8 V･K･ｷﾌﾟｷﾙｲ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

9 Y･E･ｷﾌﾟﾄ ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

10 小椋  裕介 ﾔｸﾙﾄ 日本選手権 ⾧居 12月4日

11 M･ﾑｲﾙ JR東日本RT 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

12 鈴木  祐希 ｶﾈﾎﾞｳ 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 11月14日

13 一色  恭志 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

14 岡本  雄大 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

15 荻久保  寛也 ﾔｸﾙﾄ 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 9月27日

16 I･D･ｸﾞﾚ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

17 川端  千都 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

18 菊地  賢人 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

19 倉田  翔平 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

20 宍倉  健浩 早大 早稲田大競技会 早稲田大 11月21日

21 湊谷  春紀 横浜DeNA･RC ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

22 吉田  祐也 GMOｱｽﾘｰﾂ 早稲田大競技会 早稲田大 10月10日

23 B･ｷﾏﾆ ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

24 近藤  秀一 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

25 渡辺  利典 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

26 D･M･ｷﾄﾆｰ TRACK TOKYO 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 10月17日

27 作田  将希 JR東日本RT 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

28 佐藤  諒太 警視庁 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 11月14日

29 高木  登志夫 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

30 山本  浩之 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木公園 11月21日

27分39秒80

27分47秒49

27分48秒27

27分50秒43

27分50秒93

27分52秒89
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28分21秒50
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28分19秒38
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28分21秒33

28分11秒64

28分15秒10

28分16秒10

28分16秒62

28分16秒93

28分16秒95

27分53秒95

28分03秒33

28分06秒21

28分08秒27

28分09秒23

28分10秒84



男子110mH(106.7cm_9.14m)

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 13秒34 +1.4 高山  峻野 ｾﾞﾝﾘﾝ AthleteNightGamesinFUKUI 福井 8月29日

2 13秒39 +1.4 石川  周平 富士通 AthleteNightGamesinFUKUI 福井 8月29日

3 13秒59 +0.4 増野  元太 ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 日本選手権 新潟 10月2日

4 13秒60 +0.8 横地  大雅 法大 日本選手権 新潟 10月2日

5 13秒91 +1.5 矢沢  航 ﾃﾞｻﾝﾄTC AthleteNightGamesinFUKUI 福井 8月29日

6 14秒03 +0.9 古田  和彰 ｾﾞﾋﾞｵ 東京選手権 駒沢 7月25日

7 14秒09 +0.4 豊田  兼 桐朋高 Denka Athletics Challenge Cup 新潟 11月3日

8 14秒12 -0.3 佐藤  大志 昭和電工川崎 木南道孝記念 ⾧居 10月24日

9 14秒26 +1.2 鉄口  蓮 GOLD'S GYM 北陸実業団選手権 富山 9月6日

10 14秒43 +1.5 山崎  幸斗 桜美林大 東京選手権 駒沢 7月25日

11 14秒52 +1.1 右代  啓欣 NAKAIAC 日本選手権混成競技 ⾧野 9月27日

12 14秒55 -1.8 平松ﾊﾟﾌﾟﾃﾞﾝﾊﾞ 日大 日本大競技会 日本大 8月15日

13 14秒57 +0.3 本間  一輝 日体大 日本体育大競技会 日本体育大健志台 10月4日

14 14秒62 -0.4 小久保  翔太 日本生命 関西実業団選手権 ⾧居 9月27日

15 14秒64 -0.8 西村  碧史 都富士高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

16 14秒66 -0.5 藤嶋  凌大 都富士高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

17 14秒85 -0.1 梶山  翔平 立教大 豊島区秋季競技会 夢の島 9月21日

18 14秒88 +0.5 小幡  克志 東経大 東京選手権 駒沢 7月25日

19 14秒89 -0.3 寺内  智徳 明星学園高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

20 14秒94 +0.1 佐藤  匠 城西大附城西高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

21 15秒01 +1.1 奥田  啓祐 第一学院高教 日本選手権混成競技 ⾧野 9月27日

22 15秒02 +0.5 栗原  彰理 東京陸協 日本大競技会 日本大 8月2日

23 15秒06 -0.8 武藤  隼太 都東大和高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

24 15秒14 +1.9 右代  啓祐 国士舘ｸ 道央混成競技競技会 千歳青葉公園 8月8日

24 15秒14 -0.8 山崎  舞央 都富士高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

26 15秒19 +0.1 外山  聖悟 城西大附城西高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

27 15秒21 -0.1 山田  晃誠 東京高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月12日

28 15秒22 +1.8 横田  有真 東工大 国公立27大学対校 上尾 9月22日

29 15秒26 -0.7 鴨林  詩弥 八王子高 東京選手権 駒沢 7月25日

30 15秒27 +0.6 大谷  優斗 明星学園高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日



男子400mH(91.4cm_35.0m)

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 豊田  将樹 富士通 富士北麓ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ 富士北麓公園 9月6日

2 ⾧谷  伸之助 鈴ｴｽｸﾛｰ 関西実業団選手権 ⾧居 9月26日

3 宮尾  幸太郎 xebio 北陸実業団選手権 富山 9月5日

3 岸本  鷹幸 富士通 Denka Athletics Challenge Cup 新潟 11月3日

5 井上  駆 TCS Denka Athletics Challenge Cup 新潟 11月3日

6 高田  一就 ﾕﾒｵﾐﾗｲ ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 国立 8月23日

6 石田  裕介 日立産機ｼｽﾃﾑ 関西実業団選手権 ⾧居 9月26日

8 舘野  哲也 ｸﾘｱｿﾝ 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月29日

9 田辺  将大良 ｾﾞﾝﾘﾝ 関西実業団選手権 ⾧居 9月26日

10 前野  景 ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 日本選手権 新潟 10月1日

11 豊田  兼 桐朋高 全国高校 広島広域公園 10月25日

12 井戸  貴裕 法大 川崎市選手権 川崎市等々力 9月26日

13 一瀬  星和 城西大 平成国際大競技会 上尾 10月31日

14 麻生  悠斗 日本工大駒場高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月20日

15 竹尾  和真 明星学園高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月6日

16 細谷  柊真 専大附高 東京都高校新人対校第4支部予選 世田谷 9月13日

17 白勢  和馬 都文京高 東京選手権 駒沢 7月23日

18 ⾧谷川  隼 京大 奈良県北和記録会 鴻ノ池 3月30日

18 松田  直弥 都昭和高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

20 菅野  真 都東大和高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月6日

21 後藤  元気 城西大附城西高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月2日

22 和久  将志 都文京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

23 石川  慎 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

24 道添  天午 都戸山高 東京選手権 駒沢 7月23日

25 安藤  晴輝 本郷高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

26 杉村  穣 日本工大駒場高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

27 佐々木  陽太 都東大和高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

28 安藤  佑晟 都富士高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

29 宇津木  大輝 都東大和高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

30 宮内  夏葵 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日
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男子3000mSC(91.4cm)

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 内田  賢利 立教大 日本学生対校 新潟 9月11日

2 浦田  優斗 国学院大久我山高 全国高校 広島広域公園 10月25日

3 中島  弘太 城西大附城西高 東京選手権 駒沢 7月26日

4 筒井  涼 拓大一高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

5 安福  聖輝 駒大高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

6 置田  晴 都富士森高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

7 中塚  優我 東京実高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

8 中田  崇志 関東RC 東京選手権 駒沢 7月25日

9 上山  時生 東京実高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月20日

10 佐野  慎之介 駒大高 東京選手権 駒沢 7月26日

11 根岸  優希 東京高 東京選手権 駒沢 7月26日

12 天海  創太 駒大高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

13 光安  航希 明星学苑高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

14 池田  佳菜人 城西大附城西高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

15 嶋田  舜紀 北大 北日本学生対校 北上 10月18日

16 袴田  翔 内田治療院AC 東京選手権 駒沢 7月25日

17 槙村  勇伸 城西大附城西高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

18 前田  蓮 早稲田実業高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

19 嶋崎  敬太 東京陸協 東京選手権 駒沢 7月25日

20 氷見  亮太 保善高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

21 宮沢  徹 立教大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月11日

22 南雲  信之介 東京陸協 道央選手権 千歳青葉公園 8月22日

23 永見聡一朗 東京陸協 東京選手権 駒沢 7月25日

24 寺田  周世 都立川高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

25 箕輪  翔太 都雪谷高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

26 小林  潤弥 都松が谷高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

27 安喰  太郎 Harriers 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 10月17日

28 橋場  守 都東大和高 東京選手権 駒沢 7月26日

29 佐藤  匠 都駒場高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

30 米沢  碧 都東大和高 東京選手権 駒沢 7月26日
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9分29秒11

8分53秒69

記録

9分44秒17

9分45秒94

9分46秒88

9分47秒81

9分48秒90

9分51秒12

9分30秒09

9分34秒68

9分37秒39

9分39秒33

9分39秒97

9分43秒84

10分13秒53

10分14秒32

10分14秒83

10分17秒63

10分17秒80

9分51秒31

9分51秒52

9分56秒22

10分01秒96

10分08秒03

10分10秒54



男子4×100mR
順位 記録 チーム名 競技会名 競技場名 競技年月日

1 40秒31 八王子高 全国高校リレー 横浜 10月16日

2 40秒48 明星学園高 全国高校リレー 横浜 10月16日

3 41秒32 城西大附城西高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

4 41秒43 東京経済大 東京選手権 駒沢 7月23日

5 41秒76 明海大 江東区秋季競技会 夢の島 10月4日

6 42秒09 岩倉高 東京選手権 駒沢 7月23日

7 42秒10 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

8 42秒16 都板橋高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

9 42秒27 都東大和高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

10 42秒61 東京工業大 横浜市選手権 三ツ沢公園 10月3日

11 42秒70 日大豊山高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

12 42秒77 東京成徳大高 東京選手権 駒沢 7月23日

13 42秒90 都城東高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

14 42秒95 日本工大駒場高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

15 43秒11 堀越高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

16 43秒16 帝京大 関東学生対校 江戸川 10月24日

17 43秒22 ＪＴＦ 江東区秋季競技会 夢の島 10月4日

18 43秒30 都足立東高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

19 43秒34 明大附中野八王子高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

20 43秒36 都文京高 東京都高校新人対校第2・3支部予選 江戸川 9月5日

21 43秒36 日大桜丘高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

22 43秒41 板橋選抜 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

23 43秒42 専大附高 世田谷選手権 世田谷 10月25日

24 43秒46 都富士高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

25 43秒51 暁星高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

26 43秒52 成蹊高 東京都高校新人対校第5・6支部予選 上柚木公園 9月5日

27 43秒54 日大三高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

28 43秒66 都紅葉川高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

29 43秒69 葛飾選抜 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

30 43秒73 都南平高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

多嶋    幸輝-池田    佳祐-稲葉    大登-稲垣    寿紀

石原    賢太-田辺    勇希-豊島    健梧-岡本    悠大

伊藤    崚佑-天田    旭飛-岩井    義道-石月    翔

松田    晴音-尾崎    保慶-山口    浩林-小笠原    巧

大竹    遥睦-池田    優世-池田    大世-杉本    晴駿

宮内    俊輔-荻尾    啓太郎-武田    拓実-佐藤    涼助

古山    尚季-青山    侑暉-海宝    大輝-上新    魁

畠山    翔斗-飯盛    朝日-田中    優輝-徳田    容大

川口    颯翼-大村    竜也-青木    絢大-宮川    啓己

金    寛人-海老原    聖哉-岩永    優月-飯沢    航洋

前田    雄多-佐久間    奎吾-大野    倖汰-細谷    柊真

久保田    尚哉-川島    拓人-大久保六斎-佐々木    相人

小島    大ポール-松崎    善輝-田中    祐希-川本    敬祐

川瀬    一慶-片岡    大智-上条    大地-西山    耕太

三上    達也-猪俣    奎亮-岩橋    直紀-高木    俊次

川端    将太-近藤    一朗-萩原    将人-榊原    利玖

遠藤    大輔-石川    太一朗-清宮    英斗-古屋    知樹

第1走者―第2走者―第3走者―第4走者

岩瀬    浩太郎-中村    仁平-上野    弘貴-江上    大知

神戸    毅裕-寺内    智徳-大脇    理雄-吉田    順哉

佐野    勝哉-秋山    陸-芹田    光希-下村    健太

池田    匠-武本    雄大-加藤    翔太-星野    蒼太

為我井    駿-東    哲平-佐々木    桜輝-保坂    有力

小川    陽介-三浦    泰廉-大塚    正晃-村田    稜羽

安納    隆一郎-山田    晃誠-織田    烈王-清水    壮

白浜    稔也-渡辺    隼斗-有川    功一-大門    龍平

那須    恵翔-西永    優作-武藤    隼太-古川    謙慎

近藤    海士-阿部    和也-横田    有馬-村上    陽哉

高橋    雄大-北井    奨之-小宮    俊太-小峰    大和

鈴木    朴哉-藤嶋    凌大-山崎    舞央-安藤    佑晟

内田    裕太-岩井    佑太郎-青木    柊真-園田    涼真
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男子4×400mR
順位 記録 チーム名 競技会名 競技場名 競技年月日

1 3分14秒53 城西大附城西高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

2 3分18秒13 明海大 関東学生対校 江戸川 10月25日

3 3分18秒15 明星学園高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

4 3分18秒46 日本工大駒場高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

5 3分20秒62 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

6 3分21秒55 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

7 3分21秒66 堀越高 東京選手権 駒沢 7月26日

8 3分22秒93 都文京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

9 3分24秒15 都板橋高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月2日

10 3分26秒41 都狛江高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

11 3分26秒89 都駒場高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

12 3分27秒39 都東大和高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

13 3分27秒44 都城東高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

14 3分27秒73 保善高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

15 3分27秒77 都西高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

16 3分28秒08 都紅葉川高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

17 3分28秒20 立教池袋高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

18 3分28秒22 城北学園城北高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

19 3分28秒45 都富士高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

20 3分28秒47 明大附中野高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

21 3分28秒75 日大豊山高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

22 3分29秒16 都南多摩中等高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

23 3分29秒62 都片倉高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

24 3分29秒85 都青梅総合高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

25 3分30秒86 都足立高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

26 3分30秒88 都松が谷高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

27 3分30秒94 目黒日大高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

28 3分30秒95 都八王子東高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

29 3分31秒21 日大二高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

30 3分31秒54 都雪谷高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日
舛屋  侑翼-箕輪  翔太-本田  響-伊藤  悠太

藤嶋    凌大-安藤    佑晟-山崎    舞央-鈴木    朴哉

荒沢    朋希-山本    守凛-大野    広文-高部    聖大

牛山    正隆-小峰    大和-鈴木    響-中本    太一

大庭    晴-高野    航季-高根    風太-斎藤    希涼

田島    福規-新仏    流生-常住    晴琉-佐野    虎之助

林田    丈-浜野    雅也-堀籠    康平-土屋    翔栄

植松    優太-添田    勇翔-星野    聖矢-日野    滉大

阿部    浩輝-⾧谷川    匠-木村    広志-高橋    利昌

野崎    壱太-岡野    悟大-小林    夏樹-芹川    優波

松嶋    宏樹-鹿内    翔-野見山    蒼太-八波    夏毅

神田    祥希-山口    貴弘-浜道    健成-田川    永和

川島    康平-横井    健道-今泉    大和-礒野    起暉

松崎    善輝-小島    大ポール-川本    敬祐-田中    祐希

徳田    容大-田中    優輝-飯盛    朝日-和久    将志

三浦    優心-福塚    翔太朗-有川    功一-渡辺    隼斗

藤沢    龍星-村上    龍一朗-久保原    拓未-宮藤    陽平

吉川    昂輝-高江洲    真司-釘貫    航-大石    裕介

佐藤    治樹-⾧沢    匠人-桜井    愛貴-佐々木    陽太

青木    柊真-岩井    佑太郎-山梨    亜嵐-園田    涼真

鈴木    徹太-宮里    侑亜-カーンファワズ    樹-松田    悠汰

小椋    陽仁-柏木    佑太-林    啓樹-小山    蓮

山口    浩林-尾崎    保慶-小笠原    巧-松田    晴音

川嶋    康駿-大野    寧央-大竹    爾喜-山本    康生

平出    悠人-五十嵐    真優-川上    恭-岩瀬    浩太郎

後藤    元気-角    来琉-八戸    颯詩-日高    裕喜人

為我井    駿-佐々木    桜輝-東    哲平-山田    武志

大脇    理雄-竹尾    和真-吉田    順哉-寺内    智徳

杉村    穣-伊野    佑輝-麻生    悠斗-佐々木    相人

田所    海大-松尾    魁士-東泉    雄大-佐藤    健太

第1走者―第2走者―第3走者―第4走者
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男子ハーフマラソン（21.0975km）
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 R･K･ヴｨﾝｾﾝﾄ 国士大 Ras AlKhaimah Half Marathon/UAE RasAlKhaimah 2月21日

2 小椋  裕介 ﾔｸﾙﾄ 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

3 J･R･ﾚﾒﾃｨｷ 拓大 箱根駅伝予選 陸上自衛隊立川駐屯地 10月17日

4 菊地  賢人 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

5 堀合  大輔 ﾔｸﾙﾄ 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

6 佐藤  諒太 警視庁 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

7 佐藤  悠基 日清食品G 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

8 大迫  傑 Nike Row River Half-Marathon/USA DORENAOR 10月30日

9 高久  龍 ﾔｸﾙﾄ 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

10 中村  匠吾 富士通 高根沢町ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 高根沢町 1月12日

11 大隅  裕介 JR東日本RT 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

12 一色  恭志 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

13 下田  裕太 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

14 黒川  翔矢 JR東日本RT 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

15 橋本  崚 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

16 P･ﾑﾜﾝｷﾞ ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

17 菅原  伊織 城西大 箱根駅伝予選 陸上自衛隊立川駐屯地 10月17日

18 倉田  翔平 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

19 稲田  翔威 ｺﾄﾌﾞｷﾔ 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

20 我那覇  和真 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

21 福田  兼士 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

22 武田  凛太郎 ﾔｸﾙﾄ 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

23 大山  憲明 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

24 山下  侑哉 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

25 作田  将希 JR東日本RT 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

25 並木  寧音 東農大 箱根駅伝予選 陸上自衛隊立川駐屯地 10月17日

27 手島  駿 中大 箱根駅伝予選 陸上自衛隊立川駐屯地 10月17日

28 松田  憲彦 警視庁 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

28 杉浦  慧 慶大 箱根駅伝予選 陸上自衛隊立川駐屯地 10月17日

30 吉田  祐也 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月6日
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男子マラソン
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 大迫  傑 Nike 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

2 B･ｶﾛｷ 横浜DeNA:ｹﾆｱ 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

3 高久  龍 ﾔｸﾙﾄ 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

4 吉田  祐也 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月6日

5 小椋  裕介 ﾔｸﾙﾄ 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

6 下田  裕太 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

7 菊地  賢人 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

8 一色  恭志 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

9 寺田  夏生 JR東日本RT 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月6日

10 作田  直也 JR東日本RT 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月6日

11 倉田  翔平 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

12 湊谷  春紀 横浜DeNA･RC 別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府 2月2日

13 其田  健也 JR東日本RT びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 3月8日

14 P･ｸｲﾗ JR東日本RT 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月6日

15 渡辺  利典 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG 勝田ﾏﾗｿﾝ 勝田 1月26日

16 高宮  祐樹 ﾔｸﾙﾄ 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

17 谷川  智浩 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府 12月20日

18 池田  宗司 ﾔｸﾙﾄ 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

19 神野  大地 ｾﾙｿｰｽ 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

20 大橋  秀星 小平市陸協 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

21 川内  優輝 あいおいﾆｯｾｲ同和損保 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月6日

22 高瀬  無量 日清食品G 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

23 金子  晃裕 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

24 森橋  完介 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

25 斎藤  拓也 日税ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

26 田中  孝貴 ｶﾈﾎﾞｳ 防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府 12月20日

27 門出  康孝 TEAM･ITO 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月6日

28 青木  優 ｶﾈﾎﾞｳ 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月6日

29 柱  欽也 警視庁 別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府 2月2日

30 甲斐  大貴 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 3月8日

2時間08分03秒

2時間05分29秒

2時間06分15秒

2時間06分45秒

2時間07分05秒

2時間07分23秒

2時間07分27秒

2時間07分31秒

2時間07分39秒

記録

2時間13分59秒

2時間08分21秒

2時間08分44秒

2時間09分19秒

2時間09分50秒

2時間09分57秒

2時間11分17秒

2時間11分48秒

2時間11分54秒

2時間11分56秒

2時間12分11秒

2時間12分58秒

2時間17分16秒

2時間17分29秒

2時間18分11秒

2時間14分20秒

2時間15分54秒

2時間16分06秒

2時間16分10秒

2時間16分27秒

2時間16分29秒



男子20kmW
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 藤沢  勇 ALSOK 日本選手権競歩 六甲アイランド 2月16日

2 高橋  和生 ADW 日本選手権競歩 六甲アイランド 2月16日

3 伊藤  佑樹 SRC 日本選手権競歩 六甲アイランド 2月16日

4 竹内  悠 東海大 日本選手権競歩 六甲アイランド 2月16日

5 田中  達也 田中競歩軍 日本選手権競歩 六甲アイランド 2月16日

6 西口  克洋 東京陸協 元旦競歩 明治神宮外苑 1月1日

7 塩入  滉介 東京陸協 元旦競歩 明治神宮外苑 1月1日

8 山口  正洋 村田機械 全日本競歩能美 能美 3月15日

記録

1時間20分15秒

1時間24分05秒

1時間26分21秒

1時間28分53秒

1時間29分15秒

1時間29分34秒

1時間31分17秒

1時間33分56秒



男子走高跳
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 戸辺  直人 JAL ｴｽﾄﾆｱ冬季室内 TALLINN 2月23日

2 平塚  玄空 日大 日本大競技会 日本大 8月9日

3 飯野  公紀 日体大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月11日

4 南雲  優吾 東海大 東海大記録会 秦野市中央運動公園 8月5日

4 宮田  風 日大 日本大競技会 日本大 8月15日

6 久我  洸士郎 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 道央記録会 千歳青葉公園 7月5日

6 尾畑  元佳 東京陸協 横須賀市選手権 不入斗公園 10月11日

8 上原  達哉 岩倉高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

9 平山  健一 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大多摩 3月27日

9 角田  滉貴 東京陸協 東京選手権 駒沢 7月23日

9 加藤  舜 XSPO WOLVES 東京選手権 駒沢 7月23日

9 尾又  平朗 XSPO WOLVES 東京選手権 駒沢 7月23日

9 及川  昂宏 国士舘ｸ 東京ﾗﾋﾞｯﾂ選手権 駒沢 9月22日

9 稲田  翔太 日本工大駒場高 東京ﾗﾋﾞｯﾂ選手権 駒沢 9月22日

9 右代  啓祐 国士舘ｸ 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日

16 先崎  航 STAC 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ競技会 舎人公園 8月22日

16 右代  啓欣 NAKAIAC 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日

18 堀切  聡馬 都足立高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

18 福士  湊 八王子二中 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月24日

20 元吉  雄基 ﾕﾒｵﾐﾗｲ 東京選手権 駒沢 7月23日

20 前田  悠斗 日大 日本大競技会 日本大 9月19日

20 佐藤  駿平 大東大 東京ﾗﾋﾞｯﾂ選手権 駒沢 9月22日

20 荻野  隼 電通大 国公立27大学対校 上尾 9月24日

24 二口  裕大 明星学園高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

24 関根  翔和 板橋区上板橋三中 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月24日

26 奥田  啓祐 第一学院高教 東京選手権 駒沢 7月23日

27 松鵜  竜次郎 XSPO WOLVES 東京選手権 駒沢 7月23日

27 斎藤  碧人 都板橋高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

27 ⾧張  修也 駿河台大 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月12日

27 武田  拓実 都南平高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

27 島野  楓真 北区十条富士見中 全日本中学校通信東京都大会 上柚木公園 8月30日

27 中島  由来 中京大 中京大競技会 中京大 9月26日

27 渡辺  公己 東経大 関東学生対校 江戸川 10月24日

27 綿野  晃生 日本工大駒場高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

2ｍ02

2ｍ00

2ｍ00

2ｍ00

2ｍ00

2ｍ00

記録

2ｍ31

2ｍ17

2ｍ11

2ｍ10

2ｍ10

2ｍ05

2ｍ05

1ｍ95

1ｍ95

1ｍ95

1ｍ95

1ｍ93

1ｍ93

2ｍ00

2ｍ00

1ｍ97

1ｍ97

1ｍ96

1ｍ96

1ｍ90

1ｍ90

1ｍ90

1ｍ92

1ｍ90

1ｍ90

1ｍ90

1ｍ90

1ｍ90



男子棒高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 来間  弘樹 ｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞAC 日本選手権 新潟 10月2日

2 沢  慎吾 きらぼし銀行 日本選手権 新潟 10月2日

3 石川  拓磨 TCS ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 国立 8月23日

4 山本  智貴 ｾﾞﾋﾞｵ ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 国立 8月23日

5 尾崎  駿翔 日体大 日本体育大室内棒高跳競技会 日本体育大健志台 3月8日

5 小林  直樹 明星学園高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

7 山田  直季 日体大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 10月31日

8 豊田  翼 日大 日本大競技会 日本大 8月15日

9 鈴木  彗太 中大 群馬県室内棒高跳記録会 ﾍﾞﾙｱｽﾚﾃｨｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 8月30日

9 右代  啓祐 国士舘ｸ 日本選手権混成競技 ⾧野 9月27日

11 太田  慎之介 東京高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月13日

12 ⾧島  紘大 東京高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月13日

13 有働  温人 明星学園高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

14 太田  凌也 東京高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月19日

15 岡部  彪冴 東海大 東海大記録会 秦野市中央運動公園 8月12日

16 奥平  拓海 慶大 いんざい室内棒高跳 松山下公園 2月8日

16 奥田  啓祐 第一学院高教 東京選手権 駒沢 7月24日

18 豊田  雄伍 東京高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月13日

19 右代  啓欣 NAKAIAC 東京選手権 駒沢 7月24日

20 栗原  彰理 東京陸協 日本大競技会 日本大 8月2日

20 山岸  幹 国士大 関東学生対校 江戸川 10月25日

22 平松  忠浩 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 道央混成競技競技会 千歳青葉公園 8月8日

22 小山  涼介 明星学園高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

22 坂下  翔悟 明星学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

22 佐藤  太波 明星学園高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

22 吉沢  一馬 順大 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 10月25日

27 島村  涼太 立教池袋高 東京選手権 駒沢 7月23日

27 本郷  達也 北区十条富士見中 東京ｼﾞｭﾆｱ 上柚木公園 9月20日

27 金子  凌慈 八王子二中 群馬県室内棒高跳記録会 ﾍﾞﾙｱｽﾚﾃｨｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 9月27日

30 三嶋  海斗 ｳｪﾙﾈｽ 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

30 大柿  天弥 都松が谷高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

30 稲嶺  恵唯 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

4ｍ00

4ｍ00

5ｍ60

5ｍ50

5ｍ40

記録

4ｍ20

4ｍ20

4ｍ20

4ｍ20

4ｍ20

4ｍ10

4ｍ50

4ｍ50

4ｍ46

4ｍ40

4ｍ30

4ｍ30

4ｍ90

4ｍ76

4ｍ71

4ｍ70

4ｍ65

4ｍ60

5ｍ30

5ｍ11

5ｍ11

5ｍ00

4ｍ91

4ｍ90

4ｍ10

4ｍ10

4ｍ00



男子走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 8ｍ29 -0.6 橋岡  優輝 日大 日本学生対校 新潟 9月11日

2 7ｍ81 +1.9 深沢  宏之 ﾄｰﾀﾙ･ｽﾎﾟｰﾂ 日本大競技会 日本大 9月6日

3 7ｍ67 +1.1 山川  夏輝 東部ﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ 日本大競技会 日本大 7月26日

4 7ｍ60 +1.7 酒井  由吾 慶大 東京選手権 駒沢 7月24日

5 7ｍ54 +0.9 嶺村  鴻汰 富士通 日本選手権 新潟 10月2日

6 7ｍ46 +1.1 須田  隼人 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 東京選手権 駒沢 7月24日

7 7ｍ43 +1.4 井上  晃輔 東海大 東海大記録会 秦野市中央運動公園 8月9日

7 7ｍ43 -1.2 松添  基理 MPandC 横浜市選手権 三ツ沢公園 10月3日

9 7ｍ42 +1.3 塩沢  嵩之 駿河台大 東京選手権 駒沢 7月24日

9 7ｍ42 +0.7 小川  宏海 富士電工 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

11 7ｍ35 +1.1 ⾧谷川  大樹 国士大 国士舘大競技会 国士舘大多摩 11月1日

12 7ｍ31 +1.3 猿山  力也 SPOPEDIA･AC 東京選手権 駒沢 7月24日

12 7ｍ31 +0.5 吉川  翔 ﾃｨｶﾞAC 板橋選手権 新河岸 10月4日

14 7ｍ29 +1.7 尾又  平朗 XSPO WOLVES TOKYO 東海大記録会 秦野市中央運動公園 8月9日

15 7ｍ26 +0.3 海老沼  勝輝 XSPOWOLVES 日本大競技会 日本大 8月1日

15 7ｍ26 +1.7 高島  良純 電通大 国公立27大学対校 上尾 9月22日

17 7ｍ19 +0.8 白浜  稔也 都板橋高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

17 7ｍ19 +1.4 松岡  晃輝 大東大 桜記念東西対校女子 舎人公園 11月1日

19 7ｍ17 -1.0 坂井  公亮 東経大 東京ﾗﾋﾞｯﾂ選手権 駒沢 9月22日

19 7ｍ17 +1.2 岡林  隼矢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 国士舘大競技会 国士舘大多摩 11月1日

21 7ｍ16 +0.4 奥田  啓祐 第一学院高教 道央混成競技競技会 千歳青葉公園 8月7日

21 7ｍ16 +1.6 田村  航平 都芦花高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

21 7ｍ16 +1.2 友野  舜涼 都東大和高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

24 7ｍ14 +1.2 京角  遥都 東海大 東海大秋季記録会 平塚 9月17日

25 7ｍ10 +1.7 吉田  順哉 明星学園高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

26 7ｍ07 +1.6 三上  直之 東京陸協 東京ﾗﾋﾞｯﾂ選手権 駒沢 9月22日

26 7ｍ07 +1.1 福沢  悠斗 都国立高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

28 7ｍ06 +1.1 高橋  武 東京陸協 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ競技会 舎人公園 8月22日

29 7ｍ05 +1.9 木下  諒 日大 日本大競技会 日本大 4月4日

30 7ｍ03 -0.5 右代  啓祐 国士舘ｸ 道央混成競技競技会 千歳青葉公園 8月7日



男子三段跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 16ｍ38 +0.4 山下  祐樹 国士舘ｸ 東京選手権 駒沢 7月26日

2 16ｍ10 * 山下  航平 ANA 日本選手権(室内) 大阪城 2月2日

3 16ｍ07 * 山本  凌雅 JAL 日本選手権(室内) 大阪城 2月2日

4 16ｍ05 +1.1 中山  昂平 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 日本選手権 新潟 10月3日

5 15ｍ61 +0.9 小川  宏海 東京陸恊 国士舘大競技会 国士舘大多摩 4月4日

6 15ｍ47 -1.3 花谷  昴 ﾕﾒｵﾐﾗｲ GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大 8月22日

7 15ｍ46 * 斎田  将之介 ﾕﾒｵﾐﾗｲ 日本選手権(室内) 大阪城 2月2日

8 15ｍ24 +0.1 鈴木  憲伸 明大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 11月1日

9 15ｍ15 +0.7 柿埜  涼生 GOLD'S GYM 日本選手権 新潟 10月3日

10 15ｍ06 +0.6 井関  慶人 東海大 東海大記録会 秦野市中央運動公園 8月12日

11 15ｍ00 +1.8 中島  陸斗 駿河台大 川口市⾧距離記録会 川口市青木町公園 10月11日

12 14ｍ94 +1.4 麻沼  慎太郎 日大 U20 広島広域公園 10月24日

13 14ｍ85 +0.2 杉岡  優磨 iMARe 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月10日

14 14ｍ55 -1.0 三浦  和真 慶大 国士舘大競技会 国士舘大多摩 10月31日

15 14ｍ52 +0.3 及川  知浩 東京陸協 国士舘大競技会 国士舘大多摩 10月31日

16 14ｍ47 +0.6 岡林  隼矢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝ 東京選手権 駒沢 7月26日

17 14ｍ44 +0.5 白浜  稔也 都板橋高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

18 14ｍ43 +1.4 京角  遥都 東海大 東海大秋季記録会 平塚 9月17日

19 14ｍ42 +0.8 角山  貴之 松本ｸﾘﾆｯｸ 東京選手権 駒沢 7月26日

20 14ｍ10 +0.9 池上  拓希 都足立新田高 東京選手権 駒沢 7月25日

21 14ｍ05 +0.3 柳生  和馬 国士大 国士舘大競技会 国士舘大多摩 7月4日

22 13ｍ98 -0.5 山田  駿斗 都城東高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

23 13ｍ92 +1.4 大森  公乃祐 立教大 東京選手権 駒沢 7月26日

24 13ｍ88 +1.2 藤本  拓巳 都青梅総合高 東京選手権 駒沢 7月25日

25 13ｍ85 +0.9 三堀  颯大 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

25 13ｍ85 +0.7 保坂  有力 明海大 関東学生対校 江戸川 10月25日

27 13ｍ71 +1.9 田中  瑞希 東工大 国公立27大学対校 上尾 9月23日

28 13ｍ69 +0.7 福沢  悠斗 都国立高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

29 13ｍ68 +2.0 加藤  舜 XSPO WOLVES 東京選手権 駒沢 7月26日

30 13ｍ66 +0.6 鯉渕  貴成 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日



男子砲丸投(7.260kg)

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 森下  大地 第一学院高教 THROWERS MEETING 松戸 8月22日

2 村上  輝 日本体育施設 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

3 戸辺  誠也 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大多摩 3月27日

4 須田  裕太郎 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大多摩 7月5日

5 畑瀬  聡 日大桜門陸友会 釜本文男記念 日本大 11月1日

6 国司  裕通 日大 日本大競技会 日本大 8月9日

7 石坂  奨真 順大 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 9月26日

8 幸田  和記 桜門陸友会 豊島区秋季競技会 夢の島 9月21日

9 右代  啓祐 国士舘ｸ 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日

10 鈴木  愛瑾 日大 釜本文男記念 日本大 11月1日

11 池田  大晟 鹿屋体大 九州学生選手権 #N/A 9月20日

12 栗本  恭宏 Accel TC 豊島区秋季競技会 夢の島 9月21日

13 岩本  高希 日大 釜本文男記念 日本大 11月1日

14 八幡  慎之介 国士大 関東学生対校 江戸川 10月25日

15 中村  優太 東大 東京大記録会 東京大 9月27日

16 奥田  啓祐 第一学院高教 東京選手権 駒沢 7月23日

17 荒木  勇輝 岩倉高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

18 右代  啓欣 NAKAIAC 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日

19 木村  知紀 国武大 国際武道大ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技会 国際武道大 3月14日

20 二宮  康輔 国武大 国際武道大ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技会 国際武道大 3月14日

21 川崎  和也 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月10日

22 渡辺  響 東京都立大 国公立27大学対校 上尾 9月24日

23 西多  徳義 国武大 国際武道大ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技会 国際武道大 3月14日

24 大沢  彩斗 東経大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月9日

25 倉持  憲成 立教大 豊島区秋季競技会 夢の島 9月21日

26 細川  健二 日野市陸協 東京選手権 駒沢 7月26日

27 小坂  祐司 東京消防庁 東京ﾗﾋﾞｯﾂ選手権 駒沢 9月22日

28 竹田  湧司 日体大 日本体育大ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技会 日本体育大健志台 3月27日

29 杉野  建太 学習院大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月9日

30 山岸  幹 国士大 関東学生対校 江戸川 10月24日

記録

15ｍ23

15ｍ13

15ｍ11

14ｍ41

14ｍ23

14ｍ11

18ｍ29

18ｍ03

16ｍ93

16ｍ75

16ｍ53

16ｍ17

12ｍ34

12ｍ31

12ｍ12

11ｍ89

11ｍ84

11ｍ72

13ｍ80

13ｍ64

13ｍ35

13ｍ30

12ｍ60

12ｍ58

11ｍ71

11ｍ65

11ｍ41

11ｍ27

11ｍ23

11ｍ25



男子円盤投(2.000kg)

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 蓬田  和正 GOLD'S GYM 日本選手権 新潟 10月3日

2 安藤  夢 さわかみ陸上部 日本選手権 新潟 10月3日

3 米沢  茂友樹 ｵﾘｺ 東海大競技会 東海大湘南 3月28日

4 知念  豪 ｾﾞﾝﾘﾝ 北陸実業団選手権 富山 9月5日

5 趙  思野 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大多摩 4月4日

6 右代  啓祐 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大多摩 4月4日

7 浅倉  穂鷹 日大 日本大競技会 日本大 9月19日

8 薄井  優斗 東海大 東海大秋季記録会 東海大湘南 9月21日

9 国司  裕通 日大 日本大競技会 日本大 8月9日

10 呑口  武 日大 日本大競技会 日本大 8月30日

11 蒲谷  淳志 日大 日本大競技会 日本大 9月19日

12 奥田  啓祐 第一学院高教 東京選手権 駒沢 7月24日

13 川崎  和也 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月10日

14 山岸  幹 国士大 関東学生対校 江戸川 10月25日

15 右代  啓欣 NAKAIAC 日本選手権混成競技 ⾧野 9月27日

16 篠崎  明彦 日大 日本大競技会 日本大 8月9日

17 迎  幸之輔 都片倉高 東京選手権 駒沢 7月23日

18 角田  光洋 PALETTE 日本体育大選手権 日本体育大健志台 10月31日

19 斎藤  如月 筑波大 筑波大競技会 筑波大 9月21日

20 細川  健二 日野市陸協 東京選手権 駒沢 7月23日

21 栗原  彰理 東京陸協 日本大競技会 日本大 8月2日

22 小林  凌 東経大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月10日

23 平松  忠浩 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 道央混成競技競技会 千歳青葉公園 8月8日

24 重田  一稀 東経大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月10日

25 畠  純也 学習院AC 東京選手権 駒沢 7月23日

26 伊藤  優作 明海大 関東学生対校 江戸川 10月24日

27 小坂  祐司 法大Ⅱ部OB 神奈川県北相競技会 相模原麻溝公園 10月18日

28 佐竹  俊哉 東大 東京大記録会 東京大 9月27日

29 倉持  憲成 立教大 同志社大対立教大 鴻巣 11月7日

30 二宮 康輔 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 8月15日

記録

55ｍ33

55ｍ24

54ｍ01

52ｍ08

49ｍ96

39ｍ19

38ｍ42

38ｍ15

37ｍ62

36ｍ70

36ｍ25

49ｍ92

42ｍ82

41ｍ02

40ｍ66

39ｍ80

39ｍ31

30ｍ55

30ｍ51

28ｍ22

35ｍ60

35ｍ46

34ｍ99

34ｍ43

33ｍ09

32ｍ62

30ｍ18

32ｍ51

32ｍ30

32ｍ05



男子ハンマー投(7.260kg)

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 石坂  奨真 順大 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月10日

2 富永  天平 筑波大 筑波大競技会 筑波大 10月31日

3 金丸  龍昇 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 11月15日

4 角田  光洋 Palette 松戸市記録会 松戸 11月15日

5 斎藤  峻広 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 11月8日

6 高橋  慧二朗 東京陸協 東京選手権 日本大 8月2日

7 武田  瑛大 日大 釜本文男記念 日本大 11月1日

8 成瀬  勇気 国武大 国際武道大ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技会 国際武道大 3月14日

9 厚川  大亮 東大 東京大･一橋大･津田塾大競技会 東京大 8月30日

10 西多  徳義 国武大 国際武道大ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技会 国際武道大 3月14日

11 佐竹  俊哉 東大 東京大記録会 東京大 9月27日

48ｍ49

48ｍ33

45ｍ70

41ｍ63

29ｍ63

39ｍ39

38ｍ90

記録

62ｍ43

60ｍ84

58ｍ47

54ｍ43



男子やり投(800g 1986～)

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 相原  大聖 日大桜門陸友会 東京選手権 駒沢 7月26日

2 角田  直之 GOLD'S GYM 北陸実業団選手権 富山 9月6日

3 山崎  元気 とらふぐ亭 東海大記録会 秦野市中央運動公園 8月12日

4 道上  雅晃 GOLD'S GYM 国士舘大競技会 国士舘大多摩 10月31日

5 山岸  武 国士大 国士館大競技会 国士舘大多摩 3月27日

6 山田  舜 日体大 東京選手権 駒沢 7月25日

7 国安  龍馬 国士大 国士舘大競技会 国士舘大多摩 4月4日

8 神谷  雄大 国士大 関東学生対校 江戸川 10月25日

9 関  和紀 GOLD'S GYM 北陸実業団選手権 富山 9月6日

10 右代  啓祐 国士舘ｸ 東京選手権 駒沢 7月24日

11 中山  睦喜 中大 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月10日

12 元木  虎太郎 東海大 東京選手権 駒沢 7月25日

13 押山  翔史輝 東京高 全国高校 広島広域公園 10月24日

14 右代  啓欣 NAKAIAC 東京選手権 駒沢 7月24日

15 奥田  啓祐 第一学院高教 日本選手権混成競技 ⾧野 9月27日

16 若生    裕太 関東ﾊﾟﾗ陸協 関東ﾊﾟﾗ選手権 国士舘大多摩 11月7日

17 竹迫  寿 WAC 神奈川県北相競技会 相模原麻溝公園 10月18日

18 中島  翔平 BRC 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ競技会 舎人公園 8月22日

19 鶴沢  元基 富士森高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月25日

20 猪野  洸太 立教大 佐野選手権 佐野 9月20日

21 井上  翔太 東京陸協 平成国際大競技会 上尾 10月31日

22 塩崎  千畝 国士大 国士舘大競技会 国士舘大多摩 4月4日

23 嶋添  幹太 都野津田高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

24 室永  豊文 中央ｸﾗﾌﾞ 中央大記録会 中央大多摩 9月20日

25 佐々木  陽 東経大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月9日

26 永久  保太士 東京陸協 川口市選手権 川口市青木町公園 10月4日

27 清水  悠斗 立教大 同志社大対立教大 鴻巣 11月7日

28 佐瀬  幸司 東京陸協 川口市選手権 川口市青木町公園 10月4日

29 村田  真司 国士大 国士舘大競技会 国士舘大多摩 4月4日

30 小川  直也 桜美林大 東京選手権 駒沢 7月25日

63ｍ51

70ｍ22

69ｍ72

68ｍ55

67ｍ52

66ｍ01

65ｍ06

記録

73ｍ39

72ｍ06

71ｍ65

58ｍ40

58ｍ02

57ｍ28

57ｍ17

56ｍ76

56ｍ20

63ｍ47

61ｍ82

60ｍ67

59ｍ74

58ｍ51

51ｍ68

51ｍ24

51ｍ23

55ｍ45

53ｍ85

53ｍ33

52ｍ64

52ｍ51

52ｍ29



男子十種競技(1986～)
選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

右代  啓祐 国士舘ｸ 日本選手権混成競技 ⾧野 9月27日

奥田  啓祐 第一学院高教 日本選手権混成競技 ⾧野 9月27日

右代  啓欣 NAKAIAC 東京選手権 駒沢 7月24日

山岸  幹 国士大 関東学生対校 江戸川 10月25日

栗原  彰理 東京陸協 日本大競技会 日本大 8月2日

平松  忠浩 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 道央混成競技競技会 千歳青葉公園 8月8日

奈良  歩夢 東京学芸大 関東学生対校 江戸川 10月25日

片桐  秀太 明海大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 11月1日

大塚  敏央 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 11月8日

清水  遼 東農工大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 11月1日

須崎  在 慶大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 11月1日

11.70(+0.6)-6.52(+1.1)-10.42-1.70-52.04-;16.72(+0.6)-25.95-2.50-46.35-5.07.25

11.55(+2.8)-5.84(-2.1)-8.73-1.65-52.96-;16.44(+1.8)-25.16-3.60-41.73-5.16.44

7684点

記録

7496点

7432点

6905点

6558点

11.80(+1.4)-5.54(+1.4)-7.25-1.50-53.67-;18.17(+0.6)-24.29-2.60-35.10-4.53.33

12.77(+1.8)-5.37(+0.3)-7.38--1.05.70-;21.19(+0.6)-18.17-2.30-31.41-6.28.72

5640点

5607点

第1日目：100m-走幅跳-砲丸投-走高跳-400m；第2日目：110mH-円盤投-棒高跳-やり投-1500m

11.41(+0.2)-6.90(-0.6)-15.11-2.00-52.11-;15.14(+1.1)-44.51-4.90-61.33-4.57.26

10.84(+0.2)-6.96(-0.7)-12.51-1.88-49.10-;15.01(+1.1)-37.92-4.50-58.51-4.43.27

11.29(+0.3)-6.83(+0.1)-12.48-1.95-50.37-;14.63(-0.9)-37.30-4.40-59.74-4.37.02

10.99(+0.5)-6.57(+1.4)-11.23-1.80-50.46-;15.37(+0.2)-38.15-4.30-49.99-4.48.80

11.47(+0.5)-6.47(+2.0)-10.91-1.80-51.59-;15.02(+0.5)-34.43-4.30-47.67-5.02.97

5526点

5390点

4641点

2709点

11.83(-0.3)-6.31(+1.3)-10.43-1.50-54.01-;16.50(+1.9)-32.62-4.20-41.77-5.24.65

11.24(+0.5)-6.45(+0.7)-8.58-1.75-52.08-;16.31(+0.2)-22.73-3.00-46.10-5.11.43

11

順位

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 



女子100m
順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 11秒83 -0.2 寺田  明日香 ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

2 11秒87 -0.1 大石  沙也加 ｾﾚｽﾎﾟ 岩手県選手権 北上 7月25日

2 11秒87 +1.2 田路  遥香 中大 日本学生対校 新潟 9月12日

4 11秒90 +1.3 金井  まるみ ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰ 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

5 11秒97 -1.0 滝田  静海 東京高 東京選手権 駒沢 7月24日

6 12秒03 +0.9 山越  理子 都富士高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

7 12秒05 +1.4 高橋  真由 日体大 日本大競技会 日本大 8月15日

8 12秒06 +1.9 鷺  麻耶子 都八王子東高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

9 12秒07 +1.2 藤田  涼子 日体大 日本体育大競技会 日本体育大健志台 10月4日

10 12秒12 +0.7 広沢  優美 日体大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 10月31日

11 12秒15 +1.6 ﾛｽ  瑚花ｱﾃﾞｨｱ 世田谷区駒沢中 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

12 12秒18 +1.9 渡辺  ひかる ﾏｲﾅﾋﾞ 日本IC記録突破挑戦記録会 熊谷 8月12日

13 12秒19 +0.9 有村  実寿々 筑波大附高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

14 12秒20 +0.1 伊藤  すずほ 日女体大 田島直人記念 維新百年記念公園 10月18日

14 12秒20 -0.3 ｶｼﾞｭｰﾙ･ﾁｵﾏ･ﾁｪﾙｼｰ 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

16 12秒25 +0.5 福島  千里 ｾｲｺｰ 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

17 12秒28 +0.3 竹内  爽香 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 東京選手権 駒沢 7月23日

18 12秒29 +0.9 村松  沙羅 日本工大駒場高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

19 12秒30 +0.9 上島  周子 都富士高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

19 12秒30 +0.7 高橋  美悠 日体大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 10月31日

21 12秒33 -0.2 中嶋  彩画 順大 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月15日

22 12秒36 +1.8 関田  結穂 八王子高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

23 12秒40 +2.0 山崎  麻央 八王子高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

23 12秒40 +1.3 大川  寿美香 三田国際学園高 国際武道大競技会 国際武道大 11月7日

25 12秒41 +0.7 星野  莉亜 城西大附城西高 東京選手権 駒沢 7月23日

25 12秒41 +0.9 橋本  碧 都城東高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

27 12秒44 +0.6 宮田  稜子 八王子高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

27 12秒44 +0.6 山本  早姫 日体大 日本体育大競技会 日本体育大健志台 10月4日

29 12秒46 +1.0 山口  幸乃 白梅学園高 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 8月29日

29 12秒46 +0.9 荒井  香子 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日



女子200m
順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 23秒78 -0.1 大石  沙也加 ｾﾚｽﾎﾟ 日本選手権 新潟 10月3日

2 24秒48 +1.3 新宅  麻未 ｱｯﾄﾎｰﾑ 熊本県選手権 熊本 7月26日

3 24秒64 +0.8 滝田  静海 東京高 全国高校 広島広域公園 10月25日

4 24秒68 +1.0 田路  遥香 中大 中央大記録会 中央大多摩 8月1日

5 24秒77 -2.9 金井  まるみ ﾄﾞﾄｰﾙAC 桜記念東西対校女子 舎人公園 11月1日

6 24秒89 +0.6 伊藤  明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月13日

6 24秒89 +0.0 山越  理子 都富士高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

8 24秒94 +1.4 中嶋  彩画 順大 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月15日

8 24秒94 -0.7 藤田  涼子 日体大 日本体育大競技会 日本体育大健志台 10月4日

10 24秒95 +1.4 竹内  爽香 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

11 25秒01 +1.9 鷺  麻耶子 都八王子東高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

12 25秒04 +1.6 村松  沙羅 日本工大駒場高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月25日

13 25秒09 -1.7 広沢  優美 日体大 日本体育大競技会 日本体育大健志台 10月4日

14 25秒14 -0.8 泉田  陽菜 日本工大駒場高 東京選手権 駒沢 7月26日

15 25秒22 +0.2 大川  寿美香 三田国際学園高 東京ﾗﾋﾞｯﾂ選手権 駒沢 9月22日

16 25秒24 +1.4 利藤  野乃花 わらべや日洋 北陸実業団選手権 富山 9月5日

17 25秒27 +1.1 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ  恵 ｱﾄﾚ 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日

18 25秒35 -1.8 須藤  美桜 日体大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 11月1日

18 25秒35 -1.2 有村  実寿々 筑波大附高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

20 25秒37 +0.5 星野  莉亜 城西大附城西高 東京選手権 駒沢 7月25日

21 25秒41 +0.0 上島  周子 都富士高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

22 25秒45 +0.0 中山  寛菜 日本工大駒場高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

23 25秒48 +0.0 宮島  和花 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

23 25秒48 +1.0 山本  芽依 とらふぐ亭 川口市選手権 川口市青木町公園 10月4日

25 25秒51 +0.8 福西  和香子 府中六中 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ競技会 舎人公園 8月22日

25 25秒51 +0.3 ﾇﾜｴﾒ･ｸﾞﾚｰｽ 世田谷区駒沢中 全日本中学校通信東京都大会 上柚木公園 8月29日

25 25秒51 +0.5 橋本  碧 都城東高 東京都高校新人対校第2･3支部予選 江戸川 9月6日

28 25秒53 -1.8 高橋  美悠 日体大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 11月1日

29 25秒57 +1.6 利根川  心暖 八王子高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

30 25秒58 +1.1 高橋  真由 日体大 日本大競技会 日本大 8月2日



女子400m
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 小林  茉由 J.VIC 日本選手権 新潟 10月1日

2 津川  瑠衣 早大 日本学生対校 新潟 9月11日

3 須藤  美桜 日体大 日本学生対校 新潟 9月11日

4 新宅  麻未 ｱｯﾄﾎｰﾑ 熊本県選手権 熊本 7月25日

5 飯田  景子 東京高 全国高校 広島広域公園 10月23日

6 川村  優佳 早大 早稲田大競技会 早稲田大 9月2日

7 大川  寿美香 三田国際学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

8 中山  寛菜 日本工大駒場高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

9 橋本  碧 都城東高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

10 利根川  心暖 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

11 大石  沙也加 ｾﾚｽﾎﾟ 木南道孝記念 ⾧居 10月24日

12 山本  早姫 日体大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 10月31日

13 山越  理子 都富士高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

14 樽木  千楓 日本工大駒場高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

15 ﾋﾘｱｰ  紗璃苗 青学大 日本選手権 新潟 10月1日

16 高田  真菜 早大 早稲田大競技会 早稲田大 9月2日

17 篠原  瑞希 日大 日本大競技会 日本大 7月12日

18 鴨下  友織菜 都三鷹中等高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

19 鈴木  美呼 都板橋高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

20 勝  くるみ 白梅学園高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

21 山本  倖千恵 立教大 豊島区秋季競技会 夢の島 9月21日

22 宮治  河奈 法大 法政大競技会 法政大多摩 8月2日

23 吉田  珠希 日大 関東学生対校 江戸川 10月24日

24 奥脇  彩花 白梅学園高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

25 上島  周子 都富士高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

26 五藤  はな 日女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 8月29日

27 御園生  千鶴 青山学院高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月19日

28 朝田  ひらり 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

29 三好  美空 藤村女高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

29 野原 鈴 駒大高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

記録

58秒66

58秒67

58秒68

58秒90

59秒09

59秒11

58秒19

58秒22

58秒23

58秒25

58秒36

58秒50

57秒96

58秒00

58秒05

56秒39

56秒76

56秒79

56秒92

57秒06

57秒40

54秒42

54秒97

55秒07

55秒09

55秒26

55秒72

57秒43

57秒67

57秒72



女子800m
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 卜部  蘭 積水化学 日本選手権 新潟 10月3日

2 山田  はな わらべや日洋 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

3 志村  美希 日体大 日本選手権 新潟 10月2日

4 大森  郁香 奥ｱﾝﾂｰｶ 日本選手権 新潟 10月2日

5 津川  瑠衣 早大 東京陸協ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 駒沢 10月27日

6 ﾋﾘｱｰ  紗璃苗 青学大 ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 国立 8月23日

7 内山  成実 ｱｲ･ｴｽ･ｼｰ 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

8 勝  くるみ 白梅学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

9 道下  美槻 立教大 日本学生対校 新潟 9月12日

10 鴨下  友織菜 都三鷹中等高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

11 奥脇  彩花 白梅学園高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

12 鈴木  美呼 都板橋高 日本体育大競技会 日本体育大健志台 10月4日

13 高田  真菜 早大 東京選手権 駒沢 7月25日

14 須藤  花菜 順天高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月2日

15 宮治  河奈 法大 日本学生対校 新潟 9月12日

16 小川  陽香 順天高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月2日

17 緑川  莉亜 都東大和高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月25日

18 今泉  日向花 順天高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

19 岩永  桜 順天高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

20 菅野  奈美 順天高 東京都高校新人対校第2･3支部予選 江戸川 9月6日

21 山本  倖千恵 立教大 東京陸協ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 駒沢 10月27日

22 庭野  祥 都駒場高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

23 井上  莉里加 国士大 東京選手権 駒沢 7月25日

24 渡辺  七海 都東大和高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

25 広尾  七海 都日野台高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

26 竹内  明音 東京実高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月20日

27 遠藤  理子 東大 MxK･田園ｸﾗﾌﾞ中距離記録挑戦会 江戸川 10月11日

28 岡田  海緒 MURC 日本体育大選手権 日本体育大健志台 10月31日

29 野口  麻衣子 大田区出雲中 全日本中学校通信東京都大会 夢の島 8月9日

30 三輪  栞奈 八王子城山中 はちおうじT&Fﾄﾗｲｱﾙ 上柚木公園 9月27日

2分18秒44

2分19秒12

2分17秒91

2分17秒97

2分18秒20

2分18秒29

2分18秒32

2分18秒37

2分15秒32

2分15秒63

2分16秒49

2分17秒45

2分17秒60

2分17秒90

2分11秒88

2分12秒06

2分12秒35

2分12秒90

2分13秒16

2分15秒01

2分10秒06

2分10秒51

2分10秒63

2分10秒81

2分10秒96

2分11秒12

記録

2分04秒56

2分07秒48

2分07秒71

2分08秒89



女子1500m
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 卜部  蘭 積水化学 ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 国立 8月23日

2 広中  璃梨佳 JP日本郵政G 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 10月17日

3 D･ﾒﾘｯｻ 資生堂 全日本実業団対抗 熊谷 9月18日

4 新谷  仁美 積水化学 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

5 吉川  侑美 ﾕﾆｸﾛ 全日本実業団対抗 熊谷 9月18日

6 木村  友香 資生堂 VMCMeet/AUS DONCASTERMELBOURNE 3月12日

7 道下  美槻 立教大 日本学生対校 新潟 9月11日

8 須藤  花菜 順天高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

9 保坂  晴子 日体大 日本学生対校 新潟 9月11日

10 南  日向 順天高 国士舘大競技会 国士舘大多摩 7月5日

11 塩入  百葉 錦城学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

12 小川  陽香 順天高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

13 兼重  志帆 GRlab 関西実業団選手権 ⾧居 9月26日

14 増渕  祐香 名城大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

15 三輪  南菜子 錦城学園高 東京選手権 駒沢 7月23日

15 康本  花梨 ﾕﾆｸﾛ 東京選手権 駒沢 7月24日

17 外間  礼那 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

18 久保倉  実里 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 東海大記録会 秦野市中央運動公園 8月12日

19 鈴木  日菜子 城西大附城西高 全国高校 広島広域公園 10月23日

20 菅原  ひまわり 錦城学園高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月12日

21 萩原  結 城西大附城西高 全国高校 広島広域公園 10月23日

22 広尾  七海 都日野台高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

23 今泉  日向花 順天高 東京ﾗﾋﾞｯﾂ選手権 駒沢 9月22日

24 坂口  愛和 東農大 東京選手権 駒沢 7月23日

25 茂野  葉湖 KJR･L 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

26 池田  悠音 清新JAC 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

27 鈴木  梨々亜 中大 東京選手権 駒沢 7月24日

28 甲本  まお 順大 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月2日

29 岩永  桜 順天高 国士舘大競技会 国士舘大多摩 7月5日

30 平賀  奏美 東農大 日本学生対校 新潟 9月11日

*:手動計時

4分38秒10

4分39秒15

記録

4分36秒83

4分37秒29

4分37秒34

4分37秒37

4分37秒76

4分38秒04

4分33秒16

4分33秒2*

4分34秒29

4分34秒30

4分35秒30

4分36秒36

4分27秒66

4分28秒20

4分28秒39

4分30秒60

4分31秒82

4分31秒82

4分20秒86

4分21秒0*

4分22秒82

4分25秒96

4分26秒17

4分26秒57

4分11秒75

4分16秒48

4分18秒04

4分20秒14



女子3000m
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 広中  璃梨佳 JP日本郵政G 全日本実業団対抗 熊谷 9月18日

2 卜部  蘭 積水化学 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

3 大西  ひかり JP日本郵政G ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 士別 7月4日

3 K･T･ｼﾞｪﾘ 三井住友海上 あおもり秋季ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 青森 9月5日

5 鍋島  莉奈 JP日本郵政G ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

6 D･ﾒﾘｯｻ 資生堂 BoxHillClassic/AUS Melbourne 1月30日

7 菅田  雅香 JP日本郵政G 全日本実業団対抗 熊谷 9月18日

8 五島  莉乃 資生堂 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 深川 7月8日

9 宇都宮  恵理 JP日本郵政G ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 士別 7月4日

10 鈴木  亜由子 JP日本郵政G 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 10月17日

11 吉川  侑美 ﾕﾆｸﾛ ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

12 木村  友香 資生堂 BoxHillClassic/AUS Melbourne 1月30日

13 保坂  晴子 日体大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

14 塩入  百葉 錦城学園高 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 11月14日

15 兼重  志帆 GRlab関東 日本体育大⾧距離競技会 相模原麻溝公園 9月22日

16 高橋  明日香 JP日本郵政G ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

17 日隈  彩美 資生堂 日本実業団女子⾧距離記録会 維新百年記念公園 12月5日

18 佐藤  成葉 資生堂 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 深川 7月8日

19 荘司  麻衣 ﾕﾆｸﾛ ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

20 小川  陽香 順天高 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 12月6日

21 森野  夏歩 ﾕﾆｸﾛ 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 9月27日

22 三輪  南菜子 錦城学園高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月13日

23 久保倉  実里 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 9月27日

24 古川  結美 第一生命G 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 11月14日

25 菅原  ひまわり 錦城学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

26 竹内  明音 東京実高 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 12月6日

27 木島  あすか 東京高 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 10月17日

28 真柄  碧 資生堂 ｼｰｶﾞｲｱｶｯﾌﾟ 宮崎 1月5日

29 須藤  花菜 順天高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

30 尾方  星華 ﾕﾆｸﾛ ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

9分34秒47

9分35秒23

9分36秒35

9分37秒54

9分32秒90

9分33秒16

9分33秒35

9分33秒57

9分34秒02

9分34秒36

9分27秒64

9分27秒83

9分28秒03

9分30秒72

9分32秒26

9分32秒70

9分17秒25

9分19秒07

9分19秒67

9分21秒75

9分26秒26

9分27秒32

9分09秒30

9分09秒30

9分10秒27

9分12秒57

9分12秒94

9分13秒04

記録

8分52秒80

9分06秒18



女子5000m
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 新谷  仁美 積水化学 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

2 広中  璃梨佳 JP日本郵政G 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

3 K･T･ｼﾞｪﾘ 三井住友海上 日本選手権 ⾧居 12月4日

4 P･K･ｶﾑﾙ ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 9月26日

5 五島  莉乃 資生堂 日本選手権 ⾧居 12月4日

6 鍋島  莉奈 JP日本郵政G 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

7 菅田  雅香 JP日本郵政G 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

8 岡本  春美 三井住友海上 日本選手権 ⾧居 12月4日

9 山口  遥 AC･KITA ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 7月15日

10 田辺  美咲 三井住友海上 日本選手権 ⾧居 12月4日

11 兼重  志帆 GRlab関東 日本選手権 ⾧居 12月4日

12 原田  紋里 第一生命G 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 11月14日

13 増渕  祐香 名城大 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 11月14日

14 佐藤  成葉 資生堂 日本選手権 ⾧居 12月4日

15 吉川  侑美 ﾕﾆｸﾛ 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 11月14日

16 宇都宮  恵理 JP日本郵政G 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 12月6日

17 D･ﾒﾘｯｻ 資生堂 Sir Graeme Douglas/NZL Auckland 2月23日

18 木村  友香 資生堂 Melbourne Track/AUS Melbourne 2月6日

19 高島  由香 資生堂 Melbourne Track/AUS Melbourne 2月6日

20 荘司  麻衣 ﾕﾆｸﾛ 日本選手権 ⾧居 12月4日

21 鈴木  亜由子 JP日本郵政G 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 10月17日

22 大西  ひかり JP日本郵政G 東海大種目別競技会 秦野市中央運動公園 10月17日

23 片貝  洋美 三井住友海上 ﾅｲﾀｰ記録会 ⾧崎 10月11日

24 田中  華絵 資生堂 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

25 真柄  碧 資生堂 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 千歳青葉公園 7月18日

26 西谷  沙綾 ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 12月6日

27 尾方  星華 ﾕﾆｸﾛ 日本実業団女子⾧距離記録会 維新百年記念公園 12月5日

28 三輪  南菜子 錦城学園高 日本体育大⾧距離競技会 相模原麻溝公園 9月22日

29 福居  紗希 三井住友海上 日本体育大⾧距離競技会 日本体育大健志台 12月6日

30 橋本  奈海 三井住友海上 国士舘大競技会 国士舘大多摩 7月5日

16分04秒77

16分05秒31

16分05秒63

16分06秒21

16分07秒80

15分56秒05

15分57秒16

15分57秒96

15分58秒67

16分00秒01

16分01秒43

15分43秒94

15分46秒46

15分49秒49

15分50秒32

15分51秒92

15分53秒80

15分32秒46

15分34秒02

15分36秒47

15分39秒63

15分41秒39

15分42秒02

14分59秒37

15分09秒63

15分20秒02

15分29秒03

15分31秒49

15分31秒60

記録

14分55秒83



女子10000m
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 新谷  仁美 積水化学 日本選手権 ⾧居 12月4日

2 鍋島  莉奈 JP日本郵政G 日本選手権 ⾧居 12月4日

3 K･T･ｼﾞｪﾘ 三井住友海上 日本実業団女子⾧距離記録会 維新百年記念公園 12月5日

4 大西  ひかり JP日本郵政G 日本選手権 ⾧居 12月4日

5 山口  遥 AC･KITA 東京選手権 駒沢 7月24日

6 野添  佑莉 三井住友海上 日本実業団女子⾧距離記録会 維新百年記念公園 12月5日

7 田中  華絵 資生堂 日本実業団女子⾧距離記録会 維新百年記念公園 12月5日

8 橋本  奈海 三井住友海上 ﾅｲﾀｰ記録会 ⾧崎 10月11日

9 五島  莉乃 資生堂 全日本実業団対抗 熊谷 9月18日

10 宇都宮  恵理 JP日本郵政G 全日本実業団対抗 熊谷 9月18日

11 五日市  莉歩 立教大 10000m記録挑戦競技会 相模原麻溝公園 11月23日

12 金井  美凪海 亜大 関東学生対校 相模原麻溝公園 11月22日

13 坂口  愛和 東農大 10000m記録挑戦競技会 相模原麻溝公園 11月23日

14 中元寺  舞 玉川大 10000m記録挑戦競技会 相模原麻溝公園 11月23日

15 持丸  美佐子 東農大 関東学生対校 相模原麻溝公園 11月22日

記録

37分04秒98

37分13秒57

33分44秒04

33分53秒33

34分40秒43

35分58秒03

36分05秒59

36分47秒34

31分31秒52

31分45秒83

32分10秒56

32分28秒90

33分04秒61

33分12秒59

30分20秒44



女子100mH(83.8cm_8.5m)
順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 13秒03 +0.3 寺田  明日香 ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 国立 8月23日

2 13秒26 +1.5 藤森  菜那 ｾﾞﾝﾘﾝ 田島直人記念 維新百年記念公園 10月18日

3 13秒33 +0.3 福部  真子 日本建設工業AC ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 国立 8月23日

4 13秒36 +0.6 島野  真生 日体大 日本学生対校 新潟 9月13日

5 13秒37 +1.3 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ  恵 ｱﾄﾚ 富士北麓ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ 富士北麓公園 9月6日

6 13秒46 0.0 金井  まるみ ﾄﾞﾄｰﾙAC 日本選手権 新潟 10月2日

7 13秒69 +1.3 佐々木  天 ﾕﾒｵﾐﾗｲ 富士北麓ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ 富士北麓公園 9月6日

8 13秒99 0.0 熊谷  友花 ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ 日本選手権 新潟 10月2日

9 14秒10 +0.1 伊藤  明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月13日

10 14秒19 -0.3 利藤  野乃花 わらべや日洋 国士舘大Combined Challenge 国士舘大多摩 10月31日

11 14秒30 -1.0 益子  芽里 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

12 14秒31 +0.1 頼安  乃々香 東京高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月12日

13 14秒35 +0.6 舘野  晃歩 明大附中野八王子高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

14 14秒48 +0.1 大川  寿美香 三田国際学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

15 14秒70 +0.6 富永  萌花 都足立高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

16 14秒76 -1.0 太田  瑛里 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

17 14秒77 +2.0 熊川  晴香 日大桜丘高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

18 14秒80 -0.4 泉谷  莉子 GKLINE 東京選手権 駒沢 7月25日

19 14秒84 -0.7 柳田  夏希 都芦花高 東京都高体連秋季 世田谷 10月4日

20 14秒87 -0.9 下村  優理子 KMC陸上ｸ 東京選手権 駒沢 7月24日

21 14秒97 +0.9 醍醐  愛理 明星学園高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

22 14秒98 +0.6 関口  美桜 白梅学園高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

23 15秒05 +0.1 桐井  瑞季 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

24 15秒13 +1.2 河野  萌々子 日女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 10月25日

25 15秒20 +0.7 藤田  貴子 都東大和高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

26 15秒24 -1.0 川村  優佳 早大 東京選手権 駒沢 7月25日

26 15秒24 +0.1 橋本  若奈 都板橋高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

28 15秒29 +0.7 金田  莉那 城西大附城西高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月1日

29 15秒31 -1.6 岡部  華鈴 日体大 関東学生対校 江戸川 10月24日

30 15秒34 +0.1 高橋  このか とらふぐ亭 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日



女子400mH(76.2cm_35.0m)
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 伊藤  明子 ｾﾚｽﾎﾟ 日本選手権 新潟 10月3日

2 津川  瑠衣 早大 早稲田大競技会 早稲田大 8月15日

3 川村  優佳 早大 日本選手権 新潟 10月3日

4 大川  寿美香 三田国際学園高 全国高校 広島広域公園 10月25日

5 篠原  瑞希 日大 日本学生対校 新潟 9月13日

6 土肥  愛基 日体大 日本学生対校 新潟 9月12日

7 中野  なみち 法大 法政大競技会 法政大多摩 11月8日

8 舘野  晃歩 明大附中野八王子高 東京選手権 駒沢 7月23日

9 平原  杏華 東京学芸大 日本大競技会 日本大 8月15日

10 幸村  穂野香 日体大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 11月1日

11 益子  芽里 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

12 吉良  愛美 ｱｯﾄﾎｰﾑ 関西実業団選手権 ⾧居 9月26日

13 須藤  美桜 日体大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 11月1日

14 成沢  夢美 駒大高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

15 佐久間  理緒 都城東高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

16 山本  早姫 日体大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 11月1日

17 寒河江  美友 日女体大 関東学生対校 江戸川 10月25日

18 志村  美希 日体大 日本体育大選手権 日本体育大健志台 11月1日

19 金田  莉那 城西大附城西高 東京都高校新人対校第2･3支部予選 江戸川 9月6日

20 手塚  向日葵 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

21 藤田  貴子 都東大和高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

22 服部  麻奈 都戸山高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

23 間瀬  葉月 八王子高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

24 古屋  佳音 岩倉高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

25 岡  小春 白梅学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

26 三好  美空 藤村女高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

27 畠中  すみれ 都東大和高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

28 天野  日菜香 都つばさ総合高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

29 遠藤  咲良 都板橋高 東京選手権 駒沢 7月23日

29 御園生  千鶴 青山学院高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月13日

1分08秒90

1分08秒90

記録

1分06秒66

1分06秒71

1分07秒22

1分07秒54

1分07秒56

1分08秒41

1分05秒28

1分05秒70

1分06秒18

1分06秒28

1分06秒36

1分06秒54

1分03秒44

1分04秒13

1分04秒20

1分04秒37

1分04秒75

1分04秒84

59秒73

1分01秒01

1分01秒45

1分02秒09

1分02秒34

1分02秒36

57秒34

57秒85

58秒38

58秒89



女子3000mSC(76.2cm)
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 吉川  侑美 ﾕﾆｸﾛ 日本選手権 ⾧居 12月4日

2 大宅  楓 大東建託 ﾅｲﾀｰﾄﾗｲｱﾙin屋島 屋島 10月11日

3 久保倉  実里 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 東京選手権 駒沢 7月23日

4 矢治  璃瑞奈 東女体大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月11日

5 早狩  実紀 ﾁｰﾑemda 東京選手権 駒沢 7月23日

10分37秒99

11分03秒52

11分19秒21

11分38秒73

記録

9分58秒12



女子4×100mR
順位 記録 チーム名 競技会名 競技場名 競技年月日

1 47秒14 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

2 47秒62 日本工大駒場高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

3 47秒65 日体大 東京選手権 駒沢 7月23日

4 47秒87 都富士高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

5 48秒21 八王子高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

6 48秒72 世田谷区駒沢中 全日本中学校通信東京都大会 夢の島 8月1日

7 48秒99 都東大和高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

8 49秒24 駒大高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

9 49秒25 世田谷選抜 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

10 49秒45 城西大附城西高 東京選手権 駒沢 7月23日

11 49秒61 国学院高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

12 49秒61 都城東高 東京都高体連秋季 夢の島 11月7日

13 49秒70 八王子選抜 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

14 49秒93 藤村女高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

15 50秒11 都文京高 東京都高体連秋季 夢の島 11月7日

16 50秒12 練馬選抜 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

17 50秒16 明大附中野八王子高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

18 50秒19 あきる野選抜 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

19 50秒21 都芦花高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

20 50秒33 明星学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

21 50秒46 江東選抜 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

22 50秒58 都足立高 東京都高体連秋季 夢の島 11月7日

23 50秒72 足立選抜 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

24 50秒74 都駒場高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

25 50秒76 日体大桜華高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

26 51秒13 白梅学園高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

27 51秒16 葛飾区立石中 豊島区秋季競技会 夢の島 9月21日

28 51秒22 都戸山高 東京都高体連秋季 夢の島 11月7日

29 51秒23 都桜修館中等高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

30 51秒26 日野一中 全日本中学校通信東京都大会 上柚木公園 8月29日

金田  莉那-星野  莉亜-綿貫  真尋-アルバレス・モネ・ティアラ

第1走者―第2走者―第3走者―第4走者

カジュール・チオマ・チェルシー-益子  芽里-太田  瑛里-荒井  香子

関田  結穂-宮島  和花-間瀬  葉月-乙津  美月

田沼  今日子-門石  更紗-ヌワエメ・グレース-ロス  瑚花アディア

安藤  穂乃香-米田  優奈-桜井  瑛美-藤田  貴子

白浜  陽奈-成沢  夢美-小野  きらり-野原  鈴

山中  ゆうな-ロス  瑚花アディア-中井  さとよ-藤井  南月子

小林  美月-醍醐  愛理-山崎  花菜子-大賀  朱理

田巻  早菜-日高  凛乃-渡辺  琴-三上  アミナ

皆川  息吹-関  亜依莉-和田  桃李-富永  萌花

大内  紅葉-小川  真奈-新巻  美樹-中島梨々香

宮地  和花-佐久間  理緒-橋本  碧-田中  芹奈

小野寺  優奈-新奥  恵香-矢後  茜音-鷹箸  美桜

小関  紗由美-小俣  彩音-出雲  香菜子-三好  美空

大堤  帆南-藤島  明日賀-湊  風歌-大塚  郁実

高橋  萌夏-鈴木  菜央-高野  蒼唯-川崎  啓子

福井  里菜-狩生  環実-新里  桃子-岡野  桜椋

大高  虹香-水谷  瑛茉-佐藤  柚香-小俣  音琶

樽木  千楓-村松  沙羅-飯田  光咲-中山  寛菜

島野  真生-藤田  涼子-須藤  美桜-高橋  真由

荒井  凛月-山越  理子-中山  花月-上島  周子

小若  歩羽-小川  さくら-多治見  優-藤原  星々来

横山  華子-秀間  青空-⾧谷川  若七-片山  あやめ

高橋  愛加-水野  桃花-島田  夢蘭-木住野  愛紗

中村  絢音-関口  美桜-藤原  結衣-大友  愛子

管野  さくら-山田  南-樋田  なつ美-倉崎  なつみ

藤田  桜子-服部  麻奈-杉村  柊-小畑  優

堀井  彩未-橋本  小春-舘野  晃歩-永田  羽音

土田  華妃-下元  香凛-高橋  愛心-井出  日和

石渡  萌乃-柳田  夏希-門倉  小晴-浜砂  璃音
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女子4×400mR
順位 記録 チーム名 競技会名 競技場名 競技年月日

1 3分52秒90 日本工大駒場高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月25日

2 3分53秒28 八王子高 全国高校リレー 横浜 10月17日

3 3分53秒56 東京高 全国高校リレー 横浜 10月17日

4 3分55秒34 白梅学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

5 3分56秒34 日体大 東京選手権 駒沢 7月26日

6 3分58秒70 都東大和高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

7 4分01秒43 駒大高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

8 4分02秒56 都城東高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

9 4分04秒28 都富士高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

10 4分04秒70 都文京高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

11 4分07秒67 明大附中野八王子高 東京都高校新人対校第5・6支部予選 上柚木公園 9月6日

12 4分09秒61 都板橋高 東京都高校生区部夏季競技会 江戸川 8月2日

13 4分11秒78 都駒場高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

14 4分14秒58 都青梅総合高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

15 4分14秒69 都戸山高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

16 4分15秒67 日体大荏原高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

17 4分16秒17 都紅葉川高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

18 4分16秒24 都田無高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

19 4分16秒36 都南平高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

20 4分16秒67 都日野台高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

21 4分17秒26 日大桜丘高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

22 4分17秒67 都桜修館中等高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

23 4分18秒16 都狛江高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

24 4分18秒47 都足立新田高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

25 4分20秒18 都国分寺高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

26 4分20秒66 武蔵野高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

27 4分20秒91 都清瀬高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

28 4分21秒04 都野津田高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

29 4分21秒57 日体大桜華高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

30 4分21秒78 東海大附高輪台高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

米田  優奈-緑川  莉亜-桜井  瑛美-藤田  貴子

古賀  葵-樽木  千楓-弥永  優希-中山  寛菜

志田  裕菜-利根川  心暖-宮島  和花-徳田  愛理

第1走者―第2走者―第3走者―第4走者

荒井  香子-朝田  ひらり-益子  芽里-飯田  景子

奥脇  彩花-勝  くるみ-関口  美桜-窪田  こころ

広沢  優美-山本  早姫-土肥  愛基-須藤  美桜

北林  優-佐藤  ことは-高橋  麻洸-中田  珠夢

野原  鈴-成沢  夢美-渡部  衣梨-瀬戸口  ひなた

佐久間  理緒-橋本  碧-宮地  和花-田中  芹奈

荒井  凛月-上島  周子-笹本  羽奈-山越  理子

湊  風歌-大塚  郁実-藤島  明日賀-大堤  帆南

永田  羽音-橋本  小春-堀井  彩未-舘野  晃歩

橋本  若奈-鈴木  美呼-遠藤  咲良-岩佐  愛華

秀間  青空-山本  菜月-⾧谷川  若七-西畑  桃花

佐伯  紗愛-園田  幸-福田  乙葉-細野  いちか

藤田  桜子-服部  麻奈-杉村  柊-千田  美波

林  小桜-金沢  凛子-森谷  寧々-宮崎  響音

戸上  真歩-米倉  心音-福島  波奈-杉本  美結

福田  美慧-落合  彩羽-天野  葉月-佐藤  らら

佐治  和香-菊竹  舞-石岡  暖乃香-服部  湧泉

高岡  梓-伊勢崎  真帆-⿁童  春花-広尾  七海

忰田  弥生-渋谷  春香-山村  香音-鈴木  翼沙

岡野  桜椋-吉田  朱里-新里  桃子-吉田  汐里

荒川  千夏-納谷  茜-鈴木  日鞠-山田  優希

小林  咲月-八幡  千尋-小美野  真生-イブラヒム・ゼナブ

藤本  梨花-清田  菜未-酒井  果歩-松本  かれん

渡部  珠生-田中  小町-荒木  優花-野口  実々

森  友那-大林  里都-若林  沙樹-竹内  麻衣

殿岡  愛美-望月  結-佐藤  梨名-奥窪  葵華

東沢  捺果-島田  夢蘭-草岡  祐希-関根  夏鈴
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女子ハーフマラソン（21.0975km）
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 新谷  仁美 積水化学 Aramco Houston Half Marathon/USA Houston TX 1月19日

2 出水田  真紀 第一生命G 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

3 原田  紋里 第一生命G 山陽女子ﾛｰﾄﾞ 山陽女子コース 12月20日

4 吉川  侑美 ﾕﾆｸﾛ 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城～⾧居 1月26日

5 岩出  玲亜 ｱﾝﾀﾞｰｱｰﾏｰ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋 3月8日

6 田辺  美咲 三井住友海上 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

7 橋本  奈海 三井住友海上 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

8 田中  智美 第一生命G 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

9 片貝  洋美 三井住友海上 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

10 古寺  冴佳 三井住友海上 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

11 宇都宮  恵理 JP日本郵政G 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

12 山口  遥 AC･KITA 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

12 兼重  志帆 GRlab関東 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

14 田中  華絵 資生堂 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

15 野添  佑莉 三井住友海上 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋 3月8日

16 森野  夏歩 ﾕﾆｸﾛ 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

17 永尾  薫 Sunfield 香川丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 2月2日

18 藤田  正由加 ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月9日

19 高野  美幸 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾊｲﾃｸﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 荒川河川敷 1月12日

20 広瀬  光子 東京WINGS ﾊｲﾃｸﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 荒川河川敷 1月12日

21 好士  理恵子 狛江市陸協 ﾏﾗｿﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 国営昭和記念公園 12月2日

22 西川  ﾋｶﾙ 東京陸協 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城～⾧居 1月26日

23 滝波  美緒 Dream･AC東京 ﾊｲﾃｸﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 荒川河川敷 1月12日

24 下田  翔子 東京陸協 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

25 布施  温菜 東京陸協 ﾊｲﾃｸﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 荒川河川敷 1月12日

26 森田  光希 ｸﾗﾌﾞR2東日本 新宿ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 新宿 1月26日

27 山鹿  由莉 GRlab関東 ﾊｲﾃｸﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 荒川河川敷 1月12日

28 山崎  絵里子 JINGER 防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府 12月20日

28 中島  知美 GRlab 防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府 12月20日

30 沢田  奈々子 上智大 神奈川ﾏﾗｿﾝ 神奈川 2月2日

1時間13分36秒

1時間06分38秒

1時間10分13秒

1時間10分21秒

記録

1時間10分29秒

1時間11分37秒

1時間11分40秒

1時間11分42秒

1時間11分47秒
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1時間13分18秒

1時間20分22秒
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1時間18分21秒

1時間18分55秒
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女子マラソン
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 山口  遥 AC･KITA 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

2 田中  華絵 資生堂 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

3 岩出  玲亜 ｱﾝﾀﾞｰｱｰﾏｰ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋 3月8日

4 兼重  志帆 GRlab関東 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

5 橋本  奈海 三井住友海上 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋 3月8日

6 野添  佑莉 三井住友海上 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋 3月8日

7 下田  翔子 東京陸協 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

8 広瀬  光子 東京WINGS 勝田ﾏﾗｿﾝ 勝田 1月26日

9 大前  千晶 東京陸協 京都ﾏﾗｿﾝ 京都 2月16日

10 近藤  瞳 ｴﾎﾞｰﾘｭRC 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

11 森田  光希 ｸﾗﾌﾞR2東日本 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

12 中島  知美 GRlab 防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府 12月20日

13 山崎  絵里子 東京陸協 別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府 2月2日

14 加納  由理 東京陸協 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

15 高野  美幸 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋 3月8日

16 楠瀬  祐子 東京陸協 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

17 中山  苑香 内田治療院AC 別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府 2月2日

18 斎藤  絵美 ｸﾗﾌﾞR2東日本 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

19 本山  桃子 東京陸協 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋 3月8日

20 野本  有紀子 駒沢公園ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｸ 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

21 柿沼  久代 ﾁｰﾑおこじょ 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

22 益田  裕美 ｷｬﾀﾋﾟｰRC 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

23 海老原  美保 AC･KITA 別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府 2月2日

24 中村  美香 東京陸協 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 3月1日

25 滝波  美緒 ﾄﾞﾘｰﾑAC東京 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

26 道下  美里 三井住友海上 防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府 12月20日

27 鈴木  萌乃香 東京陸協 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

28 小泉  緑 Breakthrogh 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

29 西野  香里 東京陸協 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日

30 渡辺  まゆみ 東京陸協 大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 1月26日
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女子10kmW
順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 岡田  久美子 ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ 日本選手権競歩 六甲アイランド 2月16日

2 浅田  千安芸 DNP 元旦競歩 明治神宮外苑 1月1日

3 渕瀬  真寿美 建装工業 全日本競歩能美 能美 3月15日

4 松本  彩映 GOLD'S GYM 元旦競歩 明治神宮外苑 1月1日

記録
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46分44秒

47分47秒

50分01秒



女子走高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 高橋  渚 日大 日本大競技会 日本大 4月4日

2 細田  弥々 東京高 東京選手権 駒沢 7月26日

2 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ  恵 ｱﾄﾚ 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日

4 森崎  優希 八王子六中 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

5 兵郷  星名 東京高 東京選手権 駒沢 7月26日

5 伊藤  明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月13日

5 高橋  このか とらふぐ亭 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日

8 伊藤  楓 東京高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月19日

9 石岡  柚季 とらふぐ亭 北陸実業団選手権 富山 9月6日

9 小野  恵蓮 東海大 国士舘大Combined Challenge 国士舘大多摩 10月31日

11 下元  香凛 あきる野御堂中 全国中学生 横浜 10月16日

11 和田  桃李 都足立高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月25日

13 山形  ゆあ 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

14 栗原  理沙 日大 日本大競技会 日本大 4月4日

14 金沢  恵美佳 明星学園高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

14 松崎  二千翔 立教大 新座選手権 新座 9月19日

17 古谷  舞羽 日体大 日本体育大競技会 上柚木公園 8月12日

18 高宮  芙季 白梅学園高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月6日

19 岡部  華鈴 日体大 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日

19 中島  涼葉 都紅葉川高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

21 市川  愛海 日本工大駒場高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

22 園田  幸 都青梅総合高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

23 横内  裕賀 都東大和南高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

23 宮沢  美桜 八王子二中 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月24日

25 松岡  志穏 稲城六中 全日本中学校通信東京都大会 上柚木公園 8月30日

25 舘野  晃歩 明大附中野八王子高 東京選手権 駒沢 7月25日

25 大西  月稀 墨田区両国中 全日本中学校通信東京都大会 夢の島 8月2日

25 箕輪  天音 都板橋高 豊島区秋季競技会 夢の島 9月21日

25 大口  桃果 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

25 大沢  怜奈 日大二高 東京都高体連秋季 世田谷 10月4日

25 中山  幸来 福生一中 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日

25 佐藤  沙弥花 府中六中 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月25日
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女子棒高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 小林  美月 明星学園高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

2 大川  楓 XSPOWOLVESTOKYO 群馬県室内棒高跳記録会 ﾍﾞﾙｱｽﾚﾃｨｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 10月4日

3 大久保  綺更 慶大 東京選手権 駒沢 7月25日

4 斎藤  安里 日体大 日本体育大ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技会 日本体育大健志台 3月27日

4 小栗  七海 東京学芸大 東京選手権 駒沢 7月25日

4 青柳  有香 東京学芸大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月11日

4 佐々木  琳音 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

8 岩坂  真弥 日女体大 群馬県室内棒高跳記録会 ﾍﾞﾙｱｽﾚﾃｨｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 11月1日

9 伊藤  楓 都富士高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

9 遠藤  芽衣 都富士高附中 全日本中学校通信東京都大会 上柚木公園 8月29日

11 岡本  彩楓 明星学園高 東京選手権 駒沢 7月23日

11 石川  実怜 都富士高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

13 米沢  菜柚 八王子二中 全日本中学校通信東京都大会 上柚木公園 8月29日

13 山下  愛菜 都国立高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

15 荻野  雅夕 都松が谷高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

16 中谷  理紗 都富士高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

17 加藤  優空 東京陸協ｸﾗﾌﾞ 東京選手権 駒沢 7月26日

17 塚田  菜月 八王子恩方中 全日本中学校通信東京都大会 上柚木公園 8月29日

17 角野  樹里 あきる野五日市中 東京ｼﾞｭﾆｱ 上柚木公園 9月20日

17 吉野  和 明星学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

21 村田  陽奈 八王子二中 東京選手権 駒沢 7月26日

21 大鶴  紗千 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

23 吹田  依亜 淑徳巣鴨高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

24 林  美月 八王子二中 全日本中学校通信東京都大会 上柚木公園 8月8日

24 篠木  愛実 あきる野西中 全日本中学校通信東京都大会 上柚木公園 8月29日

24 勝川  聖菜美 八王子二中 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月24日

27 春岡  那波 江戸川区篠崎二中 全日本中学校通信東京都大会 夢の島 8月8日

27 鈴木  舞香 都富士高附中 全日本中学校通信東京都大会 夢の島 8月8日

27 呑口  智穂 足立区千寿桜堤中 全日本中学校通信東京都大会 上柚木公園 8月29日

30 佐々木  夢 八王子二中 東京選手権 駒沢 7月26日
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女子走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 6ｍ11 +1.5 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ  恵 ｱﾄﾚ 富士北麓ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ 富士北麓公園 9月6日

1 6ｍ11 +0.5 嶺村  優 ｵﾘｺ 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

3 6ｍ06 +1.6 栗原  理沙 日大 日本大競技会 日本大 9月6日

4 5ｍ99 +1.4 東  祐希 日体大 東京選手権 駒沢 7月25日

5 5ｍ98 +1.0 利藤  野乃花 わらべや日洋 田島直人記念 維新百年記念公園 10月18日

6 5ｍ96 +1.0 山本  明日香 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大多摩 11月1日

7 5ｍ91 +1.6 永井  陽 日本工大駒場高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月20日

8 5ｍ87 +0.3 乙津  美月 八王子高 全国高校 広島広域公園 10月23日

9 5ｍ84 +1.9 堀内  瑠奈 順大 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 10月25日

10 5ｍ80 +0.2 高橋  このか とらふぐ亭 北陸実業団選手権 富山 9月6日

11 5ｍ76 +0.8 舘野  晃歩 明大附中野八王子高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

11 5ｍ76 +0.9 宮田  稜子 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

13 5ｍ65 +1.3 和喜田  美咲 日女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 10月25日

14 5ｍ61 +1.0 佐久間  理緒 都城東高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

15 5ｍ58 +1.6 宮本  里乃亜 渋谷区松涛中 東京選手権 駒沢 7月24日

15 5ｍ58 +1.2 植田  陽翔 都駒場高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

17 5ｍ57 +0.2 伊藤  明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月13日

18 5ｍ55 +1.9 下元  香凛 あきる野御堂中 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月24日

19 5ｍ53 +1.0 山崎  麻央 八王子高 豊島区秋季競技会 夢の島 9月21日

20 5ｍ52 +0.2 毛利  碧音 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

21 5ｍ51 +1.4 中田  嬉歩 順大 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 8月1日

22 5ｍ50 +0.7 桜井  瑛美 都東大和高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

23 5ｍ49 +0.8 鈴木  真愛華 都東大和南高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

24 5ｍ48 +1.3 小野  恵蓮 東海大 東海大秋季記録会 平塚 9月17日

25 5ｍ46 +0.1 片山  あやめ 都駒場高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

26 5ｍ45 +1.9 岩井  彩澄 東京高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月20日

27 5ｍ44 +2.0 伊藤  千夏 八王子高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

28 5ｍ41 +0.9 岩坂  真弥 日女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 8月29日

28 5ｍ41 +2.0 小関  舞姫 町田三中 東京都中学校支部対抗 駒沢 10月24日

30 5ｍ37 +1.5 土屋  楓花 東京高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月20日



女子三段跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 13ｍ27 +0.9 森本  麻里子 内田建設 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

2 12ｍ87 +0.9 山本  明日香 国士舘ｸ 国士館大競技会 国士舘大多摩 3月27日

3 12ｍ76 -0.5 坂本  絵梨 日本室内TC 日本選手権 新潟 10月2日

4 12ｍ68 内山  咲良 東大 日本選手権(室内) 大阪城 2月1日

5 12ｍ50 +0.2 斎藤  萌乃 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 埼玉県選手権 熊谷 10月4日

6 12ｍ06 +1.4 山崎  麻央 八王子高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

7 11ｍ99 +1.2 磯部  未侑 東京学芸大 関東学生対校 江戸川 10月25日

8 11ｍ98 +0.1 乙津  美月 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

9 11ｍ97 +1.1 岩井  彩澄 東京高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月19日

10 11ｍ71 +1.7 堀内  瑠奈 順大 順天堂大競技会 順天堂大さくらキャンパス 9月26日

11 11ｍ70 0.0* 岡部  華鈴 日体大 日本体育大競技会 日本体育大健志台 10月4日

12 11ｍ66 -0.6 佐久間  理緒 都城東高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

13 11ｍ64 -1.6 片山  あやめ 都駒場高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

14 11ｍ52 -0.3 伊藤  千夏 八王子高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

14 11ｍ52 +0.5 今野  夏鈴音 駿河台大 桜記念東西対校女子 舎人公園 11月1日

16 11ｍ40 +2.0 小川  瑞穂 東京学芸大 関東学生対校 相模原麻溝公園 10月11日

17 11ｍ33 +0.7 土屋  楓花 東京高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月19日

18 11ｍ31 -0.1 森山  にこ 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

19 11ｍ15 +0.1 梅村  夕夏 東京陸協 東京選手権 駒沢 7月24日

20 11ｍ14 -0.3 永井  陽 日本工大駒場高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

21 11ｍ11 +0.4 島  野々花 東京成徳大高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

22 11ｍ08 +1.4 寺野  丞 日体大荏原高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月19日

23 11ｍ06 -0.8 宮尾  菜々 日体大桜華高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

24 11ｍ00 +0.2 黒須  可奈美 日本工大駒場高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月12日

25 10ｍ96 +0.3 清水  楓香 八王子高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月6日

26 10ｍ70 +1.2 本田  沙英 東京高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月12日

27 10ｍ56 +1.9 嶋津  美玖 都城東高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

28 10ｍ54 +0.0 中山  花月 都富士高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

29 10ｍ50 +1.6 柴崎  千夏 都城東高 東京選手権 駒沢 7月25日

30 10ｍ46 +0.9 毛利  碧音 八王子高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月6日



女子砲丸投(4.000kg)

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 小山田  芙由子 日大 釜本文男記念 日本大 11月1日

2 阿原  典子 日大桜門陸友会 東京選手権 駒沢 7月25日

3 鶴見  萌々子 東女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 11月7日

4 高橋  和奏 東京高 東京ﾗﾋﾞｯﾂ選手権 駒沢 9月22日

5 茂山  千尋 国士舘ｸ 日本選手権 新潟 10月1日

6 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ  恵 ｱﾄﾚ 東京選手権 駒沢 7月25日

7 菅野  和加 東京高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月25日

8 福士  響 東女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 11月7日

9 小林  萌々子 日体大桜華高 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 8月29日

10 湯本  万結 日体桜華高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月25日

11 和知  楓 日本工大駒場高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

12 古沢  芽依 都東大和南高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

12 反町  咲希 日本工大駒場高 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 11月7日

14 比留間  沙奈 都つばさ総合高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

15 小野沢  佳乃 駒大高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

16 泉谷  莉子 ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日

17 谷本  栞乃 都東大和高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

18 鈴木  優彩 都南葛飾高 東京都高体連秋季 夢の島 11月7日

19 高橋  このか とらふぐ亭 日本選手権混成競技 ⾧野 9月26日

19 利藤  野乃花 わらべや日洋 国士舘大Combined Challenge 国士舘大多摩 10月31日

21 高山  凛 都松が谷高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

22 星野  紗良 三田国際学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

23 岡部  華鈴 日体大 関東学生対校 江戸川 10月24日

24 尾崎  明維 府中六中 東京ｼﾞｭﾆｱ 上柚木公園 9月20日

25 八代  穂乃香 都東大和高 東京選手権 駒沢 7月24日

26 桜井  愛音 都田無高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

27 加藤  伊万里 都紅葉川高 東京都高体連秋季 夢の島 11月7日

28 伊藤  明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月13日

28 藤田  貴子 都東大和高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月3日

30 新村  心結 日体大桜華高 東京都高校新人対校 駒沢 9月26日

9ｍ61

9ｍ59

9ｍ59

9ｍ45

10ｍ02

10ｍ01

10ｍ00

9ｍ75

9ｍ66

9ｍ63

10ｍ44

10ｍ32

10ｍ27

10ｍ17

10ｍ15

10ｍ15

11ｍ54

10ｍ96

10ｍ76

10ｍ63

10ｍ63

10ｍ61

13ｍ90

13ｍ86

13ｍ15

12ｍ21

11ｍ81

11ｍ57

15ｍ24

記録

13ｍ97



女子円盤投(1.000kg)

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 辻川  美乃利 内田洋行 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

2 吉田  結花 日体大 日本体育大ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技会 日本体育大健志台 3月27日

3 寺井  沙希 諏訪中教 全日本実業団対抗 熊谷 9月20日

4 鶴見  萌々子 東女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 11月7日

5 粟津  彩弥 東女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 3月22日

6 福士  響 東女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 8月29日

7 桜井  愛音 都田無高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月25日

8 久保田  優華 日体大桜華高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

9 高橋  和奏 東京高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月20日

10 徳田  沙那子 筑波大 筑波大記録突破競技会 筑波大 3月31日

11 小林  萌々子 日体大桜華高 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 8月29日

12 古沢  芽依 都東大和南高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

13 高山  凛 都松が谷高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

14 前田  結衣 都東大和高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

15 井上  美空 東京高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月20日

16 小野沢  佳乃 駒大高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

17 西川  瑞希 都片倉高 東京選手権 駒沢 7月25日

18 渡辺  爽与香 都駒場高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月13日

19 谷本  栞乃 都東大和高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

20 菅野  和加 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

21 下村  倫子 都富士高 東京都高校生区部夏季競技会 世田谷 8月23日

22 遠藤  梨茄子 東京成徳大高 東京都高体連秋季 夢の島 11月7日

23 松本  結衣 都昭和高 東京選手権 駒沢 7月25日

24 星野  紗良 三田国際学園高 東京都高校新人対校 駒沢 9月25日

25 村田  梨織 あきる野御堂中 東京ｼﾞｭﾆｱ 上柚木公園 9月20日

26 古川  夢愛 日体大桜華高 東京都高校新人対校第5･6支部予選 上柚木公園 9月5日

27 安達  梨乃 立正大附高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

28 三宅  未佑 東京高 東京都高校新人対校第1支部予選 駒沢 9月13日

29 松尾  香花 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月8日

30 八代  穂乃香 都東大和高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月15日

記録

26ｍ82

26ｍ35

26ｍ16

26ｍ02

28ｍ62

28ｍ50

28ｍ01

27ｍ86

27ｍ75

26ｍ99

30ｍ85

30ｍ76

30ｍ37

29ｍ92

29ｍ42

29ｍ13

34ｍ54

33ｍ88

33ｍ00

32ｍ75

32ｍ17

31ｍ03

46ｍ00

44ｍ82

39ｍ94

38ｍ72

36ｍ12

35ｍ38

52ｍ63

47ｍ18



女子ハンマー投(4.000kg)

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 勝山  眸美 ｵﾘｺ 日本選手権 新潟 10月2日

2 下村  倫子 都富士高 THROWERS MEETING 松戸 8月22日

3 外島  結衣 東京高 THROWERS MEETING 松戸 8月22日

4 松田  夏空 都富士高 関東高校選抜新人 敷島公園 10月24日

5 玄応  瑞記 都富士高 松戸市記録会 松戸 11月15日

6 池田  紗弥香 都富士高 釜本文男記念 日本大 11月1日

7 北条  優菜 都美原高 東京選手権 日本大 8月2日

8 松尾  香花 東京高 釜本文男記念 日本大 11月1日

9 堀  七奈子 東京成徳大高 東京都高体連ｼﾞｭﾆｱ強化 日本大 10月11日

10 菅野  和加 東京高 東京都高校新人対校 日本大 9月27日

11 藤森  優 日大豊山女高 東京都高体連ｼﾞｭﾆｱ強化 日本大 10月11日

記録

27ｍ99

19ｍ25

16ｍ10

40ｍ74

39ｍ75

37ｍ86

36ｍ81

31ｍ28

29ｍ05

62ｍ47

51ｍ30



女子やり投(600g 1999～)

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 北口  榛花 JAL 全日本実業団対抗 熊谷 9月19日

2 浅野  叶紀 東女体大AC 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 3月22日

3 三宅  未佑 東京高 東京選手権 駒沢 7月26日

4 阿部  汐莉 東女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 11月7日

5 高橋  唯 中大LC 中央大記録会 中央大多摩 9月20日

6 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ  恵 ｱﾄﾚ 東京選手権 駒沢 7月26日

7 大塚  悠歌 都富士高 筑波大投擲競技会 筑波大 2月9日

8 岡部  華鈴 日体大 関東学生対校 江戸川 10月25日

9 中村  遥花 東京高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

10 高橋  このか とらふぐ亭 日本選手権混成競技 ⾧野 9月27日

11 佐井  菜々子 東京高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

12 泉谷  莉子 GKLINE 東京選手権 駒沢 7月26日

13 岩井  綾音 日体大桜華高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

14 外島  結衣 東京高 東京都高校生区部夏季競技会 駒沢 8月19日

15 今井  杏美 日体大桜華高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

16 貝瀬  彩花 錦城高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

17 阪井  英里彩 都片倉高 東京選手権 駒沢 7月26日

18 吉川    穂香 東京農大一高 東京選手権 駒沢 7月26日

19 山内  杏流 都国分寺高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

20 加藤  美奈 都町田高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

21 植田  陽翔 都駒場高 東京都高体連秋季 世田谷 11月15日

22 沖山  朱 都文京高 東京都高体連秋季 夢の島 11月8日

23 利藤  野乃花 わらべや日洋 日本選手権混成競技 ⾧野 9月27日

24 湯本  万結 日体大桜華高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

25 伊東  千夏 穎明館高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

26 千田  夏芽 都野津田高 東京都高校生多摩地区夏季競技会 上柚木公園 8月16日

27 伊藤  明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月13日

28 木村  かんな 日体大桜華高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

29 江沢  百萌子 東京都立大 国公立27大学対校 上尾 9月22日

30 徳田  梨音 都片倉高 東京都高校新人対校 駒沢 9月27日

32ｍ07

31ｍ27

30ｍ58

記録

33ｍ24

33ｍ06

32ｍ99

32ｍ72

32ｍ68

32ｍ67

35ｍ08

34ｍ85

34ｍ53

34ｍ05

33ｍ93

33ｍ68

38ｍ56

37ｍ08

36ｍ89

36ｍ84

36ｍ51

35ｍ32

45ｍ96

45ｍ39

45ｍ23

41ｍ41

40ｍ37

38ｍ91

63ｍ45

51ｍ31

46ｍ81



女子七種競技(1999～)
選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ  恵 ｱﾄﾚ 東京選手権 駒沢 7月26日

利藤  野乃花 わらべや日洋 国士舘大Combined Challenge 国士舘大多摩 11月1日

岡部  華鈴 日体大 関東学生対校 江戸川 10月25日

舘野  晃歩 明大附中野八王子高 東京選手権 駒沢 7月26日

泉谷  莉子 GKLINE 東京選手権 駒沢 7月26日

高橋  このか とらふぐ亭 日本選手権混成競技 ⾧野 9月27日

藤田  貴子 都東大和高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

小野  恵蓮 東海大 国士舘大Combined Challenge 国士舘大多摩 11月1日

植田  陽翔 都駒場高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

岡  菜々子 白梅学園高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

佐井  菜々子 東京高 東京選手権 駒沢 7月26日

村椿  芽依 都国分寺高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

小泉  璃莉 白梅学園高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

沢田  あかね 都昭和高 東京都高体連秋季 上柚木公園 10月4日

2
5145点

14.19(-0.3)-1.55-10.15-25.24(-0.6)-;5.76(+0.7)-32.06-2.20.39

記録

第1日目：100mH-走高跳-砲丸投-200m；第2日目：走幅跳-やり投-800m

1
5646点

13.66(-0.4)-1.67-12.21-25.35(-0.5)-;5.77(+1.8)-45.23-2.27.60

3
4682点

15.31(-1.6)-1.55-10.00-27.68(-0.3)-;5.31(+0.4)-40.37-2.29.52

4
4632点

14.62(-0.7)-1.56-8.41-26.37(-1.7)-;5.43(+0.7)-25.04-2.21.95

8
4068点

16.60(-0.6)-1.68-5.91-27.64(+0.3)-;5.42(±0.0)-27.85-2.41.29

5
4548点

14.80(-0.4)-1.52-10.16-26.90(-0.5)-;5.10(+0.7)-36.89-2.39.28

6
4369点

15.34(+0.1)-1.70-10.15-25.80(+1.5)-;5.58(-0.3)-38.56-DNF

11
3333点

17.23(-0.7)-1.32-8.25-28.79(-1.7)-;4.07(+1.4)-32.87-2.47.30

順位

12
3296点

16.32(+0.7)-1.38-6.12-28.62(+0.2)-;4.81(+0.3)-16.21-2.42.87

9
4027点

15.76(+0.7)-1.44-8.36-27.78(+0.2)-;5.20(+0.2)-25.46-2.33.32

10
3483点

16.26(+0.7)-1.44-8.30-28.88(+0.2)-;4.23(0.0)-23.08-2.41.55

7
4273点

15.20(+0.7)-1.50-9.59-25.92(+0.2)-;4.73(+0.9)-25.15-2.32.84

13
3102点

17.53(+0.7)-1.41-6.61-28.58(+0.2)-;4.38(+0.1)-18.77-2.48.30

14
2524点

19.47(+0.7)-1.26-5.93-28.90(+0.2)-;3.60(+1.1)-17.83-2.45.76

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 

| | | | | 



第68回元旦競歩大会 19130014

第82回東京陸上競技選手権大会
2020年1月1日(水)      決勝一覧表

明治神宮外苑絵画館周回路（１周1,326m) 137230

  Page: 1

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
２０ｋｍ競歩 1/1 西口  克洋 1:29:34

東京・東京陸協

塩入  滉介 1:31:17

東京・東京陸協

山口  正洋 1:37:27

東京・東京陸協

男子東
京選手

権
２０ｋｍ競歩 1/1 鈴木  雄介 1:20:01

NGR千葉・富士通

諏方  元郁 1:20:49

新潟・よつば森林組合

野田  明宏 1:21:24

埼玉・自衛隊体育学校

村山  裕太郎 1:21:58

兵庫・順天堂大

住所  大翔 1:22:37

兵庫・順天堂大

石田  昴 1:23:23

富山・立命館大

松永  大介 1:23:59

千葉・富士通

遠山  航平 1:25:02

岡山・山梨学院大

男子大
学・一
般

１０ｋｍ競歩 1/1 小林  亮太(3) 43:29

長野・東海大諏訪高

清水  海地(3) 43:47

長野・長野日大高

大平  愛陽(3) 43:57

新潟・開志国際高

高橋  響希(3) 44:29

長野・上田西高

LI PinShiun(2) 44:32

TPE・TPE

ZHAN Yung-kuei(2) 44:37

TPE・TPE

LEE Sheng-Jing(1) 45:02

TPE・TPE

久原  崇遥(3) 45:13

神奈川・相模原総合高

男子高
校

５ｋｍ競歩 1/1 大森  健一 24:10

石川・ｸｽﾘのｱｵｷ

香川  新 27:28

栃木・栃木TFC

島田  一夫 27:40

千葉・千葉陸協

飯塚  義博 28:16

長野・ｲﾅｸﾗﾌﾞ

石毛  仁 29:42

千葉・千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ

小野  昭弘 29:48

東京・青梅市陸協

大和  健 30:05

長野・長野マスターズ

浦部  兼延 34:24

東京・杉並ＡＣ

男子50
歳以上

３ｋｍ競歩 1/1 SHIH HsiangYung(3) 14:30

NGRTPE・TPE

柏木  創太(1) 19:48

神奈川・中大附属横浜中

男子中
学

１０ｋｍ競歩 1/1 淺田  千安芸 46:44

東京・DNP

松本  彩映 50:01

東京・ゴールドジム

女子東
京選手

権
１０ｋｍ競歩 1/1 河添  香織 45:05

埼玉・自衛隊体育学校

林  奈海 45:38

福岡・順天堂大

CHING SiuNgaJessica 45:53

HKG・HKG

園田  世玲奈 46:37

三重・NTN

淺田  千安芸 46:44

東京・DNP

熊谷  菜美 46:52

茨城・筑波銀行

溝口  友己歩 48:25

長野・早稲田大

立見  真央 49:03

静岡・中京大

女子大
学・一
般

５ｋｍ競歩 1/1 CHIANG Chiajou(3) 23:04

TPE・TPE

藤井  菜美(3) 23:14

埼玉・所沢西高

大網  瑞姫(3) 23:52

千葉・成田高

藤野　楓(2) 24:48

大阪・大阪桐蔭高

山岸  芽生(1) 24:52

新潟・十日町高

YU ZihYun(2) 25:02

TPE・TPE

野地  琳々星(1) 25:06

埼玉・本庄東高

渋谷  美月(2) 25:32

神奈川・二俣川高

女子高
校

５ｋｍ競歩 1/1 佐藤  奈緒美 32:39

北海道・RISERC

女子50
歳以上

３ｋｍ競歩 1/1 小貫  琉菜(2) 17:04

神奈川・中大附属横浜中

遊馬  歩翔(3) 17:22

埼玉・さいたま城南中

増井  咲良(3) 17:24

福島・いわき秀英中

CHOU ChihLin(2) 18:03

TPE・TPE

伴野  美結(3) 18:04

神奈川・中大附属横浜中

LIU PoLin(3) 19:57

TPE・TPE

女子中
学

凡例（NGR:大会新記録）
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東京マラソン2020　TOKYO MARATHON 2020 Ref.T.NAKAMURA
兼ﾏﾗｿﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾌｧｲﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ～東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手選考競技会～ Rec.H.SEKINE
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズシリーズXIII

ｺｰｽ/Course:東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ/Tokyo Marathon Course(Certified by the JAAF & AIMS)
**************************************************************
* MEN Elite マラソン(MARATHON) *
**************************************************************
Timing :Transponder 09:10 03-01-2020
世界記録(WR) 2:01:39　ｴﾘｳﾄﾞ･ｷﾌﾟﾁｮｹﾞ/KIPCHOGE,Eliud (KEN･ケニア) 2018
日本記録(NR) 2:05:50　大迫　　傑/OSAKO,Suguru 　　 (JPN･東京･ﾅｲｷ)　2018
大会記録(CR) 2:03:58　ｳｨﾙｿﾝ･ｷﾌﾟｻﾝｸﾞ/KIPSANG,Wilson (KEN･ケニア) 2017

RANK No. NAME(氏名) NATION(国名)/TEAM 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km RECORD REMARKS
---- ----- ------------------------------ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ----------

1 1 LEGESE Birhanu ＥＴＨ 14:32 29:12 43:58 58:41 1:01:58 1:13:15 1:27:42 1:42:49 1:57:42 2:04:15
ﾋﾞﾙﾊﾇ ﾚｹﾞｾ エチオピア (14:40) (14:46) (14:43) (14:34) (14:27) (15:07) (14:53) ( 6:33)

2 11 ABDI Bashir ＢＥＬ 14:37 29:13 44:01 58:42 1:02:00 1:13:25 1:28:28 1:43:37 1:58:24 2:04:49
ﾊﾞｼﾙ ｱﾌﾞﾃﾞｨ ベルギー (14:36) (14:48) (14:41) (14:43) (15:03) (15:09) (14:47) ( 6:25)

3 3 LEMMA Sisay ＥＴＨ 14:33 29:12 43:59 58:41 1:01:59 1:13:15 1:27:42 1:42:49 1:57:59 2:04:51
ｼｻｲ ﾚﾏ エチオピア (14:39) (14:47) (14:42) (14:34) (14:27) (15:07) (15:10) ( 6:52)

4 21 OSAKO Suguru ＪＰＮ 14:33 29:12 44:01 58:42 1:02:00 1:13:32 1:28:40 1:43:36 1:58:51 2:05:29 NNR
大迫　傑 東京･Nike (14:39) (14:49) (14:41) (14:50) (15:08) (14:56) (15:15) ( 6:38)

5 10 KAROKI Bedan ＫＥＮ 14:33 29:12 44:00 58:42 1:01:59 1:13:25 1:28:28 1:43:52 1:59:29 2:06:15
ﾋﾞﾀﾞﾝ ｶﾛｷ 東京･横浜DeNA (14:39) (14:48) (14:42) (14:43) (15:03) (15:24) (15:37) ( 6:46)

6 7 EL ABBASSI El Hassan ＢＲＮ 14:33 29:13 44:00 58:43 1:02:01 1:13:22 1:28:28 1:43:38 1:59:20 2:06:22
ｴﾙﾊｻﾝ ｴﾙｱﾊﾞｼ バーレーン (14:40) (14:47) (14:43) (14:39) (15:06) (15:10) (15:42) ( 7:02)

7 4 MENGSTU Asefa ＥＴＨ 14:33 29:12 43:59 58:41 1:01:59 1:13:15 1:27:42 1:42:49 1:58:46 2:06:23
ｱｾﾌｧ ﾒﾝｸﾞｽﾄｩ エチオピア (14:39) (14:47) (14:42) (14:34) (14:27) (15:07) (15:57) ( 7:37)

8 107 TAKAKU Ryu ＪＰＮ 14:40 29:27 44:18 59:04 1:02:21 1:13:52 1:29:05 1:44:36 2:00:11 2:06:45
髙久　龍 東京･ヤクルト (14:47) (14:51) (14:46) (14:48) (15:13) (15:31) (15:35) ( 6:34)

9 102 UEKADO Daisuke ＪＰＮ 14:39 29:27 44:17 59:04 1:02:21 1:13:53 1:29:05 1:44:36 2:00:11 2:06:54
上門　大祐 徳島･大塚製薬 (14:48) (14:50) (14:47) (14:49) (15:12) (15:31) (15:35) ( 6:43)

10 156 SADAKATA Toshiki ＪＰＮ 14:39 29:27 44:17 59:04 1:02:21 1:13:52 1:29:05 1:44:36 2:00:14 2:07:05
定方　俊樹 長崎･MHPS (14:48) (14:50) (14:47) (14:48) (15:13) (15:31) (15:38) ( 6:51)

11 122 KIMURA Shin ＪＰＮ 14:39 29:27 44:18 59:03 1:02:22 1:13:53 1:29:05 1:44:36 2:00:23 2:07:20
木村　慎 埼玉･Ｈｏｎｄａ (14:48) (14:51) (14:45) (14:50) (15:12) (15:31) (15:47) ( 6:57)

12 121 OGURA Yusuke ＪＰＮ 14:40 29:27 44:18 59:04 1:02:21 1:13:52 1:29:05 1:44:46 2:00:39 2:07:23
小椋　裕介 東京･ヤクルト (14:47) (14:51) (14:46) (14:48) (15:13) (15:41) (15:53) ( 6:44)

13 133 SHIMODA Yuta ＪＰＮ 14:41 29:28 44:18 59:04 1:02:21 1:13:52 1:29:05 1:44:36 2:00:23 2:07:27
下田　裕太 東京･GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG (14:47) (14:50) (14:46) (14:48) (15:13) (15:31) (15:47) ( 7:04)

14 119 KIKUCHI Masato ＪＰＮ 14:39 29:27 44:17 59:03 1:02:21 1:13:51 1:28:43 1:44:11 2:00:20 2:07:31
菊地　賢人 東京･コニカミノルタ (14:48) (14:50) (14:46) (14:48) (14:52) (15:28) (16:09) ( 7:11)

15 106 ISSHIKI Tadashi ＪＰＮ 14:41 29:29 44:20 59:15 1:02:37 1:14:32 1:29:45 1:45:06 2:00:44 2:07:39
一色　恭志 東京･GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG (14:48) (14:51) (14:55) (15:17) (15:13) (15:21) (15:38) ( 6:55)

16 22 SHITARA Yuta ＪＰＮ 14:39 29:27 44:17 59:03 1:02:21 1:13:52 1:29:05 1:44:36 2:00:41 2:07:45
設楽　悠太 埼玉･Ｈｏｎｄａ (14:48) (14:50) (14:46) (14:49) (15:13) (15:31) (16:05) ( 7:04)

17 105 SIMON Kariuki ＫＥＮ 14:33 29:12 44:00 58:42 1:01:59 1:13:20 1:28:13 1:43:06 1:59:58 2:07:56
ｻｲﾓﾝ ｶﾘｳｷ 佐賀･戸上電機製作所 (14:39) (14:48) (14:42) (14:38) (14:53) (14:53) (16:52) ( 7:58)

18 9 KIPRUTO Amos ＫＥＮ 14:35 29:13 44:00 58:42 1:02:00 1:13:29 1:28:28 1:43:54 2:00:13 2:08:00
ｱﾓｽ ｷﾌﾟﾙﾄ ケニア (14:38) (14:47) (14:42) (14:47) (14:59) (15:26) (16:19) ( 7:47)

19 2 MOLLA Getaneh ＥＴＨ 14:32 29:12 43:59 58:41 1:01:58 1:13:17 1:28:38 1:44:05 2:00:34 2:08:12
ｹﾞﾀﾈ ﾓﾗ エチオピア (14:40) (14:47) (14:42) (14:36) (15:21) (15:27) (16:29) ( 7:38)

20 118 OKAMOTO Naoki ＪＰＮ 14:41 29:31 44:20 59:08 1:02:27 1:14:18 1:29:40 1:45:21 2:01:35 2:08:37
岡本　直己 広島･中国電力 (14:50) (14:49) (14:48) (15:10) (15:22) (15:41) (16:14) ( 7:02)

21 128 KURATA Shohei ＪＰＮ 14:41 29:28 44:20 59:08 1:02:33 1:14:35 1:30:06 1:45:45 2:01:44 2:08:44
倉田　翔平 東京･GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG (14:47) (14:52) (14:48) (15:27) (15:31) (15:39) (15:59) ( 7:00)

22 110 FUJIKAWA Takuya ＪＰＮ 14:40 29:28 44:18 59:05 1:02:22 1:14:01 1:29:23 1:45:06 2:01:36 2:08:45
藤川　拓也 広島･中国電力 (14:48) (14:50) (14:47) (14:56) (15:22) (15:43) (16:30) ( 7:09)

23 104 IWATA Yuji ＪＰＮ 14:42 29:28 44:19 59:06 1:02:29 1:14:36 1:30:06 1:45:45 2:01:45 2:08:45
岩田　勇治 長崎･MHPS (14:46) (14:51) (14:47) (15:30) (15:30) (15:39) (16:00) ( 7:00)

24 111 OISHI Minato ＪＰＮ 14:40 29:27 44:18 59:05 1:02:23 1:14:00 1:29:21 1:45:07 2:01:35 2:08:52
大石　港与 愛知･トヨタ自動車 (14:47) (14:51) (14:47) (14:55) (15:21) (15:46) (16:28) ( 7:17)

25 101 MIYAWAKI Chihiro ＪＰＮ 14:39 29:28 44:19 59:05 1:02:22 1:13:54 1:29:12 1:45:19 2:01:55 2:09:04
宮脇　千博 愛知･トヨタ自動車 (14:49) (14:51) (14:46) (14:49) (15:18) (16:07) (16:36) ( 7:09)

(REMARKS：NNR:日本新記録)

TOKYO 
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東京マラソン2020　TOKYO MARATHON 2020 Ref.T.NAKAMURA
兼ﾏﾗｿﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾌｧｲﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ～東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手選考競技会～ Rec.H.SEKINE
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズシリーズXIII

ｺｰｽ/Course:東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ/Tokyo Marathon Course(Certified by the JAAF & AIMS)
**************************************************************
* MEN Elite マラソン(MARATHON) *
**************************************************************
Timing :Transponder 09:10 03-01-2020
世界記録(WR) 2:01:39　ｴﾘｳﾄﾞ･ｷﾌﾟﾁｮｹﾞ/KIPCHOGE,Eliud (KEN･ケニア) 2018
日本記録(NR) 2:05:50　大迫　　傑/OSAKO,Suguru 　　 (JPN･東京･ﾅｲｷ)　2018
大会記録(CR) 2:03:58　ｳｨﾙｿﾝ･ｷﾌﾟｻﾝｸﾞ/KIPSANG,Wilson (KEN･ケニア) 2017

RANK No. NAME(氏名) NATION(国名)/TEAM 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km RECORD REMARKS
---- ----- ------------------------------ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ----------

26 23 INOUE Hiroto ＪＰＮ 14:32 29:12 43:59 58:41 1:01:59 1:13:25 1:28:28 1:44:05 2:01:09 2:09:34
井上　大仁 長崎･MHPS (14:40) (14:47) (14:42) (14:44) (15:03) (15:37) (17:04) ( 8:25)

27 24 YAMAMOTO Kenji ＪＰＮ 14:40 29:27 44:19 59:05 1:02:23 1:14:03 1:29:41 1:45:57 2:02:35 2:09:41
山本　憲二 広島･マツダ (14:47) (14:52) (14:46) (14:58) (15:38) (16:16) (16:38) ( 7:06)

28 205 HIJIKATA Hidekazu ＪＰＮ 14:41 29:29 44:19 59:06 1:02:23 1:14:18 1:29:59 1:45:46 2:02:38 2:09:50
土方　英和 神奈川･國學院大學 (14:48) (14:50) (14:47) (15:12) (15:41) (15:47) (16:52) ( 7:12)

29 186 TSUTSUMI Yusei ＪＰＮ 14:42 29:29 44:20 59:15 1:02:42 1:15:03 1:31:16 1:47:28 2:03:54 2:11:07
堤　悠生 広島･JFEスチール (14:47) (14:51) (14:55) (15:48) (16:13) (16:12) (16:26) ( 7:13)

30 31 DAIROKUNO Shuho ＪＰＮ 14:40 29:28 44:19 59:04 1:02:22 1:14:00 1:29:22 1:45:30 2:03:16 2:11:19
大六野　秀畝 宮崎･旭化成 (14:48) (14:51) (14:45) (14:56) (15:22) (16:08) (17:46) ( 8:03)

31 137 TAKESHITA Kazuki ＪＰＮ 14:41 29:28 44:19 59:35 1:03:03 1:15:23 1:31:24 1:47:28 2:04:11 2:11:36
竹下　和輝 埼玉･自衛隊体育学校 (14:47) (14:51) (15:16) (15:48) (16:01) (16:04) (16:43) ( 7:25)

32 30 KAWAI Daiji ＪＰＮ 14:40 29:28 44:18 59:05 1:02:22 1:13:53 1:29:05 1:45:11 2:03:18 2:11:37
河合　代二 愛知･トーエネック (14:48) (14:50) (14:47) (14:48) (15:12) (16:06) (18:07) ( 8:19)

33 146 MATSUI Masaki ＪＰＮ 14:59 29:59 45:15 1:00:40 1:04:14 1:16:41 1:32:37 1:48:43 2:04:58 2:11:47
松井　将器 愛知･三河高原ｷｬﾝﾌﾟ村 (15:00) (15:16) (15:25) (16:01) (15:56) (16:06) (16:15) ( 6:49)

34 112 TAKAMIYA Yuki ＪＰＮ 14:59 29:59 45:15 1:00:40 1:04:14 1:16:41 1:32:37 1:48:43 2:04:58 2:11:48
高宮　祐樹 東京･ヤクルト (15:00) (15:16) (15:25) (16:01) (15:56) (16:06) (16:15) ( 6:50)

35 150 IKEDA Soji ＪＰＮ 15:11 30:23 45:43 1:01:12 1:04:41 1:16:58 1:32:41 1:48:43 2:05:03 2:11:56
池田　宗司 東京･ヤクルト (15:12) (15:20) (15:29) (15:46) (15:43) (16:02) (16:20) ( 6:53)

36 135 IINUMA Kenta ＪＰＮ 14:41 29:29 44:58 1:00:28 1:03:57 1:16:26 1:32:14 1:48:15 2:04:49 2:12:06
飯沼　健太 京都･SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽG (14:48) (15:29) (15:30) (15:58) (15:48) (16:01) (16:34) ( 7:17)

37 164 MATSUMOTO Nobuyuki ＪＰＮ 15:03 30:17 45:43 1:01:12 1:04:42 1:16:58 1:32:41 1:48:44 2:05:02 2:12:10
松本　伸之 愛知･愛三工業 (15:14) (15:26) (15:29) (15:46) (15:43) (16:03) (16:18) ( 7:08)

38 154 KUMAHASHI Hiromasa ＪＰＮ 14:48 29:41 45:05 1:00:27 1:03:57 1:16:25 1:32:14 1:48:13 2:04:49 2:12:10
熊橋　弘将 兵庫･山陽特殊製鋼 (14:53) (15:24) (15:22) (15:58) (15:49) (15:59) (16:36) ( 7:21)

39 28 KAMINO Daichi ＪＰＮ 14:58 29:58 45:15 1:00:14 1:03:35 1:15:40 1:31:05 1:47:04 2:03:59 2:12:11
神野　大地 東京･セルソース (15:00) (15:17) (14:59) (15:26) (15:25) (15:59) (16:55) ( 8:12)

40 142 SHITARA Keita ＪＰＮ 14:42 29:29 44:20 59:27 1:02:57 1:15:27 1:31:42 1:48:16 2:05:02 2:12:13
設楽　啓太 千葉･日立物流 (14:47) (14:51) (15:07) (16:00) (16:15) (16:34) (16:46) ( 7:11)

41 206 KOMORI Ryota ＪＰＮ 14:43 29:28 44:18 59:05 1:02:25 1:14:23 1:30:06 1:46:14 2:04:06 2:12:18
小森　稜太 東京･帝京大学 (14:45) (14:50) (14:47) (15:18) (15:43) (16:08) (17:52) ( 8:12)

42 210 FUJIMAGARI Hiroto ＪＰＮ 15:23 30:48 46:12 1:01:35 1:05:00 1:17:12 1:32:55 1:49:05 2:05:18 2:12:24
藤曲　寛人 千葉･順天堂大学 (15:25) (15:24) (15:23) (15:37) (15:43) (16:10) (16:13) ( 7:06)

43 141 MATSUO Shuji ＪＰＮ 15:03 30:18 45:43 1:01:12 1:04:43 1:17:06 1:33:29 1:49:31 2:05:31 2:12:29
松尾　修治 広島･中電工 (15:15) (15:25) (15:29) (15:54) (16:23) (16:02) (16:00) ( 6:58)

44 127 MATSUI Tomoyasu ＪＰＮ 14:42 29:31 44:49 1:00:12 1:03:36 1:15:44 1:31:32 1:48:00 2:05:05 2:12:31
松井　智靖 広島･中国電力 (14:49) (15:18) (15:23) (15:32) (15:48) (16:28) (17:05) ( 7:26)

45 29 HORIO Kensuke ＪＰＮ 14:40 29:27 44:19 59:15 1:02:41 1:15:03 1:31:17 1:47:54 2:05:01 2:12:32
堀尾　謙介 愛知･トヨタ自動車 (14:47) (14:52) (14:56) (15:48) (16:14) (16:37) (17:07) ( 7:31)

46 163 TAKADA Koki ＪＰＮ 14:49 29:58 45:14 1:00:14 1:03:35 1:15:41 1:31:32 1:47:50 2:05:04 2:12:45
高田　康暉 兵庫･住友電工 (15:09) (15:16) (15:00) (15:27) (15:51) (16:18) (17:14) ( 7:41)

47 176 OHASHI Shusei ＪＰＮ 15:03 30:17 45:44 1:01:12 1:04:43 1:16:59 1:32:56 1:49:11 2:05:44 2:12:58
大橋　秀星 東京･小平市陸協 (15:14) (15:27) (15:28) (15:47) (15:57) (16:15) (16:33) ( 7:14)

48 168 KAZAMI Nao ＪＰＮ 15:03 30:18 45:56 1:01:36 1:05:10 1:17:50 1:33:50 1:49:55 2:06:12 2:13:13
風見　尚 愛知･愛三工業 (15:15) (15:38) (15:40) (16:14) (16:00) (16:05) (16:17) ( 7:01)

49 108 TANAKA Asuka ＪＰＮ 14:55 30:05 45:49 1:01:36 1:05:09 1:17:50 1:33:50 1:50:25 2:06:28 2:13:21
田中　飛鳥 佐賀･ひらまつ病院 (15:10) (15:44) (15:47) (16:14) (16:00) (16:35) (16:03) ( 6:53)

50 153 KANAMORI Hiroto ＪＰＮ 14:48 29:44 45:06 1:00:32 1:04:05 1:16:46 1:32:52 1:49:11 2:05:56 2:13:21
金森　寛人 茨城･小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ (14:56) (15:22) (15:26) (16:14) (16:06) (16:19) (16:45) ( 7:25)
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東京マラソン2020　TOKYO MARATHON 2020 Ref.T.NAKAMURA
兼ﾏﾗｿﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾌｧｲﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ～東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手選考競技会～ Rec.H.SEKINE
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズシリーズXIII

ｺｰｽ/Course:東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ/Tokyo Marathon Course(Certified by the JAAF & AIMS)
**************************************************************
* MEN Elite マラソン(MARATHON) *
**************************************************************
Timing :Transponder 09:10 03-01-2020
世界記録(WR) 2:01:39　ｴﾘｳﾄﾞ･ｷﾌﾟﾁｮｹﾞ/KIPCHOGE,Eliud (KEN･ケニア) 2018
日本記録(NR) 2:05:50　大迫　　傑/OSAKO,Suguru 　　 (JPN･東京･ﾅｲｷ)　2018
大会記録(CR) 2:03:58　ｳｨﾙｿﾝ･ｷﾌﾟｻﾝｸﾞ/KIPSANG,Wilson (KEN･ケニア) 2017

RANK No. NAME(氏名) NATION(国名)/TEAM 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km RECORD REMARKS
---- ----- ------------------------------ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ----------

51 125 TANAKA Keisuke ＪＰＮ 14:42 29:42 45:05 1:00:21 1:03:48 1:16:26 1:32:14 1:48:44 2:05:57 2:13:23
田中　佳祐 千葉･富士通 (15:00) (15:23) (15:16) (16:05) (15:48) (16:30) (17:13) ( 7:26)

52 182 MIZOTA Shingo ＪＰＮ 15:04 30:15 45:43 1:01:13 1:04:43 1:17:00 1:32:56 1:49:31 2:06:14 2:13:43
溝田　槙悟 佐賀･戸上電機製作所 (15:11) (15:28) (15:30) (15:47) (15:56) (16:35) (16:43) ( 7:29)

53 157 KUNISHI Hiroto ＪＰＮ 15:46 31:36 47:55 1:04:13 1:07:42 1:19:55 1:35:11 1:50:40 2:06:45 2:13:54
國司　寛人 愛知･名古屋大学 (15:50) (16:19) (16:18) (15:42) (15:16) (15:29) (16:05) ( 7:09)

54 124 NAKAMURA Yasuyuki ＪＰＮ 14:58 29:59 45:16 1:01:04 1:04:39 1:17:19 1:33:41 1:50:17 2:07:06 2:14:14
中村　泰之 静岡･スズキ浜松ＡＣ (15:01) (15:17) (15:48) (16:15) (16:22) (16:36) (16:49) ( 7:08)

55 129 TAKASE Muryo ＪＰＮ 15:16 30:48 46:12 1:01:35 1:05:01 1:17:37 1:33:53 1:50:37 2:07:12 2:14:20
高瀬　無量 東京･日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ (15:32) (15:24) (15:23) (16:02) (16:16) (16:44) (16:35) ( 7:08)

56 172 HOSOMORI Daisuke ＪＰＮ 14:40 29:27 44:18 59:06 1:02:25 1:14:14 1:30:17 1:47:44 2:06:25 2:14:26
細森　大輔 富山･ＹＫＫ (14:47) (14:51) (14:48) (15:08) (16:03) (17:27) (18:41) ( 8:01)

57 113 TAKEUCHI Ryoma ＪＰＮ 14:43 29:42 45:06 1:00:28 1:03:56 1:16:25 1:32:13 1:48:37 2:06:24 2:14:35
竹内　竜真 千葉･日立物流 (14:59) (15:24) (15:22) (15:57) (15:48) (16:24) (17:47) ( 8:11)

58 160 OTANI Kouta ＪＰＮ 15:03 30:24 46:16 1:02:09 1:05:41 1:18:23 1:34:36 1:50:55 2:07:47 2:15:20
大谷　康太 岡山･JFEスチール (15:21) (15:52) (15:53) (16:14) (16:13) (16:19) (16:52) ( 7:33)

59 126 KUSAKA Keisuke ＪＰＮ 14:43 29:30 44:58 1:00:40 1:04:14 1:16:45 1:33:15 1:50:11 2:07:58 2:15:42
日下　佳祐 千葉･日立物流 (14:47) (15:28) (15:42) (16:05) (16:30) (16:56) (17:47) ( 7:44)

60 180 ODA Shumpei ＪＰＮ 15:36 31:32 47:55 1:04:13 1:07:42 1:19:54 1:35:33 1:51:47 2:08:33 2:15:54
小田　俊平 兵庫･神戸市陸協 (15:56) (16:23) (16:18) (15:41) (15:39) (16:14) (16:46) ( 7:21)

61 169 KANEKO Akihiro ＪＰＮ 14:39 29:27 44:58 1:00:40 1:04:13 1:16:41 1:32:53 1:49:40 2:07:56 2:15:54
金子　晃裕 東京･コモディイイダ (14:48) (15:31) (15:42) (16:01) (16:12) (16:47) (18:16) ( 7:58)

62 166 YOTTSUJI Tsuyoshi ＪＰＮ 14:42 29:49 45:15 1:00:53 1:04:29 1:17:07 1:33:48 1:50:53 2:08:27 2:15:59
四辻　剛 愛知･ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ (15:07) (15:26) (15:38) (16:14) (16:41) (17:05) (17:34) ( 7:32)

63 138 MORIHASHI Kansuke ＪＰＮ 15:35 31:16 47:18 1:03:15 1:06:50 1:19:28 1:35:33 1:51:58 2:08:51 2:16:06
森橋　完介 東京･ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ (15:41) (16:02) (15:57) (16:13) (16:05) (16:25) (16:53) ( 7:15)

64 190 SAITO Takuya ＪＰＮ 15:35 31:32 47:56 1:04:13 1:07:45 1:20:38 1:36:54 1:52:57 2:09:14 2:16:10
齋藤　拓也 東京･日税ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ (15:57) (16:24) (16:17) (16:25) (16:16) (16:03) (16:17) ( 6:56)

65 145 MORIKAWA Shouhei ＪＰＮ 14:41 29:46 45:15 1:00:40 1:04:14 1:18:10 1:35:33 1:51:46 2:08:38 2:16:21
森川　翔平 兵庫･山陽特殊製鋼 (15:05) (15:29) (15:25) (17:30) (17:23) (16:13) (16:52) ( 7:43)

66 193 ANDO Takanobu ＪＰＮ 15:35 31:32 47:56 1:04:13 1:07:49 1:20:38 1:36:54 1:52:57 2:09:25 2:16:41
安藤　貴信 大分･北九州市立大学 (15:57) (16:24) (16:17) (16:25) (16:16) (16:03) (16:28) ( 7:16)

67 131 SAKAI Masanori ＪＰＮ 15:02 30:17 46:00 1:01:48 1:05:29 1:18:41 1:35:28 1:52:12 2:09:27 2:16:46
酒井　将規 福岡･九電工 (15:15) (15:43) (15:48) (16:53) (16:47) (16:44) (17:15) ( 7:19)

68 151 MOMOZAWA Daisuke ＪＰＮ 15:22 30:47 46:11 1:01:35 1:04:59 1:17:12 1:32:56 1:49:20 2:08:30 2:17:00
桃澤　大祐 長野･サン工業 (15:25) (15:24) (15:24) (15:37) (15:44) (16:24) (19:10) ( 8:30)

69 120 SUZUKI Tadashi ＪＰＮ 15:03 30:17 46:18 1:02:09 1:05:41 1:18:28 1:35:01 1:51:59 2:09:53 2:17:14
鈴木　忠 静岡･スズキ浜松ＡＣ (15:14) (16:01) (15:51) (16:19) (16:33) (16:58) (17:54) ( 7:21)

70 171 NAKAMURA Yoshiki ＪＰＮ 15:36 31:17 47:18 1:03:15 1:06:50 1:19:28 1:35:33 1:51:47 2:09:15 2:17:18
中村　佳樹 愛媛･愛媛銀行 (15:41) (16:01) (15:57) (16:13) (16:05) (16:14) (17:28) ( 8:03)

71 196 HISAMOTO Shunsuke ＪＰＮ 15:36 31:32 47:55 1:04:13 1:07:47 1:20:38 1:36:54 1:53:19 2:10:17 2:17:34
久本　駿輔 大阪･GRlab (15:56) (16:23) (16:18) (16:25) (16:16) (16:25) (16:58) ( 7:17)

72 175 KAWAUCHI Yoshiki ＪＰＮ 14:58 30:18 46:16 1:02:18 1:05:59 1:19:03 1:35:42 1:52:44 2:10:24 2:17:58
川内　鮮輝 埼玉･Jaybird (15:20) (15:58) (16:02) (16:45) (16:39) (17:02) (17:40) ( 7:34)

73 155 HASHIRA Kinya ＪＰＮ 14:58 30:00 45:26 1:01:12 1:04:43 1:17:07 1:33:48 1:51:15 2:09:52 2:18:03
柱　欽也 東京･警視庁 (15:02) (15:26) (15:46) (15:55) (16:41) (17:27) (18:37) ( 8:11)

74 214 MONDE Yasutaka ＪＰＮ 15:46 31:58 48:33 1:04:56 1:08:31 1:21:30 1:38:02 1:54:32 2:11:08 2:18:13
門出　康孝 東京･TEAM　ITO (16:12) (16:35) (16:23) (16:34) (16:32) (16:30) (16:36) ( 7:05)

75 117 HAMASAKI Tatsunori ＪＰＮ 14:50 30:19 46:14 1:02:21 1:06:00 1:19:06 1:35:54 1:53:26 2:11:13 2:18:15
濱崎　達規 沖縄･なんじぃＡＣ (15:29) (15:55) (16:07) (16:45) (16:48) (17:32) (17:47) ( 7:02)
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東京マラソン2020　TOKYO MARATHON 2020 Ref.T.NAKAMURA
兼ﾏﾗｿﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾌｧｲﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ～東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手選考競技会～ Rec.H.SEKINE
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズシリーズXIII

ｺｰｽ/Course:東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ/Tokyo Marathon Course(Certified by the JAAF & AIMS)
**************************************************************
* MEN Elite マラソン(MARATHON) *
**************************************************************
Timing :Transponder 09:10 03-01-2020
世界記録(WR) 2:01:39　ｴﾘｳﾄﾞ･ｷﾌﾟﾁｮｹﾞ/KIPCHOGE,Eliud (KEN･ケニア) 2018
日本記録(NR) 2:05:50　大迫　　傑/OSAKO,Suguru 　　 (JPN･東京･ﾅｲｷ)　2018
大会記録(CR) 2:03:58　ｳｨﾙｿﾝ･ｷﾌﾟｻﾝｸﾞ/KIPSANG,Wilson (KEN･ケニア) 2017

RANK No. NAME(氏名) NATION(国名)/TEAM 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km RECORD REMARKS
---- ----- ------------------------------ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ----------

76 218 OKANO Ryosuke ＪＰＮ 15:36 31:32 47:57 1:04:14 1:07:49 1:20:39 1:37:06 1:54:19 2:11:12 2:18:18
岡野　良祐 千葉･千葉陸協 (15:56) (16:25) (16:17) (16:25) (16:27) (17:13) (16:53) ( 7:06)

77 200 OKADA Takeshi ＪＰＮ 15:37 31:33 47:57 1:04:14 1:07:45 1:19:56 1:35:33 1:51:47 2:09:48 2:18:23
岡田　健志 兵庫･住友電工 (15:56) (16:24) (16:17) (15:42) (15:37) (16:14) (18:01) ( 8:35)

78 201 USHIYAMA Junichi ＪＰＮ 15:36 31:33 47:56 1:04:14 1:07:49 1:20:44 1:37:01 1:53:43 2:10:55 2:18:28
牛山　純一 長野･CITY RUNNER (15:57) (16:23) (16:18) (16:30) (16:17) (16:42) (17:12) ( 7:33)

79 27 SONODA Hayato ＪＰＮ 14:43 30:06 46:32 1:03:14 1:06:59 1:20:24 1:37:32 1:54:22 2:11:12 2:18:29
園田　隼 福岡･黒崎播磨 (15:23) (16:26) (16:42) (17:10) (17:08) (16:50) (16:50) ( 7:17)

80 194 ISHIHARA Takeru ＪＰＮ 15:46 31:58 48:33 1:04:56 1:08:32 1:21:30 1:38:02 1:54:32 2:11:20 2:18:31
石原　洸 埼玉･新電元工業 (16:12) (16:35) (16:23) (16:34) (16:32) (16:30) (16:48) ( 7:11)

81 204 HAYASAKA Koji ＪＰＮ 15:58 32:08 48:34 1:04:52 1:08:27 1:21:17 1:37:51 1:54:33 2:11:19 2:18:37
早坂　光司 宮城･石巻ＲＣ (16:10) (16:26) (16:18) (16:25) (16:34) (16:42) (16:46) ( 7:18)

82 216 SOMIYA Toru ＪＰＮ 15:59 32:19 48:40 1:05:01 1:08:41 1:21:35 1:38:17 1:55:14 2:11:53 2:18:56
曽宮　道 静岡･静岡陸協 (16:20) (16:21) (16:21) (16:34) (16:42) (16:57) (16:39) ( 7:03)

83 191 HASHIDATE Meguru ＪＰＮ 15:09 30:47 46:41 1:02:39 1:06:13 1:19:02 1:35:33 1:52:38 2:10:50 2:19:05
橋立　旋 群馬･上武大学 (15:38) (15:54) (15:58) (16:23) (16:31) (17:05) (18:12) ( 8:15)

84 159 TAKAHASHI Masato ＪＰＮ 15:35 31:31 47:55 1:04:13 1:07:49 1:20:58 1:37:57 1:54:53 2:11:51 2:19:13
高橋　雅人 東京･TRACK TOKYO (15:56) (16:24) (16:18) (16:45) (16:59) (16:56) (16:58) ( 7:22)

85 134 KOIZUMI Yoshiki ＪＰＮ 15:59 32:07 48:39 1:04:55 1:08:31 1:21:37 1:38:20 1:54:59 2:12:17 2:19:46
小泉　雄輝 東京･ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ (16:08) (16:32) (16:16) (16:42) (16:43) (16:39) (17:18) ( 7:29)

86 217 ICHITSUKA Yu ＪＰＮ 15:46 31:58 48:33 1:04:56 1:08:32 1:21:31 1:38:03 1:55:12 2:12:33 2:19:59
市塚　遊 埼玉･さいたま市陸協 (16:12) (16:35) (16:23) (16:35) (16:32) (17:09) (17:21) ( 7:26)

87 181 MORI Takaki ＪＰＮ 15:22 31:09 47:19 1:03:15 1:06:50 1:19:28 1:35:33 1:52:33 2:11:35 2:20:09
森　貴樹 千葉･モントブラン (15:47) (16:10) (15:56) (16:13) (16:05) (17:00) (19:02) ( 8:34)

88 202 SHIBUKAWA Yuji ＪＰＮ 15:46 31:44 48:14 1:04:48 1:08:28 1:21:31 1:38:02 1:54:49 2:12:28 2:20:14
渋川　裕二 群馬･前橋市陸協 (15:58) (16:30) (16:34) (16:43) (16:31) (16:47) (17:39) ( 7:46)

89 177 MATSUMOTO Sho ＪＰＮ 15:36 31:32 47:56 1:04:13 1:07:49 1:20:48 1:37:45 1:54:54 2:12:34 2:20:30
松本　翔 東京･日税ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ (15:56) (16:24) (16:17) (16:35) (16:57) (17:09) (17:40) ( 7:56)

90 179 YAMAGUCHI Jumpei ＪＰＮ 15:47 31:58 48:33 1:04:56 1:08:32 1:21:30 1:38:02 1:55:03 2:12:56 2:20:33
山口　純平 東京･東京陸協 (16:11) (16:35) (16:23) (16:34) (16:32) (17:01) (17:53) ( 7:37)

91 109 YAMAGISHI Hiroki ＪＰＮ 14:43 29:30 45:07 1:00:40 1:04:19 1:18:48 1:37:19 1:54:50 2:12:44 2:20:44
山岸　宏貴 東京･GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄG (14:47) (15:37) (15:33) (18:08) (18:31) (17:31) (17:54) ( 8:00)

92 220 ITO Yusei ＪＰＮ 15:26 31:31 47:54 1:04:13 1:07:50 1:20:48 1:37:39 1:55:02 2:12:56 2:20:55
伊藤　裕世 兵庫･関西学院大学 (16:05) (16:23) (16:19) (16:35) (16:51) (17:23) (17:54) ( 7:59)

93 183 KIMURA Shun ＪＰＮ 15:03 30:18 46:16 1:02:21 1:06:00 1:19:06 1:36:16 1:54:02 2:12:57 2:21:19
木邑　駿 広島･広島経済大学 (15:15) (15:58) (16:05) (16:45) (17:10) (17:46) (18:55) ( 8:22)

94 185 IKKA Takeru ＪＰＮ 15:36 31:32 47:19 1:03:16 1:06:51 1:19:29 1:36:12 1:54:35 2:13:46 2:21:59
一花　建 石川･ジュピターＲＣ (15:56) (15:47) (15:57) (16:13) (16:43) (18:23) (19:11) ( 8:13)

95 162 KAIJO Tomohiro ＪＰＮ 15:35 31:32 47:55 1:04:13 1:07:46 1:20:39 1:38:02 1:56:38 2:15:29 2:23:09
開上　知弘 石川･金沢市役所ＡＣ (15:57) (16:23) (16:18) (16:26) (17:23) (18:36) (18:51) ( 7:40)

96 222 AKIYAMA Taiyo ＪＰＮ 15:47 32:04 48:41 1:05:28 1:09:17 1:22:36 1:39:59 1:57:27 2:15:24 2:23:09
秋山　太陽 東京･森ビル (16:17) (16:37) (16:47) (17:08) (17:23) (17:28) (17:57) ( 7:45)

97 199 YAMASAKI Takemaru ＪＰＮ 15:35 31:17 47:18 1:03:15 1:06:51 1:19:55 1:37:46 1:56:36 2:15:40 2:23:49
山﨑　竹丸 高知･まるﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ (15:42) (16:01) (15:57) (16:40) (17:51) (18:50) (19:04) ( 8:09)

98 161 MARUYAMA Tatsuya ＪＰＮ 14:41 29:28 44:19 59:29 1:02:57 1:15:42 1:32:14 1:49:17 2:12:33 2:23:58
丸山　竜也 埼玉･八千代工業 (14:47) (14:51) (15:10) (16:13) (16:32) (17:03) (23:16) (11:25)

99 115 SANO Hiroaki ＪＰＮ 15:03 30:54 47:23 1:03:58 1:07:42 1:21:09 1:38:51 1:57:07 2:16:03 2:24:08
佐野　広明 埼玉･Ｈｏｎｄａ (15:51) (16:29) (16:35) (17:11) (17:42) (18:16) (18:56) ( 8:05)

100 170 KINDE Yonas ＥＴＨ 15:36 31:32 47:19 1:03:15 1:06:51 1:19:28 1:35:44 1:53:30 2:14:40 2:24:34
ﾖﾅｽ ｷﾝﾃﾞｨ エチオピア (15:56) (15:47) (15:56) (16:13) (16:16) (17:46) (21:10) ( 9:54)
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東京マラソン2020　TOKYO MARATHON 2020 Ref.T.NAKAMURA
兼ﾏﾗｿﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾌｧｲﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ～東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手選考競技会～ Rec.H.SEKINE
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズシリーズXIII

ｺｰｽ/Course:東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ/Tokyo Marathon Course(Certified by the JAAF & AIMS)
**************************************************************
* MEN Elite マラソン(MARATHON) *
**************************************************************
Timing :Transponder 09:10 03-01-2020
世界記録(WR) 2:01:39　ｴﾘｳﾄﾞ･ｷﾌﾟﾁｮｹﾞ/KIPCHOGE,Eliud (KEN･ケニア) 2018
日本記録(NR) 2:05:50　大迫　　傑/OSAKO,Suguru 　　 (JPN･東京･ﾅｲｷ)　2018
大会記録(CR) 2:03:58　ｳｨﾙｿﾝ･ｷﾌﾟｻﾝｸﾞ/KIPSANG,Wilson (KEN･ケニア) 2017

RANK No. NAME(氏名) NATION(国名)/TEAM 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km RECORD REMARKS
---- ----- ------------------------------ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ----------

101 123 YAMAZAKI Syota ＪＰＮ 15:03 30:17 45:48 1:01:18 1:04:52 1:19:35 1:38:51 1:57:49 2:17:47 2:25:55
山﨑　翔太 東京･ヤクルト (15:14) (15:31) (15:30) (18:17) (19:16) (18:58) (19:58) ( 8:08)

102 148 ONISHI Junki ＪＰＮ 15:35 31:17 47:19 1:03:37 1:07:20 1:20:49 1:39:15 1:58:31 2:18:19 2:26:49
大西　淳貴 東京･サンベルクス (15:42) (16:02) (16:18) (17:12) (18:26) (19:16) (19:48) ( 8:30)

103 221 TANIZAWA Taiki ＪＰＮ 15:46 31:58 48:46 1:05:38 1:09:21 1:23:18 1:41:24 2:00:39 2:21:28 2:29:46
谷澤　泰輝 京都･広島経済大学 (16:12) (16:48) (16:52) (17:40) (18:06) (19:15) (20:49) ( 8:18)

104 187 TERADA Kentaro ＪＰＮ 15:46 31:37 47:22 1:03:15 1:06:51 1:19:38 1:38:01 1:59:53 2:21:54 2:30:06
寺田　健太郎 東京･東京陸協 (15:51) (15:45) (15:53) (16:23) (18:23) (21:52) (22:01) ( 8:12)

105 209 YOSHINO Takahiro ＪＰＮ 14:49 29:44 45:06 1:00:28 1:03:56 1:16:25 1:32:52 1:53:09 2:18:40 2:30:21
吉野　貴大 東京･帝京大学 (14:55) (15:22) (15:22) (15:57) (16:27) (20:17) (25:31) (11:41)

106 189 YAMAUCHI Hideaki ＪＰＮ 16:02 33:26 51:47 1:09:51 1:13:55 1:28:39 1:48:04 2:07:25 2:27:02 2:35:12
山内　英昭 静岡･浜松ﾎﾄﾆｸｽRC (17:24) (18:21) (18:04) (18:48) (19:25) (19:21) (19:37) ( 8:10)

107 223 FUKUDA Masaharu ＪＰＮ 15:36 31:33 47:57 1:05:35 1:09:34 1:24:47 1:46:50 2:10:07 2:32:41 2:42:17
福田　将治 山口･東ソー (15:57) (16:24) (17:38) (19:12) (22:03) (23:17) (22:34) ( 9:36)

5 CHUMBA Dickson ＫＥＮ 14:32 29:12 43:59 58:41 1:01:59 1:13:25 1:28:28 1:43:51 DNF
ﾃﾞｨｸｿﾝ ﾁｭﾝﾊﾞ ケニア (14:40) (14:47) (14:42) (14:44) (15:03) (15:23)

26 SATO Yuki ＪＰＮ 14:39 29:26 44:17 59:03 1:02:20 1:13:52 1:29:05 1:46:04 DNF
佐藤　悠基 東京･日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ (14:47) (14:51) (14:46) (14:49) (15:13) (16:59)

82 KIPROP Reuben ＫＥＮ 14:32 29:11 43:58 58:41 1:01:58 1:13:15 1:27:42 DNF
ﾙﾍﾞﾝ ｷﾌﾟﾛﾌﾟ ケニア (14:39) (14:47) (14:43) (14:34) (14:27)

84 MUTISO Alexander ＫＥＮ 14:39 29:26 44:17 59:03 1:02:20 1:13:51 1:28:43 DNF
ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ ﾑﾃｨｿ 山形･NDソフト (14:47) (14:51) (14:46) (14:48) (14:52)

116 TAKAHASHI Yuta ＪＰＮ 14:40 29:28 44:19 59:39 1:03:10 1:16:19 1:34:38 DNF
髙橋　裕太 徳島･大塚製薬 (14:48) (14:51) (15:20) (16:40) (18:19)

208 TORIKAI Yuki ＪＰＮ 14:44 29:42 45:06 1:00:33 1:04:08 1:17:01 1:35:07 DNF
鳥飼　悠生 東京･帝京大学 (14:58) (15:24) (15:27) (16:28) (18:06)

87 OKUTANI Yuichi ＪＰＮ 16:27 32:49 49:16 1:05:38 1:09:16 1:22:00 1:38:25 DNF
奥谷　裕一 徳島･大塚製薬 (16:22) (16:27) (16:22) (16:22) (16:25)

88 UEMURA Kazuki ＪＰＮ 16:27 32:49 49:16 1:05:37 1:09:16 1:22:00 1:38:25 DNF
上村　和生 徳島･大塚製薬 (16:22) (16:27) (16:21) (16:23) (16:25)

89 YOKOTE Ken ＪＰＮ 16:27 32:49 49:16 1:05:37 1:09:16 1:22:00 1:38:25 DNF
横手　健 千葉･富士通 (16:22) (16:27) (16:21) (16:23) (16:25)

195 ISHIDA Yasuyuki ＪＰＮ 15:58 32:19 49:17 1:05:53 1:09:50 1:24:19 1:44:00 DNF
石田　康幸 静岡･静岡陸協 (16:21) (16:58) (16:36) (18:26) (19:41)

6 LEMI Hayle ＥＴＨ 14:33 29:12 43:59 58:41 1:01:59 1:13:43 DNF
ﾊｲﾚ ﾚﾐ エチオピア (14:39) (14:47) (14:42) (15:02)

140 NAKAMURA Takahiro ＪＰＮ 14:40 29:27 44:18 59:04 1:02:21 1:13:53 DNF
中村　高洋 鹿児島･京セラ鹿児島 (14:47) (14:51) (14:46) (14:49)

81 KIRWA YEGO Solomon ＫＥＮ 14:32 29:11 43:58 58:41 1:02:00 1:14:48 DNF
ｿﾛﾓﾝ ｷﾙﾜｲｪｺﾞ ケニア (14:39) (14:47) (14:43) (16:07)

25 MURAYAMA Kenta ＪＰＮ 14:39 29:26 44:17 59:04 1:02:26 1:15:08 DNF
村山　謙太 宮崎･旭化成 (14:47) (14:51) (14:47) (16:04)

165 SUGIMOTO Shun ＪＰＮ 15:40 32:40 50:52 1:09:03 1:13:00 1:28:58 DNF
杉本　隼 滋賀･滋賀陸協 (17:00) (18:12) (18:11) (19:55)

83 WANJIKU William ＫＥＮ 14:32 29:11 43:58 58:40 1:01:58 DNF
ｳｨﾘｱﾑ ﾜﾝｼﾞｸ ケニア (14:39) (14:47) (14:42)

8 EKIRU Titus ＫＥＮ 14:32 29:11 43:59 58:53 1:02:13 DNF
ﾀｲﾀｽ ｴｷﾙ ケニア (14:39) (14:48) (14:54)

114 KIYOTANI Takumi ＪＰＮ 14:40 29:28 44:18 59:05 1:02:26 DNF
清谷　匠 広島･中国電力 (14:48) (14:50) (14:47)

(REMARKS：DNF:途中棄権)
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東京マラソン2020　TOKYO MARATHON 2020 Ref.T.NAKAMURA
兼ﾏﾗｿﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾌｧｲﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ～東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手選考競技会～ Rec.H.SEKINE
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズシリーズXIII

ｺｰｽ/Course:東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ/Tokyo Marathon Course(Certified by the JAAF & AIMS)
**************************************************************
* MEN Elite マラソン(MARATHON) *
**************************************************************
Timing :Transponder 09:10 03-01-2020
世界記録(WR) 2:01:39　ｴﾘｳﾄﾞ･ｷﾌﾟﾁｮｹﾞ/KIPCHOGE,Eliud (KEN･ケニア) 2018
日本記録(NR) 2:05:50　大迫　　傑/OSAKO,Suguru 　　 (JPN･東京･ﾅｲｷ)　2018
大会記録(CR) 2:03:58　ｳｨﾙｿﾝ･ｷﾌﾟｻﾝｸﾞ/KIPSANG,Wilson (KEN･ケニア) 2017

RANK No. NAME(氏名) NATION(国名)/TEAM 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km RECORD REMARKS
---- ----- ------------------------------ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ----------

85 YOROIZAKA Tetsuya ＪＰＮ 14:39 29:26 44:17 59:04 DNF
鎧坂　哲哉 宮崎･旭化成 (14:47) (14:51) (14:47)

178 SAITO Shinya ＪＰＮ 14:59 30:48 DNF
齋藤　真也 山形･天童東村山陸協 (15:49)

(REMARKS：DNF:途中棄権)
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東京マラソン2020　TOKYO MARATHON 2020 Ref.T.NAKAMURA
兼ﾏﾗｿﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾌｧｲﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ～東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手選考競技会～ Rec.H.SEKINE
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズシリーズXIII

ｺｰｽ/Course:東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ/Tokyo Marathon Course(Certified by the JAAF & AIMS)
******************************************************************
* WOMEN Elite マラソン(MARATHON) *
******************************************************************
Timing :Transponder 09:10 03-01-2020
世界記録(WR) 2:14:04 ﾌﾞﾘｼﾞｯﾄ･ｺｽｹﾞｲ/KOSGEI,Brigid　 (KEN･ケニア) 　 2019
日本記録(NR) 2:19:12 野口　みずき/NOGUCHI,Mizuki 　(JPN･京都･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｰ) 2005
大会記録(CR) 2:19:47　ｻﾗ･ﾁｪﾌﾟﾁﾙﾁﾙ/CHEPCHIRCHIR,Sarah(KEN･ケニア)　　　　2017

RANK No. NAME(氏名) NATION(国名)/TEAM 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km RECORD REMARKS
---- ----- ------------------------------ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ----------

1 54 CHEMTAI SALPETER Lonah ＩＳＲ 16:27 32:49 49:17 1:05:38 1:09:16 1:22:00 1:38:25 1:54:19 2:10:29 2:17:45 NCR
ﾛﾅｰ ﾁｪﾑﾀｲ ｻﾙﾋﾟｰﾀｰ イスラエル (16:22) (16:28) (16:21) (16:22) (16:25) (15:54) (16:10) ( 7:16)

2 52 DIBABA Birhane ＥＴＨ 16:28 32:49 49:17 1:05:38 1:09:17 1:22:01 1:38:25 1:54:20 2:11:07 2:18:35 NCR
ﾍﾞﾙﾊﾈ ﾃﾞｨﾊﾞﾊﾞ エチオピア (16:21) (16:28) (16:21) (16:23) (16:24) (15:55) (16:47) ( 7:28)

3 61 ASEFA KEBEDE Sutume ＥＴＨ 16:28 32:49 49:17 1:05:38 1:09:17 1:22:00 1:38:25 1:54:48 2:12:29 2:20:30
ｽﾄｩﾒ ｱｾﾌｧ ｹﾍﾞﾃﾞ エチオピア (16:21) (16:28) (16:21) (16:22) (16:25) (16:23) (17:41) ( 8:01)

4 58 CHEPYEGO KAPTICH Selly ＫＥＮ 16:27 32:49 49:17 1:05:38 1:09:16 1:22:00 1:38:26 1:55:28 2:13:28 2:21:42
ｶﾌﾟﾁｯﾁ ｾﾘｰ ﾁｪﾋﾟｴｺﾞ ケニア (16:22) (16:28) (16:21) (16:22) (16:26) (17:02) (18:00) ( 8:14)

5 55 GIRMA Tigist ＥＴＨ 16:28 32:49 49:17 1:05:38 1:09:16 1:22:00 1:38:37 1:56:07 2:14:01 2:21:56
ﾃｨｷﾞｽﾄ ｷﾞﾙﾏ エチオピア (16:21) (16:28) (16:21) (16:22) (16:37) (17:30) (17:54) ( 7:55)

6 56 GEBRU Azmera ＥＴＨ 16:27 32:49 49:17 1:05:38 1:09:16 1:22:00 1:38:58 1:56:40 2:14:56 2:22:58
ｱｽﾞﾒﾗ ｹﾞﾌﾞﾙ エチオピア (16:22) (16:28) (16:21) (16:22) (16:58) (17:42) (18:16) ( 8:02)

7 62 TEFERI Senbere ＥＴＨ 16:27 32:49 49:16 1:05:38 1:09:17 1:22:06 1:39:45 1:58:05 2:17:03 2:25:22
ｾﾝﾍﾞﾚ ﾃﾌｪﾘ エチオピア (16:22) (16:27) (16:22) (16:28) (17:39) (18:20) (18:58) ( 8:19)

8 59 ESHETE Shitaye ＢＲＮ 16:27 32:50 49:17 1:06:00 1:09:53 1:24:02 1:43:24 2:01:49 2:20:04 2:27:34
ｼﾀｲｴ ｴｼｪﾃ バーレーン (16:23) (16:27) (16:43) (18:02) (19:22) (18:25) (18:15) ( 7:30)

9 57 DEMISE Shure ＥＴＨ 16:28 32:50 49:21 1:07:00 1:11:01 1:25:15 1:43:23 2:01:49 2:20:04 2:27:42
ｼｭﾚ ﾃﾞﾐｾ エチオピア (16:22) (16:31) (17:39) (18:15) (18:08) (18:26) (18:15) ( 7:38)

10 301 YAMAGUCHI Haruka ＪＰＮ 17:32 34:54 52:26 1:09:46 1:13:37 1:27:20 1:45:17 2:03:29 2:22:24 2:30:31
山口　遥 東京･AC・KITA (17:22) (17:32) (17:20) (17:34) (17:57) (18:12) (18:55) ( 8:07)

11 305 KANESHIGE Shiho ＪＰＮ 17:32 34:54 52:26 1:09:47 1:13:38 1:27:26 1:45:31 2:03:54 2:22:53 2:31:20
兼重　志帆 東京･GRlab関東 (17:22) (17:32) (17:21) (17:39) (18:05) (18:23) (18:59) ( 8:27)

12 63 DEELSTRA Andrea ＮＥＤ 17:33 34:56 52:43 1:10:21 1:14:20 1:28:34 1:46:46 2:05:15 2:24:56 2:33:34
ｱﾝﾄﾞﾚｱ ﾃﾞｰﾙｽﾄﾗ オランダ (17:23) (17:47) (17:38) (18:13) (18:12) (18:29) (19:41) ( 8:38)

13 311 MIZUSEDA Yuki ＪＰＮ 17:33 34:58 53:30 1:12:09 1:16:14 1:30:58 1:50:01 2:09:45 2:30:33 2:40:29
水清田　有紀 千葉･千葉陸協 (17:25) (18:32) (18:39) (18:49) (19:03) (19:44) (20:48) ( 9:56)

14 314 FUJISAWA Mai ＪＰＮ 18:55 37:55 57:25 1:16:41 1:20:59 1:36:08 1:55:27 2:14:38 2:33:36 2:41:47
藤澤　舞 北海道･札幌ｴｸｾﾙAC (19:00) (19:30) (19:16) (19:27) (19:19) (19:11) (18:58) ( 8:11)

15 318 NORIMATSU Yuri ＪＰＮ 18:47 37:55 57:25 1:16:41 1:20:59 1:36:07 1:55:27 2:14:38 2:33:46 2:42:06
乗松　祐里 神奈川･横浜MMﾅｲﾄR (19:08) (19:30) (19:16) (19:26) (19:20) (19:11) (19:08) ( 8:20)

16 319 NAKAJIMA Tomomi ＪＰＮ 18:47 37:55 57:26 1:16:41 1:20:59 1:36:09 1:55:27 2:14:38 2:33:46 2:42:09
中島　知美 兵庫･GRlab兵庫 (19:08) (19:31) (19:15) (19:28) (19:18) (19:11) (19:08) ( 8:23)

17 326 SUZUKI Eri ＪＰＮ 18:47 37:56 57:26 1:16:42 1:20:59 1:36:08 1:55:27 2:14:43 2:34:11 2:42:35
鈴木　絵里 秋田･能代山本陸協 (19:09) (19:30) (19:16) (19:26) (19:19) (19:16) (19:28) ( 8:24)

18 315 MORIKAWA Chiaki ＪＰＮ 18:07 36:13 55:00 1:13:39 1:17:49 1:32:56 1:52:27 2:12:31 2:33:31 2:42:59
森川　千明 千葉･TOKYO BAY RC (18:06) (18:47) (18:39) (19:17) (19:31) (20:04) (21:00) ( 9:28)

19 309 INO Mitsuko ＪＰＮ 18:52 37:56 57:27 1:16:42 1:21:00 1:36:09 1:55:27 2:14:44 2:34:43 2:43:27
井野　光子 大阪･リンクスタイル (19:04) (19:31) (19:15) (19:27) (19:18) (19:17) (19:59) ( 8:44)

20 353 ALYSON Dixon ＧＢＲ 18:06 36:10 54:36 1:13:24 1:17:37 1:32:53 1:54:04 2:14:15 2:34:42 2:43:40
ｱﾘｿﾝ ﾃﾞｨｸｿﾝ イギリス (18:04) (18:26) (18:48) (19:29) (21:11) (20:11) (20:27) ( 8:58)

21 316 OTARU Mizuha ＪＰＮ 18:55 37:55 57:25 1:16:41 1:20:59 1:36:08 1:55:27 2:14:49 2:35:00 2:43:44
大樽　瑞葉 長崎･メモリード (19:00) (19:30) (19:16) (19:27) (19:19) (19:22) (20:11) ( 8:44)

22 343 GOTO Natsuko ＪＰＮ 18:48 37:56 57:26 1:16:42 1:21:00 1:36:09 1:55:28 2:15:09 2:35:09 2:44:02
後藤　奈津子 宮崎･宮崎銀行 (19:08) (19:30) (19:16) (19:27) (19:19) (19:41) (20:00) ( 8:53)

23 345 KONDO Hitomi ＪＰＮ 19:29 39:02 58:52 1:18:31 1:22:51 1:38:14 1:57:56 2:17:37 2:37:19 2:45:41
近藤　瞳 東京･エボーリュRC (19:33) (19:50) (19:39) (19:43) (19:42) (19:41) (19:42) ( 8:22)

24 327 MABUCHI Yuko ＪＰＮ 18:57 38:16 57:58 1:17:28 1:21:45 1:36:58 1:56:44 2:16:49 2:37:26 2:46:29
馬渕　裕子 岐阜･関体協 (19:19) (19:42) (19:30) (19:30) (19:46) (20:05) (20:37) ( 9:03)

25 312 HIROSE Mitsuko ＪＰＮ 18:47 37:55 57:25 1:16:41 1:20:59 1:36:09 1:56:27 2:17:05 2:38:14 2:47:16
廣瀬　光子 東京･東京ＷＩＮＧＳ (19:08) (19:30) (19:16) (19:28) (20:18) (20:38) (21:09) ( 9:02)

(REMARKS：NCR:大会新記録)
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東京マラソン2020　TOKYO MARATHON 2020 Ref.T.NAKAMURA
兼ﾏﾗｿﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾌｧｲﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ～東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手選考競技会～ Rec.H.SEKINE
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズシリーズXIII

ｺｰｽ/Course:東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ/Tokyo Marathon Course(Certified by the JAAF & AIMS)
******************************************************************
* WOMEN Elite マラソン(MARATHON) *
******************************************************************
Timing :Transponder 09:10 03-01-2020
世界記録(WR) 2:14:04 ﾌﾞﾘｼﾞｯﾄ･ｺｽｹﾞｲ/KOSGEI,Brigid　 (KEN･ケニア) 　 2019
日本記録(NR) 2:19:12 野口　みずき/NOGUCHI,Mizuki 　(JPN･京都･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｰ) 2005
大会記録(CR) 2:19:47　ｻﾗ･ﾁｪﾌﾟﾁﾙﾁﾙ/CHEPCHIRCHIR,Sarah(KEN･ケニア)　　　　2017

RANK No. NAME(氏名) NATION(国名)/TEAM 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km RECORD REMARKS
---- ----- ------------------------------ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ----------

26 340 MORITA Miki ＪＰＮ 18:47 37:55 57:26 1:16:43 1:21:00 1:36:27 1:56:38 2:17:19 2:38:26 2:47:31
森田　光希 東京･クラブR2東日本 (19:08) (19:31) (19:17) (19:44) (20:11) (20:41) (21:07) ( 9:05)

27 334 NAKATA Miho ＪＰＮ 18:47 37:55 57:26 1:16:58 1:21:26 1:37:18 1:58:04 2:18:33 2:39:21 2:48:06
仲田　光穂 千葉･千葉陸協 (19:08) (19:31) (19:32) (20:20) (20:46) (20:29) (20:48) ( 8:45)

28 323 KANO Yuri ＪＰＮ 18:55 37:55 57:26 1:16:42 1:20:59 1:36:11 1:56:38 2:17:59 2:39:18 2:48:28
加納　由理 東京･東京陸協 (19:00) (19:31) (19:16) (19:29) (20:27) (21:21) (21:19) ( 9:10)

29 351 KAWAGUCHI Megumi ＪＰＮ 19:30 39:05 59:10 1:19:19 1:23:49 1:39:30 1:59:17 2:19:19 2:39:52 2:48:49
河口　恵 福岡･福岡陸協 (19:35) (20:05) (20:09) (20:11) (19:47) (20:02) (20:33) ( 8:57)

30 342 MAEHATA Yuki ＪＰＮ 18:11 37:02 56:28 1:16:03 1:20:29 1:36:20 1:57:12 2:18:37 2:40:18 2:49:38
前畑　有希 徳島･大塚製薬 (18:51) (19:26) (19:35) (20:17) (20:52) (21:25) (21:41) ( 9:20)

31 331 KUSUNOSE Yuko ＪＰＮ 19:29 39:04 59:09 1:19:19 1:23:49 1:39:35 1:59:47 2:20:10 2:40:53 2:49:43
楠瀬　祐子 東京･東京陸協 (19:35) (20:05) (20:10) (20:16) (20:12) (20:23) (20:43) ( 8:50)

32 339 YONETANI Rika ＪＰＮ 18:47 37:55 57:26 1:16:47 1:21:13 1:37:19 1:58:15 2:19:30 2:41:26 2:51:08
米谷　利佳 愛知･庄内ＲＴ (19:08) (19:31) (19:21) (20:32) (20:56) (21:15) (21:56) ( 9:42)

33 336 IWAMURA Seika ＪＰＮ 19:23 39:05 59:10 1:19:19 1:23:49 1:39:36 2:00:18 2:21:02 2:42:11 2:51:12
岩村　聖華 熊本･熊本マスターズ (19:42) (20:05) (20:09) (20:17) (20:42) (20:44) (21:09) ( 9:01)

34 321 YASUKAWA Sayaka ＪＰＮ 19:29 39:04 59:09 1:19:19 1:23:48 1:39:36 2:00:18 2:21:01 2:42:20 2:51:17
安川　沙弥香 石川･Awake (19:35) (20:05) (20:10) (20:17) (20:42) (20:43) (21:19) ( 8:57)

35 325 OGO Ai ＪＰＮ 19:29 39:04 59:09 1:19:18 1:23:48 1:39:36 2:00:17 2:21:01 2:42:12 2:51:28
小河　亜衣 兵庫･姫路市陸協 (19:35) (20:05) (20:09) (20:18) (20:41) (20:44) (21:11) ( 9:16)

36 349 SHINOZAKI Risa ＪＰＮ 19:25 39:02 59:08 1:19:19 1:23:49 1:39:36 2:00:17 2:21:02 2:42:47 2:52:10
篠﨑　理紗 埼玉･不動岡クラブ (19:37) (20:06) (20:11) (20:17) (20:41) (20:45) (21:45) ( 9:23)

37 348 TSUNEKAWA Ryo ＪＰＮ 19:30 39:23 59:38 1:19:38 1:24:04 1:40:04 2:00:46 2:21:45 2:43:06 2:52:35
恒川　涼 埼玉･埼玉陸協 (19:53) (20:15) (20:00) (20:26) (20:42) (20:59) (21:21) ( 9:29)

38 307 ISAKA Nao ＪＰＮ 19:10 39:02 59:10 1:19:19 1:23:49 1:39:36 2:00:17 2:21:03 2:43:00 2:52:52
伊坂　菜生 茨城･RUNS (19:52) (20:08) (20:09) (20:17) (20:41) (20:46) (21:57) ( 9:52)

39 317 MATSUMOTO Kyoko ＪＰＮ 18:47 37:54 57:25 1:16:44 1:21:11 1:37:26 1:59:11 2:21:04 2:43:39 2:53:37
松本　恭子 千葉･千葉陸協 (19:07) (19:31) (19:19) (20:42) (21:45) (21:53) (22:35) ( 9:58)

40 332 NAKAMURA Mika ＪＰＮ 18:56 38:18 58:27 1:18:30 1:23:02 1:39:19 2:00:07 2:21:36 2:43:49 2:53:49
中村　美香 東京･東京陸協 (19:22) (20:09) (20:03) (20:49) (20:48) (21:29) (22:13) (10:00)

41 346 HIRAGA Keiko ＪＰＮ 19:35 39:40 1:00:05 1:20:15 1:24:47 1:41:06 2:02:07 2:23:26 2:45:14 2:54:30
平賀　恵子 千葉･ｳｨﾝｸﾞ･ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (20:05) (20:25) (20:10) (20:51) (21:01) (21:19) (21:48) ( 9:16)

42 337 AOKI Rina ＪＰＮ 18:48 37:56 57:26 1:16:44 1:21:10 1:37:49 1:59:43 2:21:51 2:45:34 2:55:59
青木　莉楠 茨城･笠松走友会 (19:08) (19:30) (19:18) (21:05) (21:54) (22:08) (23:43) (10:25)

43 320 KOYANAGI Yuka ＪＰＮ 19:29 39:10 59:46 1:20:33 1:25:14 1:41:41 2:02:39 2:24:13 2:46:17 2:56:02
小栁　由香 東京･内田治療院 (19:41) (20:36) (20:47) (21:08) (20:58) (21:34) (22:04) ( 9:45)

44 333 TAKINAMI Mio ＪＰＮ 19:29 39:05 59:09 1:19:19 1:23:49 1:39:37 2:00:54 2:24:18 2:47:57 2:58:29
瀧波　美緒 東京･DreamAC (19:36) (20:04) (20:10) (20:18) (21:17) (23:24) (23:39) (10:32)

51 AGA Ruti ＥＴＨ 16:27 32:49 49:17 1:05:38 1:09:20 1:22:54 1:41:19 DNF
ﾙﾃｨ ｱｶﾞ エチオピア (16:22) (16:28) (16:21) (17:16) (18:25)

350 KIMURA Sena ＪＰＮ 19:30 39:24 59:55 1:21:07 1:25:51 1:43:16 2:08:01 DNF
木村　世奈 茨城･太田走友会 (19:54) (20:31) (21:12) (22:09) (24:45)

341 OGAWA Yuki ＪＰＮ 19:30 39:37 1:00:52 1:22:35 1:27:31 1:45:22 2:08:42 DNF
小川　夕希 東京･東京陸協 (20:07) (21:15) (21:43) (22:47) (23:20)

53 AIYABEI Valary ＫＥＮ 16:27 32:49 49:17 1:06:00 1:09:53 1:24:02 DNF
ﾊﾞﾚﾘｰ ｱｲﾔﾍﾞｲ ケニア (16:22) (16:28) (16:43) (18:02)

302 YOSHIDA Kaori ＪＰＮ 17:32 34:57 53:11 1:11:35 1:15:44 1:31:04 DNF
吉田　香織 埼玉･TEAM　R×L (17:25) (18:14) (18:24) (19:29)

313 TANAKA Momoko ＪＰＮ 18:41 38:35 59:36 1:21:02 1:25:45 DNF
田中　百子 東京･東京陸協 (19:54) (21:01) (21:26)

(REMARKS：DNF:途中棄権)
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東京マラソン2020　TOKYO MARATHON 2020 Ref.T.NAKAMURA
兼ﾏﾗｿﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾌｧｲﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ～東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手選考競技会～ Rec.H.SEKINE
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズシリーズXIII

ｺｰｽ/Course:東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ/Tokyo Marathon Course(Certified by the JAAF & AIMS)
******************************************************************
* WOMEN Elite マラソン(MARATHON) *
******************************************************************
Timing :Transponder 09:10 03-01-2020
世界記録(WR) 2:14:04 ﾌﾞﾘｼﾞｯﾄ･ｺｽｹﾞｲ/KOSGEI,Brigid　 (KEN･ケニア) 　 2019
日本記録(NR) 2:19:12 野口　みずき/NOGUCHI,Mizuki 　(JPN･京都･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｰ) 2005
大会記録(CR) 2:19:47　ｻﾗ･ﾁｪﾌﾟﾁﾙﾁﾙ/CHEPCHIRCHIR,Sarah(KEN･ケニア)　　　　2017

RANK No. NAME(氏名) NATION(国名)/TEAM 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km RECORD REMARKS
---- ----- ------------------------------ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ----------

329 SUGO Akiko ＪＰＮ 19:30 39:02 DNF
菅生　晶子 東京･東京陸協 (19:32)

60 LEMA Marta ＥＴＨ DNF
ﾏﾙﾀ ﾚﾏ エチオピア

(REMARKS：DNF:途中棄権)
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第83回東京陸上競技選手権大会 20501400

兼　全国高等学校リモート陸上競技選手権大会（東京都指定大会）
2020年7月23日(木)～8月2日(日)      決勝一覧表

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場・日大グランド 132090

  Page: 12020/08/02 18:32:25

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 7/24 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ　飛鳥 10.22/-0.8

NGR東京・Nike

草野  誓也 10.47/-0.8

千葉・Accel

竹田  一平 静岡・スズキ 10.51/-0.8

安田  圭吾 東京・大東文化大

高山  峻野 10.55/-0.8

東京・ゼンリン

桑田  成仁 10.59/-0.8

愛媛・法政大

三浦  励央奈 10.62/-0.8

神奈川・早稲田大

瀬尾  英明 10.65/-0.8

千葉・順天堂大

２００ｍ 7/26 安田  圭吾 20.97/-1.0

=GR東京・大東文化大

伊藤  孝太郎 21.08/-1.0

埼玉・東海大

國吉  尭胤 21.30/-1.0

岩手・日本大

三浦  励央奈 21.37/-1.0

神奈川・早稲田大

橋元  晃志 21.44/-1.0

埼玉・富士通

志賀  優晟 21.62/-1.0

埼玉・駿河台大

木村  稜 21.69/-1.0

京都・明治大

村上  亮人 22.01/-1.0

静岡・日本大

４００ｍ 7/24 井上  大地 46.81

NGR東京・日本大

板鼻  航平 47.30

千葉・Accel

小竹  理恩 47.39

栃木・早稲田大

伊藤  大貴 47.73

東京・東京農業大

油谷  恒佑 47.76

千葉・国士舘大

北川  貴理 47.79

千葉・富士通

小泉  拓海 47.82

神奈川・日本大

川路  武 48.34

大阪・山梨学院大

８００ｍ 7/25 ｸﾚｲｱｰﾛﾝ  竜波  1:50.54

NGR神奈川・相洋AC

金子  魅玖人  1:50.76

千葉・中央大

梅谷  健太  1:51.73

東京・サンベルクス

川元  奨  1:52.11

静岡・スズキ

根本  大輝  1:52.66

栃木・順天堂大

中山  健介  1:56.38

茨城・順天堂大

三武  潤  2:02.45

東京・TSP太陽

１５００ｍ 7/24 館澤  亨次  3:42.67

NGR東京・横浜DeNA

佐久間  秀徳  3:43.00

NGR東京・明治大

飯島  陸斗  3:44.41

NGR茨城・阿見AC

石塚  陽士(高3)  3:44.62

NGR THR東京・早稲田実高

川澄  克弥  3:47.88

NGR東京・カネボウ

ﾐﾗｰ千本  真章  3:51.40

埼玉・立教大

山田  俊輝  3:52.41

神奈川・中央大

加藤  駆  3:58.50

福島・立教大

５０００ｍ 7/26 鈴木  祐希 14:19.45

東京・カネボウ

文元  慧 14:19.87

東京・カネボウ

松村  陣之助 14:20.55

東京・ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ

中島  公平 14:21.17

東京・カネボウ

梶原  有高 14:21.80

佐賀・ひらまつ病院

川澄  克弥 14:27.51

東京・カネボウ

佐藤  慎巴 14:29.48

神奈川・日本体育大

木田  貴大 14:35.41

東京・ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ

１００００ｍ 7/24 青木  優 29:27.29

東京・カネボウ

鈴木  祐希 29:37.47

東京・カネボウ

稲田  翔威 29:39.40

東京・コトブキヤ

我那覇  和真 29:49.18

東京・コニカミノルタ

金子  晃裕 29:54.43

東京・ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ

物江  雄利 30:13.33

東京・カネボウ

厚浦  大地 30:20.96

神奈川・関東学院大

野上  翔大 30:21.25

東京・日本体育大

１１０ｍＨ

(1.067m)

7/25 高山  峻野 13.54/-1.1

NGR東京・ゼンリン

石川  周平 13.61/-1.1

NGR東京・富士通

泉谷  駿介 13.80/-1.1

神奈川・順天堂大

村竹  ラシッド 13.87/-1.1

千葉・順天堂大

横地  大雅 14.00/-1.1

東京・法政大

古田  和彰 14.16/-1.1

東京・ゼビオ

豊田  兼(高3) 14.28/-1.1

東京・桐朋高

森口  諒也 14.43/-1.1

大阪・東海大

４００ｍＨ

(0.914m)

7/26 山本  竜大 50.08

NGR千葉・日本大

川越  広弥 50.97

埼玉・JAWS

白尾  悠祐 51.31

群馬・順天堂大

村冨  浩太郎 51.78

宮崎・順天堂大

山田  淳史 51.86

山口・山口FG

三好  蓮 52.79

愛媛・順天堂大

３０００ｍＳＣ

(914mm)

7/25 新家  裕太郎  8:57.82

大阪・創価大

内田  賢利  8:59.33

東京・立教大

桑山  寛隆  9:22.82

静岡・国士舘大

中田  崇志  9:30.09

東京・関東RC

武藤  琉斗  9:32.27

神奈川・関東学院大

柳原  真人  9:40.22

埼玉・坂戸市陸協

上田  桂悟  9:41.35

長野・関東学院大

袴田  翔  9:46.88

東京・内田治療院AC

走高跳 7/23 平塚  玄空 2m15

東京・日本大

土井  颯馬 2m09

新潟・東京学芸大

柴田  涼太郎 2m06

茨城・筑波大

南雲  優吾 2m06

東京・東海大

宮田  風 2m06

東京・日本大

飯野  公紀 2m03

東京・日本体育大

尾畑  元佳 2m03

東京・ALKA

加藤  舜 2m00

東京・XSPOWOLVES

棒高跳 7/25 来間  弘樹 5m30

東京・ｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞAC

山本  智貴 5m10

東京・ゼビオ

大崎  洋介 5m10

兵庫・日本体育大

堀  澪伊 新潟・城西大 4m70

高須  莉喜 神奈川・横浜国立大

小俣  伊織 新潟・日本体育大 4m70

鈴木  彗太 東京・中央大

岩川  天羽 4m70

千葉・千葉商科大

走幅跳 7/24 泉谷  駿介   7m92/+1.1

NGR神奈川・順天堂大

酒井  由吾   7m60/+1.7

東京・慶応義塾大

手平  裕士   7m55/+0.8

和歌山・オークワ

嶺村  鴻汰   7m46/+0.9

東京・富士通

須田  隼人   7m46/+1.1

東京・ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

塩沢  嵩之   7m42/+1.3

東京・駿河台大

宮崎  章光   7m37/+0.9

神奈川・レジェンズ

猿山  力也   7m31/+1.3

東京・SPOPEAC

三段跳 7/26 池畠  旭佳瑠  16m75/ 0.0

NGR埼玉・駿大AC

山下  祐樹  16m38/+0.4

NGR東京・国士舘クラブ

田代  一樹  15m57/-0.2

神奈川・国士舘大

相馬  奨之介  15m50/+3.9

福岡・日本体育大

中山  昂平  15m46/+0.1

東京・渡辺パイプ

秋山  裕樹  15m42/+1.0

神奈川・法政大

斎田  将之介  15m32/+2.9

東京・ユメオミライ

小川  宏海  15m32/-0.6

東京・東京陸協

砲丸投

(7.260kg)

7/26 村上  輝  17m30

NGR東京・日本体育施設

森下  大地  17m09

NGR東京・第一学院高教

須田  裕太郎  16m58

NGR東京・国士舘クラブ

國司  裕通  16m13

東京・日本大

奥村  仁志  15m99

福井・国士舘大

戸辺  誠也  15m90

東京・国士舘クラブ

幸田  和記  14m84

東京・日大桜門陸友会

右代  啓祐  13m96

東京・国士舘クラブ

円盤投

(2.000kg)

7/23 安藤  夢  48m73

東京・さわかみ陸上部

浅倉  穂鷹  40m70

東京・日本大

蒲谷  淳志  38m59

東京・日本大

呑口  武  37m70

東京・日本大

迎  幸之輔(高3)  36m25

東京・片倉高

細川  健二  34m99

東京・日野市陸協

角田  光洋  33m47

東京・PALETTE

畠  純也  32m30

東京・学習院AC

ハンマー投

(7.260kg)

8/2 角田  光洋  52m04

東京・PALETTE

高橋  慧二朗  48m33

東京・東京陸協

やり投

(0.800kg)

7/26 新井  涼平  73m99

静岡・スズキ

相原  大聖  73m39

東京・日大桜門陸友会

新垣  暁登  71m20

神奈川・日立ICT

山崎  元気  70m16

東京・とらふぐ亭

角田  直之  69m29

東京・ゴールドジム

佐道  隼矢  67m85

富山・東海大

森  秀  67m54

群馬・ヤマダ電機

山田  舜  67m54

東京・日本体育大

４×１００ｍ 7/23 八王子高 41.10

中村  仁平(高3)

上野  弘貴(高3)

村田  愛武(高3)

田畑  隼(高2)

明星学園高 41.20

影山  雄翔(高2)

竹尾  拓真(高2)

逸見  空広(高2)

神戸  毅裕(高1)

東京経済大 41.43

池田  匠

武本  雄大

加藤  翔太

星野  蒼太

岩倉高 42.09

小川  陽介(高3)

三浦  泰廉(高1)

大塚  正晃(高1)

村田  稜羽(高3)

城西高 42.74

白庄司  陸斗(高3)

外山  聖悟(高3)

渡邉  駿(高3)

佐藤  匠(高3)

東京成徳高 42.77

遠藤  大輔(高3)

石川  太一朗(高3)

清宮  英斗(高3)

古屋  知樹(高3)

日大豊山高 42.88

高橋  雄大(高3)

北井  奨之(高3)

小宮  俊太(高3)

小坂  昌也(高3)

堀越高 44.22

中村  彰吾(高2)

塚田  海斗(高1)

御法川  裕一郎(高2)

黒木  玲央(高2)

４×４００ｍ 7/26 城西高  3:17.01

丸山  徳久馬(高3)

臼木  隼哉(高3)

後藤  元気(高2)

日高  裕喜人(高2)

堀越高  3:21.66

松崎  善輝(高3)

小島  大ﾎﾟｰﾙ(高3)

川本  敬祐(高3)

田中  祐希(高3)

八王子高  3:22.34

村田  愛武(高3)

江上  大知(高3)

岩瀬  浩太郎(高2)

五十嵐  真優(高2)

十種競技

100m-走幅跳-砲丸投-走高跳-400m

110mH-円盤投-棒高跳-やり投-1500m

7/23
7/24

奥田  啓祐  7487

東京・第一学院高教

10.90/+0.3-6m95/-0.9-13m30-1m92-49.39

15.42/-0.9-39m19-4m50-57m40-4:47.13

右代  啓欣  7432

東京・NAKAIAC

11.29/+0.3-6m83/+0.1-12m48-1m95-50.37

14.63/-0.9-37m30-4m40-59m74-4:37.02

右代  啓祐  7035

東京・国士舘クラブ

11.51/+0.3-6m59/-0.3-14m98-1m95-51.74

15.20/-0.9-49m02-4m70-63m51-DNF

原口  凛  6913

神奈川・国士舘大

11.05/+0.3-6m75/+0.3-9m96-1m92-49.68

14.96/-0.9-31m79-4m00-46m86-4:28.95

平松  忠浩  5039

東京・アルプロン

11.71/+0.3-6m25/+0.3-10m60-1m71-54.96

16.89/-0.9-31m01-NM-42m19-5:25.73

男子

１００ｍ 7/24 鶴田  玲美 11.81/-0.5

鹿児島・南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

青木  益未 11.84/-0.5

宮城・七十七銀行

石川  優(高3) 11.85/-0.5

神奈川・相洋高

湯淺  佳那子 11.93/-0.5

三重・三重県スポ協

鷺  麻耶子(高3) 12.12/-0.5

東京・八王子東高

高橋  明日香 12.15/-0.5

神奈川・ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ

前川  梨花 12.15/-0.5

神奈川・日本体育大

田植  晶子 12.23/-0.5

埼玉・法政大

２００ｍ 7/26 鶴田  玲美 24.05/-0.8

NGR鹿児島・南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

石川  優(高3) 24.32/-0.8

神奈川・相洋高

青野  朱李 24.50/-0.8

山形・山梨学院大

広沢  真愛 24.58/-0.8

福島・東邦銀行

細谷  優美 25.00/-0.8

茨城・阿見AC

藤井  彩乃 25.08/-0.8

千葉・青山学院大

竹内  爽香 25.15/-0.8

東京・渡辺パイプ

宮園  彩恵 25.32/-0.8

北海道・国士舘大

４００ｍ 7/24 松本  奈菜子 54.20

NGR福島・東邦銀行

大島  愛梨 54.29

NGR栃木・中央大

藤沼  朱音 55.42

神奈川・日本保育

津川  瑠衣 55.57

東京・早稲田大

武石  この実 55.90

福島・東邦銀行

小林  茉由 56.19

東京・J.VIC

浜田  真衣 56.95

埼玉・立教大

須藤  美桜 57.42

東京・日本体育大

８００ｍ 7/25 卜部  蘭  2:05.77

東京・積水化学

武藤  桃花  2:10.84

神奈川・立教大

齋藤  菜月  2:10.96

群馬・中央大

志村  美希  2:12.31

東京・日本体育大

髙田  真菜  2:13.08

東京・早稲田大

山口  光  2:14.34

青森・順天堂大

鈴木  美呼(高3)  2:16.03

東京・板橋高

村上  ひかる  2:17.92

栃木・群馬大

１５００ｍ 7/24 新谷  仁美  4:21.77

東京・積水化学

樺沢  和佳奈  4:25.18

群馬・慶応義塾大

道下  美槻  4:25.66

東京・立教大

宮内  志佳  4:26.49

茨城・日本体育大

保坂  晴子  4:29.79

東京・日本体育大

康本  花梨  4:31.82

東京・ユニクロ

原賀  藍実  4:36.34

熊本・中央大

加藤  礼菜  4:36.95

千葉・中央大

５０００ｍ 7/25 山口  遥 16:15.94

東京・AC･KITA

兼重  志帆 16:37.51

東京・GRlab関東

加藤  礼菜 17:04.76

千葉・中央大

坂本  ちほ 17:15.16

東京・ルートイン

西谷  沙綾 17:19.91

東京・ルートイン

大塚  沙弥 17:20.53

埼玉・中央大

萩野  真紀 17:42.16

東京・ルートイン

二川  彩香 17:46.31

茨城・順天堂大

１００００ｍ 7/24 山口  遥 32:28.90

NGR東京・AC･KITA

女子

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録/ THR:東京高校新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍＨ

(0.838m)

7/25 鈴木  美帆 13.53/-1.9

神奈川・長谷川体育施設

青木  益未 13.54/-1.9

宮城・七十七銀行

福部  真子 13.58/-1.9

東京・日本建設工業

紫村  仁美 13.62/-1.9

福島・東邦銀行

藤森  菜那 13.78/-1.9

東京・ゼンリン

金井  まるみ 13.86/-1.9

東京・ドトールAC

田中  陽夏莉 14.12/-1.9

埼玉・山梨学院大

４００ｍＨ

(0.762m)

7/26 伊藤  明子 59.32

東京・セレスポ

青木  沙弥佳 59.71

福島・東邦銀行

川島  卯未  1:00.01

福井・中央大

川村  優佳  1:00.34

東京・早稲田大

津川  瑠衣  1:00.43

東京・早稲田大

比嘉  和希  1:01.48

千葉・山梨学院大

篠原  瑞希  1:01.67

東京・日本大

土肥  愛基  1:02.51

東京・日本体育大

３０００ｍＳＣ

(914mm)

7/23 大宅  楓 10:51.53

東京・大東建託パート

久保倉  実里 11:03.52

東京・ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ

矢治  璃瑞奈 11:24.62

東京・東京女子体育大

小幡  美貴 11:26.98

千葉・立教大

早狩  実紀 11:38.73

東京・チームemda

堀川  由香里 11:52.82

福島・松蔭大

金澤  結 12:27.49

千葉・立教大

走高跳 7/26 仲野  春花 1m76

福岡・ニッパツ

竹内  萌 1m76

埼玉・大東文化大

高橋  渚 1m73

東京・日本大

照井  はるか 1m70

埼玉・埼玉医大G

岸本  志恵 1m67

沖縄・日本女子体育大

青山  夏実 1m67

神奈川・ﾀﾞｲﾃｯｸｽ.AT

小寺  波音 愛知・日本女子体育大 1m67

高橋  このか 東京・とらふぐ亭

棒高跳 7/25 安宅  伽織 3m70

香川・日本体育大

台信  愛 3m70

福岡・日本体育大

大川  楓 3m50

東京・XSPOWOLVES

渡邊  南月 3m50

愛知・日本体育大

大久保  綺更 3m40

東京・慶応義塾大

小林  奏 長野・日本女子体育大 3m20

小栗  七海 東京・東京学芸大

齊藤  安里 3m20

東京・日本体育大

走幅跳 7/25 中野  瞳   6m18/+1.2

茨城・和食山口

東  祐希   5m99/+1.4

東京・日本体育大

末永  成美   5m92/+0.7

鹿児島・鹿児島銀行

嶺村  優   5m87/+0.9

東京・オリコ

五百蔵  美希   5m85/+2.7

高知・日本大

利藤  野乃花   5m84/+0.8

東京・わらべや日洋

藤山  有希   5m74/+2.5

神奈川・日本体育大

高橋  このか   5m72/+1.9

東京・とらふぐ亭

三段跳 7/24 奥村  彩音  12m81/+0.3

埼玉・東京学芸大

山本  明日香  12m79/+1.9

東京・国士舘クラブ

内山  咲良  12m65/+0.4

東京・東京大

河添  千秋  12m41/+1.3

愛媛・日本女子体育大

筆野  友里  12m23/+1.8

千葉・STAC千葉

齋藤  萌乃  12m18/+0.4

東京・サンベルクス

坂本  絵梨  12m05/+0.4

東京・日本室内TC

松本  涼花  12m02/+0.2

埼玉・立教大

砲丸投

(4.000kg)

7/25 大野  史佳  15m88

NGR埼玉・埼玉大

大迫  晴香  14m16

神奈川・国士舘大

阿原  典子  13m97

東京・日大桜門陸友会

小山田  芙由子  13m86

東京・日本大

松下  ちひろ  13m51

埼玉・国士舘大

茂山  千尋  13m07

東京・国士舘クラブ

安達  芽衣  12m89

埼玉・日本体育大

髙木  琴音  12m74

和歌山・国士舘大

円盤投

(1.000kg)

7/23 辻川  美乃利  49m07

東京・内田洋行AC

川口  紅音  46m29

愛知・日本体育大

荒野  幸帆  44m96

富山・日本体育大

大迫  晴香  44m96

神奈川・国士舘大

寺井  沙希  42m23

東京・国士舘クラブ

吉田  結花  40m96

東京・日本体育大

鶴見  萌々子  38m65

東京・東京女子体育大

粟津  彩弥  35m13

東京・東京女子体育大

ハンマー投

(4.000kg)

8/2 湯澤  栞里  48m89

NGR秋田・明海大

やり投

(0.600kg)

7/24 右代  織江  55m75

NGR新潟・新潟アルビRC

奈良岡  翠蘭  55m59

NGR青森・日本大

斉藤  真理菜  54m42

NGR静岡・スズキ

浅野  叶紀  47m32

東京・東女体大A･C

郡司  美奈子  47m24

栃木・国士舘大

今井  明日香  44m24

新潟・日本体育大

阿部  汐莉  43m14

東京・東京女子体育大

松澤  知佳  43m07

埼玉・国士舘大

４×１００ｍ 7/23 日本体育大 47.65

島野  真生

藤田  涼子

須藤  美桜

髙橋  真由

八王子高 48.54

関田  結穂(高1)

宮島  和花(高1)

間瀬  葉月(高2)

今元  真奈花(高3)

富士高 49.18

伊藤  楓(高3)

山越  理子(高2)

中山  花月(高3)

上島  周子(高1)

城西高 49.45

金田  莉那(高2)

星野  莉亜(高2)

綿貫  真尋(高2)

ｱﾙﾊﾞﾚｽﾓﾈ ﾃｨｱﾗ(高3)

駒大高 49.79

白濱  陽奈(高2)

阿部  恵梨沙(高3)

成澤  夢美(高2)

野原  鈴(高2)

白梅学園高 52.75

関口  美桜(高2)

山口  幸乃(高3)

岡  小雪(高3)

松本  純芽(高3)

４×４００ｍ 7/26 日本体育大  3:56.34

広沢  優美

山本  早姫

土肥  愛基

須藤  美桜

日本工大駒場高  3:56.55

村松  沙羅(高2)

樽木  千楓(高2)

泉田  陽菜(高3)

中山  寛菜(高2)

八王子高  4:00.13

志田  裕菜(高3)

徳田  愛理(高2)

佐藤  未結(高2)

間瀬  葉月(高2)

東大和高  4:00.76

笹本  梓理亜(高3)

仲宗根  綾奈(高3)

上野  純怜(高3)

渡邉  七海(高3)

七種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

7/25
7/26

ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ  恵  5646

NGR東京・アトレ

13.66/-0.4-1m67-12m21-25.35/-0.5

5m77/+1.8-45m23-2:27.60

大玉  華鈴  5401

NGR山口・日本体育大

14.22/-0.4-1m70-11m01-25.80/-0.5

5m53/+2.1-42m03-2:23.77

細田  真央  4875

長野・東御市陸協

14.68/-0.4-1m49-10m42-25.99/-0.5

5m35/+0.7-35m58-2:22.82

三輪  ﾀﾞﾘﾔ  4837

愛知・中央大

14.84/-0.4-1m55-10m01-25.47/-0.5

4m99/-0.5-34m56-2:21.57

泉谷  莉子  4548

東京・GKLINE

14.80/-0.4-1m52-10m16-26.90/-0.5

5m10/+0.7-36m89-2:39.28

女子

１００ｍ 7/24 渡辺  隼斗(高3) 10.71/-0.5

東京・板橋高

中村  仁平(高3) 10.82/-0.5

東京・八王子高

大脇  理雄(高3) 10.88/-0.5

東京・明星学園高

田畑  隼(高2) 10.93/-0.5

東京・八王子高

神戸  毅裕(高1) 10.97/-0.5

東京・明星学園高

北隅  優汰(高3) 11.02/-0.5

東京・明大中野高

上野  弘貴(高3) 11.05/-0.5

東京・八王子高

小林  駿介(高3) 11.09/-0.5

東京・八王子高

２００ｍ 7/26 田畑  隼(高2) 21.64/-2.0

東京・八王子高

渡辺  隼斗(高3) 21.70/-2.0

東京・板橋高

吉田  順哉(高3) 21.93/-2.0

東京・明星学園高

大脇  理雄(高3) 22.01/-2.0

東京・明星学園高

逸見  空広(高2) 22.05/-2.0

東京・明星学園高

寺内  智徳(高3) 22.28/-2.0

東京・明星学園高

中村  仁平(高3) 22.31/-2.0

東京・八王子高

上野  弘貴(高3) 22.43/-2.0

東京・八王子高

４００ｍ 7/24 細谷  柊真(高3) 49.28

東京・専大附高

鈴木  来(高3) 50.27

東京・東京高

川嶋  康駿(高2) 50.42

東京・立教池袋高

安藤  佑晟(高2) 50.56

東京・富士高

遠藤  太護(高3) 51.08

東京・青稜高

飯倉　照太(高3) 51.74

東京・上野高

山邊  龍之介(高3) 54.41

東京・明星高

８００ｍ 7/25 長沢  匠人(高2)  1:57.87

東京・東大和高

樋口  ﾜｼﾘｰ(高2)  1:58.07

東京・東京高

小山  蓮(高2)  1:58.32

東京・西高

越智  響己(高1)  1:58.78

東京・城西高

遠藤  玲央(高3)  1:59.36

東京・城西高

大野  寧央(高2)  2:02.00

東京・立教池袋高

浅野  夏樹(高3)  2:03.20

東京・駒場高

八田  尚輝(高3)  2:06.26

東京・田無高

１５００ｍ 7/23 甲木  康博(高3)  3:54.82

東京・城西高

槇村  勇伸(高3)  3:56.48

東京・城西高

中島  弘太(高3)  3:57.04

東京・城西高

田中  純(高1)  3:58.95

東京・城西高

鈴木  耕太郎(高1)  3:59.86

東京・國學院久我山高

佐藤  有一(高2)  4:00.90

東京・拓大一高

齋藤  泰河(高2)  4:01.16

東京・國學院久我山高

村  智輝(高2)  4:02.65

東京・東京実高

５０００ｍ 7/25 佐藤  有一(高2) 14:48.57

東京・拓大一高

上山  時生(高3) 14:49.08

東京・東京実高

田丸  颯(高3) 14:59.55

東京・駒大高

金谷  紘大(高3) 15:15.37

東京・駒大高

佐野  慎之介(高3) 15:15.92

東京・駒大高

和田  悠都(高3) 15:18.10

東京・早稲田実高

根本  勇紀(高3) 15:44.41

東京・駒大高

與古田  葵京(高3) 15:57.44

東京・駒大高

１１０ｍＨ

(1.067m)

7/25 藤嶋  凌大(高3) 14.91/-0.7

東京・富士高

寺内  智徳(高3) 14.99/-0.7

東京・明星学園高

西村  碧史(高2) 15.21/-0.7

東京・富士高

鴨林  詩弥(高2) 15.26/-0.7

東京・八王子高

渡邉  駿(高3) 15.60/-0.7

東京・城西高

松田  直弥(高2) 15.78/-0.7

東京・昭和高

中尾  晃(高3) 15.93/-0.7

東京・足立新田高

山崎  舞央(高2) 15.96/-0.7

東京・富士高

４００ｍＨ

(0.914m)

7/23 豊田  兼(高3) 52.36

東京・桐朋高

麻生  悠斗(高2) 53.27

東京・日本工大駒場高

細谷  柊真(高3) 54.34

東京・専大附高

白勢  和馬(高3) 54.65

東京・文京高

道添  天午(高3) 56.18

東京・戸山高

竹尾  和真(高2) 57.02

東京・明星学園高

和久  将志(高2) 58.79

東京・文京高

岩井  佑太郎(高2)  1:00.67

東京・城東高

３０００ｍＳＣ

(914mm)

7/26 中島  弘太(高3)  9:27.54

東京・城西高

筒井  涼(高2)  9:37.21

東京・拓大一高

佐野  慎之介(高3)  9:37.39

東京・駒大高

根岸  優希(高3)  9:39.33

東京・東京高

天海  創太(高2)  9:47.98

東京・駒大高

安福  聖輝(高2)  9:59.97

東京・駒大高

橋場  守(高3) 10:14.83

東京・東大和高

米澤  碧(高3) 10:17.80

東京・東大和高

５０００ｍＷ 7/26 竹原  悠真(高3) 25:11.48

東京・東海大菅生高

江花  秀麿(高3) 25:12.24

東京・東京高

櫨山  朋也(高2) 25:45.40

東京・武蔵野北高

田村  幸之助(高2) 28:04.38

東京・八王子高

佐藤  隼音(高3) 29:43.68

東京・昭和高

走高跳 7/25 堀切  聡馬(高2) 1m92

東京・足立高

稲田  翔太(高3) 1m91

東京・日本工大駒場高

二口  祐大(高3) 1m88

東京・明星学園高

佐藤  虹太郎(高1) 東京・板橋高 1m85

綿野  晃生(高2) 東京・日本工大駒場高

近藤  優(高3) 1m85

東京・明星学園高

内野  秀喜(高1) 1m80

東京・明星学園高

鮫島  孝太郎(高3) 東京・東京成徳高 1m80

武田  拓実(高3) 東京・南平高

棒高跳 7/23 小林  直樹(高3) 4m80

東京・明星学園高

太田  慎之介(高3) 4m70

東京・東京高

長島  紘大(高3) 4m60

東京・東京高

太田  凌也(高3) 4m40

東京・東京高

有働  温人(高3) 4m40

東京・明星学園高

島村  涼太(高2) 4m10

東京・立教池袋高

佐藤  太波(高1) 4m00

東京・明星学園高

坂下  翔悟(高2) 東京・明星学園高 3m70

三谷  莉久(高1) 東京・東京高

走幅跳 7/23 友野  舜涼(高2)   6m86/-0.3

東京・東大和高

吉田  順哉(高3)   6m85/-1.3

東京・明星学園高

片山  大地(高1)   6m81/-0.4

東京・八王子高

江上  大知(高3)   6m65/-0.9

東京・八王子高

田中  祐希(高3)   6m61/ 0.0

東京・堀越高

針生  藍太朗(高2)   6m43/-0.2

東京・小川高

棚原  そら(高3)   6m40/-0.8

東京・明星学園高

安納  隆一郎(高1)   6m30/-0.8

東京・東京高

三段跳 7/25 白濱  稔也(高2)  14m35/+1.7

東京・板橋高

池上  拓希(高3)  14m10/+0.9

東京・足立新田高

宮下  湧気(高3)  13m95/+5.8

東京・明星学園高

藤本  拓巳(高3)  13m88/+1.2

東京・青梅総合高

川井  健跳(高3)  12m98/+1.0

東京・岩倉高

岡部  聖希士(高2)  12m79/+1.2

東京・富士高

男子高
校

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
砲丸投

(6.000kg)

7/24 井上  翼(高3)  16m11

東京・東京高

荒木  勇輝(高3)  13m97

東京・岩倉高

鈴木  脩斗(高3)  13m95

東京・青梅総合高

唐澤  琉成(高2)  13m50

東京・ウェルネス高

仲宗根  伸(高3)  13m47

東京・保善高

郡  秀蔵(高3)  12m70

東京・田無高

古川  陽太(高2)  11m69

東京・永福学園高

今村  天春(高2)  11m61

東京・保善高

円盤投

(1.750kg)

7/25 井上  翼(高3)  43m73

東京・東京高

迎  幸之輔(高3)  41m82

東京・片倉高

鈴木  脩斗(高3)  37m89

東京・青梅総合高

口丸  優太朗(高2)  35m47

東京・片倉高

仲宗根  伸(高3)  35m41

東京・保善高

郡  秀蔵(高3)  34m41

東京・田無高

柴田  悠真(高3)  31m50

東京・巣鴨高

ハンマー投

(6.000kg)

8/2 片倉  悠太(高3)  58m30

東京・府中工高

仲宗根  伸(高3)  56m85

東京・保善高

政安  和(高3)  56m73

東京・東京高

西岡  大騎(高3)  54m63

東京・保善高

今村  天春(高2)  54m35

東京・保善高

鶴田  大介(高3)  52m21

東京・東京高

池田  雄耶(高3)  51m28

東京・府中工高

大澤  宙也(高3)  45m72

東京・府中工高

やり投

(0.800kg)

7/23 押山  翔史輝(高3)  60m19

東京・東京高

山下  遼(高3)  47m33

東京・岩倉高

臼井  溪(高3)  47m16

東京・東大和高

髙村  敬信(高3)  44m50

東京・つばさ総合高

横山  航輝(高3)  43m99

東京・東大和高

石松  大輝(高3)  43m23

東京・駒大高

数金  大(高2)  41m63

東京・日本工大駒場高

八種競技

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m

7/23
7/24

村上  元太(高3)  5021

東京・駒場高

11.40/+0.1-6m23/-0.3-10m12-52.61

16.66/-0.6-49m21-1m72-4:49.46

朝烏  遼(高3)  4542

東京・日本工大駒場高

12.09/+0.1-6m51/ 0.0-9m15-53.53

17.33/-0.6-32m52-1m78-4:56.53

男子高
校

１００ｍ 7/24 滝田  静海(高3) 11.97/-1.0

東京・東京高

ｶｼﾞｭｰﾙ ﾁｪﾙｼｰ(高3) 12.41/-1.0

東京・東京高

有村  実寿々(高1) 12.48/-1.0

東京・筑波大附高

栁沢  優衣(高3) 12.73/-1.0

東京・東京成徳高

関田  結穂(高1) 12.77/-1.0

東京・八王子高

今元  真奈花(高3) 12.92/-1.0

東京・八王子高

２００ｍ 7/26 泉田  陽菜(高3) 25.14/-0.8

東京・日本工大駒場高

鷺  麻耶子(高3) 25.28/-0.8

東京・八王子東高

村松  沙羅(高2) 25.63/-0.8

東京・日本工大駒場高

宮島  和花(高1) 25.85/-0.8

東京・八王子高

仲宗根  綾奈(高3) 26.03/-0.8

東京・東大和高

田中  美亜(高3) 26.21/-0.8

東京・国立高

有村  実寿々(高1) 26.28/-0.8

東京・筑波大附高

中山  寛菜(高2) 26.36/-0.8

東京・日本工大駒場高

４００ｍ 7/24 鈴木  美呼(高3) 58.40

東京・板橋高

樽木  千楓(高2) 59.16

東京・日本工大駒場高

田中  美亜(高3) 59.46

東京・国立高

志田  裕菜(高3)  1:00.05

東京・八王子高

奥脇  彩花(高2)  1:00.27

東京・白梅学園高

鴨下  友織菜(高2)  1:00.29

東京・三鷹中等

府川  未来(高3)  1:02.30

東京・駒大高

梶川  深桜(高3)  1:03.94

東京・明中八王子高

８００ｍ 7/25 勝  くるみ(高1)  2:16.63

東京・白梅学園高

緑川  莉亜(高1)  2:18.04

東京・東大和高

岩永  桜(高1)  2:19.85

東京・順天高

奥脇  彩花(高2)  2:19.92

東京・白梅学園高

鴨下  友織菜(高2)  2:20.45

東京・三鷹中等

岩城  結子(高3)  2:20.83

東京・法政高

渡邉  七海(高3)  2:24.39

東京・東大和高

平井  日菜(高2)  2:29.86

東京・東大和高

１５００ｍ 7/23 須藤  花菜(高2)  4:31.19

東京・順天高

三輪  南菜子(高3)  4:31.82

東京・錦城学園高

小川  陽香(高1)  4:35.19

東京・順天高

萩原  結(高3)  4:35.50

東京・城西高

塩入  百葉(高2)  4:38.12

東京・錦城学園高

鈴木  日菜子(高3)  4:38.87

東京・城西高

岩永  桜(高1)  4:41.93

東京・順天高

木島  あすか(高3)  4:42.03

東京・東京高

３０００ｍ 7/26 三輪  南菜子(高3)  9:40.85

東京・錦城学園高

鈴木  日菜子(高3)  9:41.29

東京・城西高

須藤  花菜(高2)  9:54.10

東京・順天高

外間  礼那(高2)  9:56.37

東京・東京高

塩入  百葉(高2)  9:58.25

東京・錦城学園高

木島  あすか(高3) 10:05.92

東京・東京高

水沼  千紗(高3) 10:07.45

東京・東京高

菊地  琴子(高3) 10:07.46

東京・東京高

１００ｍＨ

(0.838m)

7/25 益子  芽里(高2) 14.49/-0.2

東京・東京高

柳田  夏希(高3) 15.05/-0.2

東京・芦花高

太田  瑛里(高2) 15.21/-0.2

東京・東京高

富永  萌花(高2) 15.22/-0.2

東京・足立高

笹本  梓理亜(高3) 東京・東大和高 15.87/-0.2

上野  純怜(高3) 東京・東大和高

岡  小春(高1) 16.27/-0.2

東京・白梅学園高

平岡  雪乃(高3) 16.68/-0.2

東京・桜修館中等

４００ｍＨ

(0.838m)

7/23 舘野  晃歩(高2)  1:02.09

東京・明中八王子高

成澤  夢美(高2)  1:05.17

東京・駒大高

古屋  佳音(高2)  1:07.04

東京・岩倉高

遠藤  咲良(高3)  1:08.90

東京・板橋高

漆原  京子(高3)  1:10.23

東京・田無高

青木  彩乃(高2)  1:10.91

東京・片倉高

手塚  向日葵(高2)  1:12.12

東京・東京高

大須賀  杏菜(高3)  1:16.31

東京・日体大荏原高

５０００ｍＷ 7/26 宮内  美空(高3) 30:18.51

東京・松が谷高

小倉  優凜(高2) 32:44.62

東京・錦城高

走高跳 7/26 細田  弥々(高3) 1m73

東京・東京高

兵郷  星名(高3) 1m70

東京・東京高

伊藤  楓(高2) 1m64

東京・東京高

山形  ゆあ(高2) 1m61

東京・東京高

金澤  恵美佳(高3) 1m58

東京・明星学園高

和田  桃李(高1) 1m58

東京・足立高

市川  愛海(高2) 1m58

東京・日本工大駒場高

高宮  芙季(高1) 1m58

東京・白梅学園高

棒高跳 7/23 小林  美月(高1) 3m20

東京・明星学園高

佐々木  琳音(高2) 3m10

東京・東京高

岡本  彩楓(高3) 2m90

東京・明星学園高

石川  実怜(高2) 2m70

東京・富士高

走幅跳 7/23 乙津  美月(高2)   5m57/+0.4

東京・八王子高

山﨑  麻央(高3)   5m38/-1.4

東京・八王子高

宮田  稜子(高1)   5m29/+0.2

東京・八王子高

植田  陽翔(高2)   5m28/ 0.0

東京・駒場高

伊藤  千夏(高2)   5m27/-0.9

東京・八王子高

柳田  夏希(高3)   5m27/-0.4

東京・芦花高

村上  日南(高1)   5m23/-0.6

東京・八王子高

島田  夢蘭(高2)   5m20/-0.3

東京・日体大桜華高

三段跳 7/25 岩井  彩澄(高3)  11m74/+0.7

東京・東京高

山﨑  麻央(高3)  11m69/+1.4

東京・八王子高

寺野  丞(高2)  11m02/+1.7

東京・日体大荏原高

清水  楓香(高2)  10m94/+1.2

東京・八王子高

島  野々花(高3)  10m91/+1.9

東京・東京成徳高

黒須  可奈美(高2)  10m70/+1.3

東京・日本工大駒場高

宮尾  菜々(高2)  10m64/+1.5

東京・日体大桜華高

片山  あやめ(高2)  10m57/+1.7

東京・駒場高

砲丸投

(4.000kg)

7/24 高橋  和奏(高3)  13m60

東京・東京高

小林  萌々子(高3)  11m03

東京・日体大桜華高

湯本  万結(高1)  10m45

東京・日体大桜華高

古澤  芽依(高2)  10m32

東京・東大和南高

和知  楓(高2)  10m27

東京・日本工大駒場高

反町  咲希(高3)  10m13

東京・日本工大駒場高

谷本  栞乃(高2)  10m10

東京・東大和高

八代  穂乃香(高3)   9m66

東京・東大和高

円盤投

(1.000kg)

7/25 高山  凛(高2)  30m66

東京・松が谷高

西川  瑞希(高3)  30m37

東京・片倉高

井上  美空(高3)  28m39

東京・東京高

櫻井  愛音(高2)  28m28

東京・田無高

松本  結衣(高3)  28m01

東京・昭和高

小林  萌々子(高3)  26m84

東京・日体大桜華高

八代  穂乃香(高3)  25m97

東京・東大和高

谷本  栞乃(高2)  25m80

東京・東大和高

ハンマー投

(4.000kg)

8/2 下村  倫子(高3)  49m89

THR東京・富士高

松田  夏空(高1)  39m07

東京・富士高

外島  結衣(高3)  38m77

東京・東京高

玄應  瑞記(高2)  34m02

東京・富士高

池田  紗弥香(高1)  32m36

東京・富士高

北條  優菜(高3)  31m28

東京・美原高

やり投

(0.600kg)

7/26 三宅  未佑(高2)  46m81

東京・東京高

中村  遥花(高2)  37m88

東京・東京高

大塚  悠歌(高3)  37m24

東京・富士高

岩井  綾音(高3)  35m44

東京・日体大桜華高

阪井  英里彩(高3)  34m85

東京・片倉高

吉川  穂香(高3)  34m53

東京・東京農大一高

今井  杏美(高3)  31m16

東京・日体大桜華高

貝瀬  彩花(高2)  30m76

東京・錦城高

七種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

7/25
7/26

舘野  晃歩(高2)  4632

東京・明中八王子高

14.62/-0.7-1m56-8m41-26.37/-1.7

5m43/+0.7-25m04-2:21.95

藤田  貴子(高2)  3915

東京・東大和高

15.89/-0.7-1m44-9m24-26.87/-1.7

4m58/+1.0-27m48-2:41.87

佐井  菜々子(高2)  3333

東京・東京高

17.23/-0.7-1m32-8m25-28.79/-1.7

4m07/+1.4-32m87-2:47.30

女子高
校

１００ｍ 7/24 杉本  晴駿(中3) 11.35/-1.9

東京・大道中

栗原  主玖(中3) 11.37/-1.9

東京・松江四中

高橋  駿(中3) 11.68/-1.9

東京・東京陸協クラブ

諸隈  航(中3) 11.69/-1.9

東京・日大三中

東  柾利(中3) 11.70/-1.9

東京・船橋希望中

松江  遼大(中3) 11.73/-1.9

東京・開成中

池田  優世(中3) 11.77/-1.9

東京・亀有中

武蔵  大地(中3) 11.80/-1.9

東京・南が丘中

１５００ｍ 7/26 寺田  向希(中3)  4:07.15

東京・立川五中

中村  柊一(中3)  4:08.90

東京・東蒲中

飯國  新太(中3)  4:10.19

東京・南千住二中

岡部  州(中3)  4:10.92

東京・日野四中

神邑  亮佑(中2)  4:11.02

東京・葛西二中

小林  慶太(中3)  4:13.09

東京・目黒十一中

関澤  情(中3)  4:15.13

東京・東大附属中

田中  優樹(中3)  4:15.49

東京・城北中

４×１００ｍ 7/26 桐朋中 45.49

細萱  颯生(中3)

高橋  諒(中3)

柳田  俊(中3)

北村  駿(中3)

亀有中 45.83

田中  健太郎(中3)

池田  大世(中3)

花谷  瑠唯(中3)

池田  優世(中3)

小山中 45.84

西  晴輝(中3)

堀川  陸(中3)

松本  玲生夢(中3)

西  優輝(中3)

鹿骨中 46.43

平岡  颯馬(中3)

金城  魁竜(中3)

長妻  雄飛(中3)

伊藤  大輝(中3)

船橋希望中 46.66

松本  昂大(中3)

東  柾利(中3)

小林  真士(中3)

塚原  琉資(中3)

南大谷中 46.95

後閑  暁乃介(中3)

五味  優太(中3)

高橋  快徳(中3)

志村  武(中3)

拝島中 47.87

峯  康太(中2)

和田  煌輝(中3)

野田  信晴(中3)

廣瀬  智(中3)

赤塚二中 49.96

岩永  優月(中3)

海老原  聖哉(中3)

佐藤  純一(中3)

飯澤  航洋(中3)

棒高跳 7/26 本郷  達也(中3) 4m00

東京・十条富士見中

金子  凌慈(中3) 3m80

東京・八王子二中

福田  玄太郎(中3) 3m50

東京・富士高付属中

中西  大一郎(中3) 3m40

東京・用賀陸上クラブ

椎谷  光(中3) 東京・八王子二中 3m20

藤原  世名(中3) 東京・東京陸協クラブ

榎元  豪(中3) 3m10

東京・東京陸協クラブ

輿水  大我(中3) 3m10

東京・八王子二中

走幅跳 7/24 武田  知己(中3)   6m59/+1.2

東京・筑波大駒場中

髙原  一希(中3)   6m34/+1.4

東京・立川七中

細萱  颯生(中3)   6m32/+0.6

東京・桐朋中

中村  友哉(中3)   6m27/+0.2

東京・八王子二中

細田  裕哉(中3)   6m20/+0.9

東京・八王子二中

吉田  輝(中3)   6m13/+1.6

東京・立石中

稲﨑  拓己(中3)   6m10/+1.0

東京・東京陸協クラブ

宮澤  太陽(中3)   5m89/+1.0

東京・東京陸協クラブ

男子中
学

凡例（THR:東京高校新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

7/23
7/24

高橋  諒(中3)  2894

TJR東京・桐朋中

14.90/+1.0-13m42-1m81-52.50

島野  楓真(中3)  2793

東京・十条富士見中

15.02/+0.7-12m54-1m84-53.85

鮎川  大輝(中3)  2481

東京・東京陸協クラブ

15.88/+0.7-12m34-1m75-56.94

福士  湊(中3)  2416

東京・八王子二中

16.24/+0.7-10m45-1m87-57.28

柳田  俊(中3)  2027

東京・桐朋中

17.49/+0.7-7m36-1m72-55.85

大熊  靖吾(中3)  2014

東京・町田南中

17.12/+1.0-8m33-1m63-56.81

前田  知毅(中2)   626

東京・福生一中

26.31/+1.0-6m50-NM-1:02.78

男子中
学

１００ｍ 7/24 ﾛｽ  瑚花ｱﾃﾞｨｱ(中2) 12.72/-0.1

東京・駒沢中

福西  和香子(中2) 12.84/-0.1

東京・府中六中

ﾇﾜｴﾒ ｸﾞﾚｰｽ(中2) 12.85/-0.1

東京・駒沢中

本  天青大(中2) 12.88/-0.1

東京・二之江中

長谷部  可蓮(中3) 12.90/-0.1

東京・高島一中

鈴木  菜央(中3) 13.22/-0.1

東京・開進一中

川﨑  啓子(中3) 13.26/-0.1

東京・石神井西中

倉崎  なつみ(中2) 13.58/-0.1

東京・立石中

１５００ｍ 7/26 茂野  葉湖(中3)  4:46.59

東京・足立十一中

池田  悠音(中3)  4:46.79

東京・葛西三中

柏井  心乃(中2)  4:48.83

東京・足立十一中

石井  海翠(中3)  4:51.84

東京・第二砂町中

保坂  萌(中3)  4:51.93

東京・足立十一中

大木  志桜(中3)  4:51.96

東京・明星中

杉田  好美(中3)  4:53.69

東京・葛飾新宿中

外川  歌恋(中3)  4:53.97

東京・金町中

４×１００ｍ 7/26 駒沢中 49.44

田沼  今日子(中3)

門石  更紗(中3)

ﾇﾜｴﾒ ｸﾞﾚｰｽ(中2)

ﾛｽ  瑚花ｱﾃﾞｨｱ(中2)

石神井西中 51.40

宮本  美桜(中3)

長澤りいらｴﾏﾝﾅ(中2)

宮川  琴音(中3)

川﨑  啓子(中3)

府中八中 52.16

野間  菜来(中3)

西村  心希(中2)

原田  智咲(中3)

中村  彩良(中3)

稲城六中 52.49

加進  希美(中3)

松岡  志穏(中3)

田島  とう子(中3)

大谷  未来(中3)

あきる野東中 53.09

岸峯  美涼(中3)

井出  日和(中3)

西本  真琴(中3)

酒井  夢歩(中3)

府中六中 53.09

大和田  真衣(中2)

福西  和香子(中2)

鈴木  美範(中3)

来山  柚子(中3)

深川三中 53.30

猪俣  美結(中2)

中村  柚稀(中3)

萩原  知衣子(中3)

三上  ｱﾐﾅ(中3)

稲城二中 53.85

石井  希果(中3)

石橋  咲喜(中3)

原  琉歌(中3)

髙橋  ことみ(中3)

棒高跳 7/26 遠藤  芽衣(中3) 2m90

東京・富士高付属中

加藤  優空(中2) 2m50

東京・東京陸協クラブ

米沢  菜柚(中3) 2m50

東京・八王子二中

村田  陽奈(中2) 2m40

東京・八王子二中

塚田  菜月(中2) 2m20

東京・東京陸協クラブ

角野  樹里(中3) 2m20

東京・東京陸協クラブ

佐々木  夢(中2) 2m00

東京・八王子二中

勝川  聖菜美(中2) 2m00

東京・八王子二中

走幅跳 7/24 宮本  里乃亜(中3)   5m58/+1.6

東京・松濤中

中村  彩良(中3)   5m27/+0.2

東京・府中八中

椎名  ひまり(中3)   5m23/+0.9

東京・武蔵野東中

柿崎  菜々美(中3)   5m19/+0.6

東京・東京陸協クラブ

小関  舞姫(中3)   5m16/+0.6

東京・町田三中

中島  あんな(中3)   5m00/ 0.0

東京・東京陸協クラブ

棚部  さわ(中3)   4m99/ 0.0

東京・東大附属中

荻原  朱乃(中3)   4m95/ 0.0

東京・目黒中央中

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

7/25
7/26

下元  香凜(中3)  2880

東京・御堂中

15.33/-0.5-1m65-10m49-26.86/-2.3

森﨑  優希(中3)  2558

東京・八王子六中

15.77/-0.5-1m62-8m77-28.31/-2.3

宮澤  美桜(中2)  2151

東京・八王子二中

16.40/-1.2-1m50-8m68-30.90/-2.3

明石  侑奈(中2)  2089

東京・東京陸協クラブ

16.45/-1.2-1m26-8m12-27.72/-2.3

平井  ゆら(中3)  2030

東京・浅川中

17.13/-0.5-1m41-8m92-30.23/-2.3

松田  紗希子(中3)  1947

東京・原宿外苑中

17.60/-1.2-1m20-10m58-29.22/-2.3

多治見  優(中2)  1939

東京・東島根中

17.56/-0.5-1m29-6m98-27.50/-0.6

来山  柚子(中3)  1925

東京・府中六中

16.38/-0.5-1m20-8m06-29.17/-2.3

女子中
学

１００ｍ 7/26 岩本  然(小5) 14.02/-1.4

東京・ＫＭＣ陸上ク

目黒  蓮大(小5) 14.16/-1.4

東京・寺地小

山縣  蒼一朗(小5) 14.33/-1.4

東京・ミウラSC

ｼﾞｮｾﾌ ﾆｺﾗｽ陸都(小5)14.59/-1.4

東京・ゆめおりAC

渡邉  幸輝(小5) 14.75/-1.4

東京・ＫＭＣ陸上ク

比留間  玲雄(小5) 14.79/-1.4

東京・江東ＪＡＣ

甲斐  翔太郎(小5) 14.89/-1.4

東京・MJアスリーツ

男子小
学5年

１００ｍ 7/26 杉田  壮哉(小6) 13.32/-1.2

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

中村  建貴(小6) 13.50/-1.2

東京・江東ＪＡＣ

池田  悠斗(小6) 13.61/-1.2

東京・ＫＭＣ陸上ク

西岡  弥人(小6) 13.66/-1.2

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

原  虎太朗(小6) 13.66/-1.2

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

齊藤  大雅(小6) 13.68/-1.2

東京・ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ世田谷

萩原  悠海(小6) 13.76/-1.2

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

小島  璃大(小6) 13.89/-1.2

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

男子小
学6年

４×１００ｍ 7/26 スポーツマジック 52.74

小島  璃大(小6)

杉田  壮哉(小6)

原  虎太朗(小6)

西岡  弥人(小6)

千住ジュニア 54.42

麻田  結斗(小6)

北山  俊太朗(小6)

出口  覇迦(小6)

小林  修三(小6)

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ世田谷 54.50

風祭  葵(小6)

齊藤  大雅(小6)

古屋  瑛太(小6)

金子  龍馬(小6)

ＫＭＣ陸上ク 54.95

鎌田  夏(小5)

葛西  翔大(小6)

岩本  然(小5)

池田  悠斗(小6)

いだてん 55.27

中野  新太(小5)

松本  浩太(小6)

上村  空澄(小6)

櫛野  ｶﾘｯｸ(小6)

ゆめおりAC 55.32

ｼﾞｮｾﾌ ﾆｺﾗｽ陸都(小5)

田草川  拓実(小6)

辻  晴太(小6)

山本  大輝(小6)

ミウラSC 57.78

岩永  陽希(小6)

千野  耀大(小6)

中村  蒼弥(小6)

中條  晄大(小6)

東京ドリーム 57.96

辻田  矩理(小5)

菅谷  光盛(小6)

大場  純太(小5)

後藤  悠大(小5)

男子小
学

１００ｍ 7/26 佐藤  杷奈(小5) 14.34/+0.1

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

堀越  さつき(小5) 東京・板橋AC 14.58/+0.1

内山  ｿﾆｱ(小5) 東京・ゆめおりAC

春本  汐里(小5) 14.64/+0.1

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

太田  楓生(小5) 14.69/+0.1

東京・SLRC

大庭  唯奈(小5) 15.00/+0.1

東京・J.VIC

河田  天(小5) 15.04/+0.1

東京・ゆめおりAC

山内  うた(小5) 15.32/+0.1

東京・ゆめおりAC

女子小
学5年

１００ｍ 7/26 川口  心花(小6) 13.47/-0.1

東京・ゆめおりAC

熊谷  采香(小6) 13.65/-0.1

東京・ゆめおりAC

ﾄﾞｽﾝﾑ ｱｲｼｬﾛﾗ(小6) 13.83/-0.1

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

金山  百合海(小6) 14.31/-0.1

東京・ＫＭＣ陸上ク

関口  茉優(小6) 14.41/-0.1

東京・千住ジュニア

東  海花(小6) 14.43/-0.1

東京・ミウラSC

須藤  杏々(小6) 14.67/-0.1

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

杉原  璃咲(小6) 14.78/-0.1

東京・ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ

女子小
学6年

４×１００ｍ 7/26 ゆめおりAC 53.69

加藤  百花(小6)

内山  ｿﾆｱ(小5)

熊谷  采香(小6)

川口  心花(小6)

スポーツマジック 55.13

原田  優南(小6)

ﾄﾞｽﾝﾑ ｱｲｼｬﾛﾗ(小6)

須藤  杏々(小6)

佐藤  杷奈(小5)

千住ジュニア 57.64

寺内  紗羽(小6)

松下  倫子(小6)

長沼  晴奈(小6)

関口  茉優(小6)

府中ＡＣ 57.81

北條  里奈(小6)

末武  夏実(小6)

松本  巴瑠(小6)

岩田  琴乃(小6)

ＫＭＣ陸上ク 57.82

鈴木  詩花(小6)

磯部  友菜(小6)

田中  里音(小5)

金山  百合海(小6)

いだてん 58.80

桃井  春来(小6)

佐藤  衣恭(小6)

渡辺  みゆ(小6)

佐藤  美桜(小6)

日野JAC  1:01.73

宮澤  眞花(小6)

中村  しおり(小6)

平出  絢音(小6)

鑑  芽生(小6)

女子小
学

凡例（TJR:東京中学新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 9/20 松江  遼大(3) 11.28/+1.4

開成中

杉本  晴駿(3) 11.31/+1.4

大道中

高橋  駿(3) 11.32/+1.0

葛西中

東  柾利(3) 11.37/+1.4

船橋希望中

黒坂  文弥(3) 11.41/+0.8

国分寺三中

池田  優世(3) 11.42/+1.4

亀有中

平井  滉大(3) 11.45/+1.4

調布五中

西  優輝(3) 11.47/+1.4

小山中

３０００ｍ 9/20 平井  璃空(3)  8:53.50

村山学園中

飯國  新太(3)  8:56.96

千住ジュニア

中村  柊一(3)  8:59.64

東蒲中

寺田  向希(3)  9:00.54

立川五中

及川  雄翔(3)  9:01.67

清新一中

岡村  享一(3)  9:05.75

新宿西戸山中

添田  陽大(3)  9:08.60

町田鶴川中

森本  真矢(3)  9:09.51

清新JAC

１１０ｍＨ

(0.991m)

9/20 鮎川  大輝(3) 15.31/+1.3

調布三中

志村  武(3) 15.81/+1.3

町田南大谷中

小椋  拓和(3) 16.13/+1.3

稲城二中

川口  和真(3) 16.34/+1.3

蒲原中

小笠原  大知(3) 16.38/+1.3

府中八中

板倉  颯太(3) 16.96/+1.3

高島三中

畑  志謡(3) 17.47/+1.3

立川四中

石津  航弥(3) 19.15/+1.3

西葛西中

走幅跳 9/20 高原  一希(3)   6m35/+1.2

ＫＭＣ陸上ク

吉田  輝(3)   6m25/-0.1

立石中

水村  慎(3)   6m15/+0.6

新宿西戸山中

宮澤  太陽(3)   6m15/+1.2

中台中

友野  晃誓(3)   6m15/+1.0

御堂中

神津  弘輝(3)   5m98/+0.9

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

塚原  琉資(3)   5m92/+0.6

船橋希望中

木下  敬心(3)   5m56/+1.1

諏訪台中

砲丸投

(5.000kg)

9/20 佐藤  雄大(3)  12m62

北町中

大室  隼人(3)  11m64

足立十二中

古家  徳真(3)  11m47

稲城二中

枝松  倖太郎(3)  11m25

調布三中

倉持  倖大(3)  10m63

新宿西戸山中

小池  哲平(3)  10m35

堺中

犬嶋  匠(3)  10m19

十条富士見中

神田  珠輝(3)   9m09

村山学園中

男子3
年

１００ｍ 9/20 河田  凌(2) 11.53/+0.6

出雲中

山下  悠斗(2) 11.64/+1.2

立川一中

野間  隼人(2) 11.70/+0.6

都富士中

鈴木  司(2) 11.73/+1.2

小石川中等

秋山  准(2) 11.83/+0.6

小山中

豊島  悠真(2) 11.84/+1.2

立石中

髙林  菱(2) 11.87/+0.6

久我山中

小室  輝周(2) 11.93/+1.9

清泉中

１５００ｍ 9/20 吉澤  登吾(2)  4:09.51

桐朋中

中里  温明(2)  4:11.00

二之江中

小坂  羽輝(2)  4:11.04

足立十二中

増田  陸斗(2)  4:14.20

KJR・Ｌ

越前谷  洋武(2)  4:14.83

三鷹二中

中村  幸太郎(2)  4:16.32

葛西中

神邑  亮佑(2)  4:19.25

清新JAC

中村  佑真(2)  4:22.00

KJR・Ｌ

１１０ｍＨ

(0.914m)

9/20 渡部  遥斗(2) 16.08/+1.3

福生二中

小野  浬空(2) 16.14/+1.3

ＫＭＣ陸上ク

江田  一暁(2) 17.03/+1.3

調布三中

大塚  秀明(2) 17.03/+1.3

柏葉中

葛西  悠貴(2) 17.99/+1.3

府中四中

中村  光汰(2) 21.05/+1.3

深川三中

男子2
年

１００ｍ 9/20 髙崎  颯太(1) 11.86/+1.2

小平四中

網野  真(1) 12.39/+0.3

清新JAC

飯塚  蓮慈(1) 12.45/+1.2

東大和一中

渡邉  光(1) 12.50/+1.2

武蔵野東中

丸井  陽太(1) 12.53/-1.2

立石中

阿川  幸史郎(1) 12.56/+1.2

日野一中

酒井  優誠(1) 12.64/+1.2

ゆめおりAC

中原  靖仁(1) 12.64/-1.2

ＫＭＣ陸上ク

１５００ｍ 9/20 曽我  瑛(1)  4:21.33

葛西三中

小林  天(1)  4:23.83

小松川二中

小野  耕作(1)  4:27.13

大道中

樋口  総司(1)  4:31.43

堀切中

小林  駆(1)  4:36.58

小松川二中

山本  隼士(1)  4:44.95

日野一中

新井  信之介(1)  4:45.07

柏葉中

大藤  真之(1)  4:51.78

清新JAC

１００ｍＨ

(0.838m)

9/20 安倍  朋希(1) 15.24/+0.6

巣鴨中

菊地  康介(1) 16.55/-0.7

桜修館中等

小口  翔輝(1) 17.82/+0.6

清新JAC

吉江  健正(1) 18.77/-0.5

調布七中

神宮司  泰稚(1) 19.12/-0.5

ＫＭＣ陸上ク

園田  利玖(1) 19.25/-0.7

調布七中

荒木  力哉(1) 19.26/-0.5

桐朋中

小澤  聡大(1) 19.51/+0.6

西葛西中

男子1
年

走幅跳 9/20 岡崎  冨(2)   6m08/+1.0

大島中

小佐々  快斗(2)   6m07/+0.6

深川五中

足立  直緒己(2)   6m00/+0.8

練馬中村中

加納  名流(2)   5m74/+0.6

府中八中

早坂  朋弥(2)   5m74/+0.5

武蔵野東中

杉田  淳(2)   5m71/+0.4

小岩五中

大神田  秀人(2)   5m68/+0.5

立石中

宮坂  玲皇(2)   5m53/+1.1

ゆめおりAC

砲丸投

(4.000kg)

9/20 小山  虎輝(2)  11m47

練馬中村中

中川  颯真(2)  11m13

瑞雲中

畠山  允弥(2)  10m76

立石中

雅樂  隆人(2)   9m50

小平四中

田中  蔵之助(2)   9m09

立石中

野口  泰誠(2)   8m93

瑞雲中

男子
1･2年

４００ｍ 9/20 風間  晨(3) 52.87

広尾学園中

内藤  朔也(2) 56.39

立川五中

佐々木  天翔(3) 57.85

足立十三中

走高跳 9/20 関根  翔和(3) 1m84

上板橋三中

島野  楓真(3) 1m84

十条富士見中

井上  恭伍(2) 1m63

奥戸中

吉原  信繁(3) 1m60

三鷹中等中

大鰐  椋(2) 1m55

蒲原中

棒高跳 9/20 本郷  達也(3) 4m10

十条富士見中

福田  玄太郎(3) 3m40

都富士中

佐藤  楓波(3) 3m00

あきる野西中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 9/20 佐々木  瑛太(2)  53m00

ゆめおりAC

塚本  温気(3)  46m86

御堂中

高橋  諒(3)  45m02

桐朋中

梨本  湖太郎(3)  41m53

緑野中

京角  史都(3)  40m78

ゆめおりAC

新海  悠太(3)  37m07

都富士中

柏﨑  渉(1)  33m48

立石中

大桃  司(1)  32m23

足立花保中

男子共
通



第32回東京ジュニア陸上競技大会 20130011 2020年9月20日(日)      決勝一覧表
八王子市上柚木公園陸上競技場 132080

  Page: 22020/09/20 16:23:10

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 9/20 仲村  莉恵(3) 13.16/-0.1

西葛西中

三上  ｱﾐﾅ(3) 13.20/+1.9

深川三中

村上  夢空(3) 13.26/+0.3

小岩二中

樋田  なつ美(3) 13.27/+1.9

立石中

小川  さくら(3) 13.29/+0.3

足立十二中

高崎  結衣(3) 13.30/+1.9

金井中

原  あかり(3) 13.32/+1.9

ペンタスAC

石川  優咲(3) 13.37/+0.3

葛西三中

３０００ｍ 9/20 池田  悠音(3) 10:03.72

葛西三中

大木  志桜(3) 10:06.78

明星中

茂野  葉湖(3) 10:09.36

KJR・Ｌ

人見  優来(3) 10:14.67

WGTC

三品  惠奈(3) 10:18.10

二之江中

保坂  萌(3) 10:19.74

KJR・Ｌ

杉田  好美(3) 10:20.26

葛飾新宿中

吉岡  礼葉(3) 10:36.70

東綾瀬中

１００ｍＨ

(0.762m)

9/20 山上  沙羅(3) 15.58/+1.3

調布三中

来山  柚子(3) 15.73/+1.3

府中六中

宮﨑  愛乃音(3) 17.60/+1.3

赤塚一中

松本  かさね(3) 17.83/+1.3

府中三中

会田  結(3) 17.99/+1.3

小岩二中

菱井  夕夏(3) 18.09/+1.3

東綾瀬中

走幅跳

砲丸投

(4.000kg)

9/20 尾崎  明維(3)   9m75

府中六中

濱名  亜也(3)   9m40

調布三中

中島  里彩(3)   9m15

松濤中

谷山  彩葉(3)   8m90

小山中

女子3
年

１００ｍ 9/20 本  天青大(2) 12.73/+0.8

二之江中

岩本  真帆(2) 12.99/+0.8

普連土学園中

佐藤  柚香(2) 13.19/+0.8

日野一中

越永  詩衣梨(2) 13.24/-0.0

緑野中

小若  歩羽(2) 13.35/-0.0

足立十二中

西村  心希(2) 13.42/-0.0

府中八中

津下  汐星(2) 13.49/-0.0

緑野中

五味  彩花(2) 13.50/+1.2

船橋希望中

１５００ｍ 9/20 鈴木  結衣(2)  4:43.61

ＫＭＣ陸上ク

野口  麻衣子(2)  4:44.02

出雲中

徳竹  陽乃(2)  4:46.79

拝島中

柏井  心乃(2)  4:47.82

KJR・Ｌ

大塚  あかり(2)  4:48.67

忍岡中

臼井  瑠花(2)  4:49.65

日野四中

竹安  結衣(2)  4:50.81

清新一中

東  希美(2)  5:00.33

五日市中

１００ｍＨ

(0.762m)

9/20 仮屋  愛優(2) 15.05/-1.2

ゆめおりAC

村松  瑠奈(2) 15.24/-0.0

武蔵野東中

田中  美優(2) 15.35/-1.2

渋谷本町学園中

明石  侑奈(2) 15.81/-1.2

調布三中

澤井  唯乃(2) 15.97/-0.0

ゆめおりAC

山田  優奈(2) 16.18/-1.2

拝島中

宮田  夢々楓(2) 16.35/-1.0

あきる野西中

小池  恵生(2) 16.90/-1.0

羽村二中

女子2
年

１００ｍ 9/20 大上  ｶﾚﾝ(1) 13.11/+0.5

早稲田実業中

本多  紗季(1) 13.38/+0.5

ゆめおりAC

前田  夏歩(1) 13.46/+0.5

八潮学園中

管野  さくら(1) 13.49/+0.6

立石中

渡辺  琴(1) 13.70/+0.5

第二砂町中

榎本  果歩(1) 13.78/+0.5

立川四中

山口  采実(1) 13.82/-0.9

調布三中

斎藤  真衣子(1) 13.83/+0.7

ゆめおりAC

８００ｍ 9/20 大矢  涼夏(1)  2:24.16

葛飾新宿中

大木  心夏(1)  2:25.15

明星中

天宮  咲恵(1)  2:27.43

千住ジュニア

松田  悠楽(1)  2:27.65

ＫＭＣ陸上ク

石川  理央(1)  2:30.05

青梅新町中

千田  怜奈(1)  2:32.29

桜道中

金子  理子(1)  2:33.04

ＫＭＣ陸上ク

鈴木  真央(1)  2:33.70

日大豊山女子中

１００ｍＨ

(0.762m)

9/20 槇村  せいあ(1) 15.30/-0.1

ＫＭＣ陸上ク

武田  愛白(1) 16.25/-0.1

ミウラSC

高橋  怜美(1) 16.60/-0.5

ゆめおりAC

山上  瑠奈(1) 16.94/-0.1

調布三中

佐藤  ひなの(1) 17.13/-0.5

ＫＭＣ陸上ク

堀田  菜々花(1) 19.76/-0.5

西葛西中

伊藤  夢結(1) 19.93/-0.1

矢口中

若松  萌々子(1) 19.98/-0.5

立川二中

女子1
年

走幅跳

砲丸投

(2.721kg)

9/20 工藤  優里亜(2)   9m57

文花中

渡部  雫琉(2)   9m19

西葛西中

清水  愛優(2)   8m83

武蔵村山一中

木下  優花(2)   8m62

十条富士見中

女子
1･2年

２００ｍ 9/20 多治見  優(2) 26.54/-0.3

東島根中

倉﨑  なつみ(3) 26.93/-0.3

立石中

福西  和香子(2) 27.07/-0.3

府中六中

本間  優来(3) 27.62/+1.3

二之江中

萩原  知衣子(3) 28.04/-0.3

深川三中

田中  愛海瑠(3) 28.16/+1.3

金町中

中田  葵(2) 28.29/+1.3

足立十一中

須田  怜未(3) 28.31/+1.3

桐朋女子中

走高跳 9/20 木内  伶奈(3) 1m55

新宿西戸山中

南戸  萌花(3) 1m49

蒲原中

西原  陽菜美(3) 1m46

緑野中

石川  裕美(3) 1m43

府中六中

山本  伊織(3) 1m43

調布三中

小峠  しずか(3) 1m35

国分寺三中

鈴木  杏咲美(3) 1m35

東大附属中

千葉  玲奈(2) 1m35

松溪中

棒高跳 9/20 遠藤  芽衣(3) 3m00

都富士中

加藤  優空(2) 2m50

五日市中

角野  樹里(3) 2m50

五日市中

篠木  愛実(2) 2m20

あきる野西中

呑口  智穂(2) 1m90

千寿桜堤中

円盤投

(1.000kg)

9/20 村田  梨織(3)  27m75

御堂中

佐藤  沙弥花(3)  22m48

府中六中

入ｹ町  莉子(3)  20m19

開進四中

本多  夏花(2)  17m34

府中六中

飯野  七色花(3)  16m69

赤塚一中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 9/20 田崎  ほなみ(2)  35m66

瑞雲中

種谷  みのり(3)  30m10

御堂中

平井  理沙(1)  28m11

西葛西中

岡本  桜奈(3)  27m87

開進四中

小川  華央(3)  25m76

松濤中

手嶋  ことは(1)  22m09

多摩辺中

安田  芽生(1)  21m78

瑞雲中

ｶﾞｰﾄﾞﾅ  ﾚｲﾁｪﾙ(1)  20m52

松濤中

女子共
通
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 9/21 岩本  然(5) 13.69/-0.1

ＫＭＣ陸上ク

横江  豪(5) 13.77/-0.1

BESTSPORTS

伊藤  遼二郎(5) 14.21/-0.1

ゆめおりAC

堀井  徳仁(5) 14.32/-0.1

SLRC

目黒  蓮大(5) 14.36/-0.1

東京陸協

中野  新太(5) 14.50/-0.1

いだてん

ｼﾞｮｾﾌ  ﾆｺﾗｽ陸都(5) 14.75/-0.1

ゆめおりAC

鎌田  夏(5) 14.79/-0.1

ＫＭＣ陸上ク

男子５年

１００ｍ 9/21 萩原  悠海(6) 12.90/+0.7

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

中村  建貴(6) 13.18/+0.7

江東ＪＡＣ

池田  悠斗(6) 13.28/+0.7

ＫＭＣ陸上ク

小萱  暁遠(6) 13.39/+0.7

ゆめおりAC

原  虎太朗(6) 13.41/+0.7

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

杉田  壮哉(6) 13.41/+0.7

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

市川  優空(6) 13.42/+0.7

Ｒ－キッズ

ｲﾙﾏｽ  琉生(6) 13.49/+0.7

千住ジュニア

男子６年

８００ｍ 9/21 北山  俊太朗(6)  2:18.60

千住ジュニア

山川  朔太朗(6)  2:24.16

千住ジュニア

出家  恒知(6)  2:24.50

千住ジュニア

麻田  結斗(6)  2:24.51

千住ジュニア

中村  和真(6)  2:24.94

KJR・Ｌ

石井  幹成(6)  2:24.98

千住ジュニア

東條  暖(6)  2:25.55

ゴーワイルド

松下  幸永(6)  2:25.59

城北AC

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(全国ﾙｰﾙ)

80mH-走高跳

9/21 辻  晴太(6)  2132

ゆめおりAC

12.86/-2.1-1m26

山口  敬二郎(6)  1894

清新JAC

13.51/-2.1-1m15

葛西  翔大(6)  1737

ＫＭＣ陸上ク

14.09/-0.6-1m10

細渕  希(6)  1695

府中ＡＣ

15.21/-0.6-1m23

小笠原  結大(5)  1605

ゆめおりAC

15.54/-0.6-1m20

松下  穂高(6)  1574

ＫＭＣ陸上ク

14.71/-0.9-1m05

篠原  葵羽(6)  1540

SEIV

15.58/-0.9-1m15

岡本  悠哉(6)  1526

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

15.66/-0.6-1m15

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

9/21 藤田  環(6)  1906

MJアスリーツ

4m56/-0.2-39m18

上田  惺(6)  1757

東京陸協

3m58/+0.3-45m33

飯塚  蒼士(5)  1753

玉川学園陸上

3m57/-0.4-45m30

中條  晄大(6)  1711

ミウラSC

4m16/+0.4-35m10

民谷  和暉(6)  1678

青南ＳＣ

3m28/-0.6-45m60

山本  大輝(6)  1672

ゆめおりAC

4m63/-0.5-26m68

大槻  敬人(6)  1665

あきる野KC

3m85/+0.9-37m13

安藤  寧音(6)  1635

URC八王子

3m44/-0.3-41m31

男子５・６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞC

(独自)

60m-走幅跳

9/21 早瀬  舜(4)  1692

ﾌｫﾙﾃ世田谷

8.86/+1.0-3m52/+0.1

安波  慎二(4)  1573

ゆめおりAC

9.22/-0.2-3m50/+1.7

伊藤  壮歩(4)  1505

ゆめおりAC

9.40/-0.1-3m46/+1.2

中村  勇希(4)  1484

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

9.28/-0.8-3m25/+0.4

榎戸  隼之介(4)  1472

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

9.47/+0.0-3m42/+0.7

岸  建瑠(4)  1472

バディ陸上

9.57/-0.8-3m53/-2.2

上野  柚貴(4)  1466

ゆめおりAC

9.49/-1.1-3m42/-1.2

厨川  十羽(4)  1458

ゴーワイルド

9.47/-0.4-3m37/+1.1

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞD

(独自)

ｼﾞｬﾍﾞ-60mH

9/21 瀬川  駿(4)  1536

ＫＭＣ陸上ク

33m75-11.66/+0.1

前澤  樹希(4)  1505

ＫＭＣ陸上ク

31m29-11.49/+0.7

杉原  颯馬(4)  1501

ファンアンドラン

35m31-12.26/+0.7

唐鎌  琉依(4)  1410

東京ドリーム

28m84-11.90/+0.7

嶋津  海寿(4)  1387

ＫＭＣ陸上ク

24m95-11.39/+0.8

粟津  琥士郎(4)  1377

バディ陸上

24m77-11.44/+0.1

岡田  薫(4)  1346

Ｒ－キッズ

26m07-11.97/+0.7

竹内  十朗(4)  1280

白金クラブ

27m09-12.75/+0.8

男子３・４年

１００ｍ 9/21 佐藤  杷奈(5) 14.45/-1.2

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

内山  ｿﾆｱ(5) 14.50/-1.2

ゆめおりAC

田中  里音(5) 14.65/-1.2

ＫＭＣ陸上ク

木場  羽菜(5) 14.80/-1.2

JointFlow

河田  天(5) 14.94/-1.2

ゆめおりAC

大庭  唯奈(5) 14.99/-1.2

J.VIC

田尻  実奈海(5) 15.13/-1.2

清新JAC

平井  心(5) 15.15/-1.2

武蔵野東AC

女子５年

１００ｍ 9/21 熊谷  采香(6) 13.55/+0.0

ゆめおりAC

川口  心花(6) 13.74/+0.0

ゆめおりAC

鈴木  優菜(6) 13.77/+0.0

清新JAC

ﾄﾞｽﾝﾑ  ｱｲｼｬﾛﾗ(6) 14.08/+0.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

東  海花(6) 14.29/+0.0

ミウラSC

関口  茉優(6) 14.44/+0.0

千住ジュニア

須藤  杏々(6) 14.60/+0.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

佐藤  衣恭(6) 14.65/+0.0

いだてん

女子６年

８００ｍ 9/21 一兜  咲子(6)  2:21.24

済美山AC

松井  瞳空(6)  2:29.90

KJR・Ｌ

前橋  莉桜(6)  2:29.95

東京ドリーム

松下  倫子(6)  2:31.41

千住ジュニア

松本  素直(6)  2:31.69

清新JAC

永渡  希音(6)  2:31.91

清新JAC

小林  彩音(5)  2:33.37

清新JAC

長沼  晴奈(6)  2:33.67

千住ジュニア

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(全国ﾙｰﾙ)

80mH-走高跳

9/21 金山  百合海(6)  1846

ＫＭＣ陸上ク

13.45/+1.6-1m10

大西  優奈(6)  1837

ゆめおりAC

14.18/-0.1-1m20

横山  葵美(6)  1754

ゆめおりAC

13.99/-0.1-1m10

鈴木  詩花(6)  1752

ＫＭＣ陸上ク

14.00/+0.7-1m10

末武  夏実(6)  1743

府中ＡＣ

14.93/+1.6-1m23

佐藤  深青(6)  1728

バディ陸上

14.48/+1.6-1m15

岩田  琴乃(6)  1723

府中ＡＣ

14.51/-0.1-1m15

北條  里奈(6)  1702

府中ＡＣ

14.63/+0.7-1m15

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

9/21 滝本  優羽(6)  1675

東京ドリーム

3m29/ 0.0-45m35

磯部  友菜(6)  1455

ＫＭＣ陸上ク

3m91/-0.7-25m96

石橋  幸歩(6)  1430

バディ陸上

3m51/+0.3-30m24

平田  椛七(5)  1403

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

3m50/-0.2-29m05

林  杏樹(6)  1356

東京ドリーム

3m28/-0.1-29m71

山本  夏翠(6)  1318

TRAC

3m84/-0.6-20m16

野間  芽実(6)  1297

ゆめおりAC

3m51/-0.1-23m68

池田  識香(6)  1269

SEIV

3m12/-0.9-27m67

女子５・６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞC

(独自)

60m-走幅跳

9/21 田中  柚南(4)  1503

清新JAC

9.44/+0.3-3m50/+0.2

松井  杏莉(4)  1496

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

9.18/+0.6-3m18/-0.6

柴田  愛理(4)  1439

ティガAC

9.68/+0.5-3m54/-0.2

大島  文(4)  1395

ﾌｫﾙﾃ江東

9.58/+0.5-3m27/+0.0

内山  和奏(4)  1390

ゆめおりAC

9.65/+0.6-3m33/+0.5

新坂  空亜(4)  1357

日野JAC

9.54/-0.4-3m09/-1.1

前田  彩帆(4)  1353

MRC

9.83/+0.5-3m40/+0.0

水上  花蓮(4)  1318

ファンアンドラン

9.88/+0.3-3m33/-0.6

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞD

(独自)

ｼﾞｬﾍﾞ-60mH

9/21 藤本  美理(4)  1258

*C1ファンアンドラン

20m95-11.81/+2.2

佐々木  純葉(4)  1252

*C1ゆめおりAC

17m61-11.26/+2.2

宮腰  芽吹(4)  1063

エムズ８１

17m20-12.89/+1.0

高木  柚奈(4)  1044

ＫＭＣ陸上ク

10m63-11.86/+1.0

横山  菜奈(3)   982

ゆめおりAC

12m99-12.86/+1.0

税所  ももな(3)   976

バディ陸上

10m59-12.47/+1.0

青池  杏里(4)   906

*C1白金クラブ

18m25-14.52/+2.2

柴垣  結愛(3)   889

*C1ゆめおりAC

9m21-13.00/+2.2

女子３・４年

４×１００ｍ 9/21 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 52.25

佐藤  杷奈(5)

杉田  壮哉(6)

ﾄﾞｽﾝﾑ  ｱｲｼｬﾛﾗ(6)

萩原  悠海(6)

ゆめおりAC 52.63

田草川  拓実(6)

小萱  暁遠(6)

熊谷  采香(6)

川口  心花(6)

ＫＭＣ陸上ク 53.55

岩本  然(5)

田中  里音(5)

金山  百合海(6)

池田  悠斗(6)

千住ジュニア 53.99

寺内  紗羽(6)

関口  茉優(6)

ｲﾙﾏｽ  琉生(6)

小林  修三(6)

いだてん 54.34

佐藤  美桜(6)

佐藤  衣恭(6)

松本  浩太(6)

櫛野  ｶﾘｯｸ(6)

清新JAC 55.52

山本  大幹(6)

鈴木  優菜(6)

北住  莉恋(6)

山口  敬二郎(6)

東京ドリーム 56.18

前橋  莉桜(6)

菅谷  光盛(6)

後藤  悠大(5)

佐藤  真央(6)

日野JAC 57.36

土屋  昇亮(6)

砂川  響介(6)

宮澤  眞花(6)

中村  しおり(6)

男女小学

凡例（*C1:追風参考(得点参考記録)）



男子小学1年生 50m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 8秒61 -0.5 鵜沢  こはく ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 8秒68 -1.3 佐藤  琉我 清新JAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 8秒70 +1.8 荻原  培 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

4 8秒86 -1.1 須藤  瑛 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 8秒91 +1.3 入江  健太 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 8秒93 -1.1 飯田  匠海 ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗｽ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 8秒96 +1.1 木村  蓮 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 9秒08 +1.1 不破  悠 F27小 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 9秒09 -0.5 真藤  悠生 SLRC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

10 9秒13 +0.0 鈴木  陽太 東京KC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

男子小学2年生 50m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 8秒14 +0.8 中村  貴陽 BXRC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1 8秒14 +0.8 堀籠  優成 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 8秒15 +0.8 菅野  優平 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 8秒24 +0.8 河野  成悟 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 8秒38 -0.6 高橋  大地 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 8秒41 -1.6 橘田  青真 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

7 8秒47 +1.9 林  龍成 東京陸協 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 8秒55 -1.6 小池  太陽 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

9 8秒57 -0.9 中野  睦良 いだてんｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

10 8秒59 +1.0 寺村  陸 東京KC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

10 8秒59 +1.9 丹羽  龍 ﾌｫﾙﾃ世田谷 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

男子小学3年生 60m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 9秒25 -0.6 板垣  星那 ﾌｫﾙﾃ江東 チャレンジカップ 駒沢 8月8日

2 9秒28 +1.5 加藤  瑛斗 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 9秒35 +0.1 吉田  空矢 R-ｷｯｽﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 9秒46 +0.8 加藤  嵩都 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

5 9秒55 +0.1 福原  瑚央 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 9秒55 +1.9 林  金時 聖徳ｸﾗﾌﾞ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

7 9秒59 +0.9 新村鳳麿  R-ｷｯｽﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 9秒65 -0.1 飯島  唯斗 TRAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 9秒71 +0.0 白石  怜大 東京KC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 9秒73 -0.5 小川  凛太郎 朝日小 チャレンジカップ 駒沢 8月8日



男子小学4年生 60m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 8秒66 +0.4 早瀬  舜 ﾌｫﾙﾃ世田谷 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 8秒86 +1.0 堀口  侑佑 ﾌｫﾙﾃ世田谷 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

3 9秒02 +1.2 秋葉  煌輔 日野JAC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

4 9秒03 +0.4 安波  慎二 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 9秒05 +0.4 伊藤  壮歩 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 9秒08 +0.8 戸塚  陵太 ﾌｫﾙﾃ三鷹小 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 9秒12 +1.2 中村  勇希 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

8 9秒14 +1.2 厨川  十羽 ｺﾞｰﾜｲﾙﾄﾞ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

9 9秒17 +1.2 嶋津  海寿 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

10 9秒21 +1.2 鎌田  浩輔 千住ジュニア 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

男子小学3年生 100m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 15秒42 +1.9 大前  快斗 KJR･L 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

2 16秒22 -0.7 上原  正太郎 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

3 16秒83 -2.5 行広  駿太 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

4 17秒01 -0.7 深谷  尚史 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

5 17秒07 +1.5 増田  義久 RUN JO KAI 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

6 17秒15 -2.5 杉本  修都 MJｱｽﾘｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

7 17秒30 -2.5 浦  玄樹 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

8 17秒50 -2.5 小嶋  怜伊 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

9 17秒66 -0.7 新納  吾蓮 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

10 17秒93 -2.5 中坊  京也 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

男子小学4年生 100m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 14秒57 -1.0 早瀬  舜 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

2 15秒00 +1.9 鎌田  浩輔 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

3 15秒04 -0.3 鎌田  健矢 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

4 15秒06 -1.1 戸塚  陵太 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

5 15秒09 -1.0 中村  勇希 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

6 15秒31 -1.1 国府田  亮 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

7 15秒32 -0.8 榎戸  隼之介 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

8 15秒44 +1.9 青木  楓真 KJR･L 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

9 15秒93 -1.0 藤田  優吾 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

10 15秒95 -1.1 松田  陸仁 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日



男子小学5年生 100m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 13秒55 +2.0 岩本  然 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

2 13秒67 +1.1 横江  豪 BESTSPORTS 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

2 13秒67 +1.5 堀井  徳仁 SLRC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

4 13秒76 +1.5 中野  新太 いだてんｸﾗﾌﾞ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

4 13秒76 +1.5 山県  蒼一朗 ﾐｳﾗSC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

6 14秒09 +2.0 目黒  蓮大 東京陸協 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 14秒12 +1.4 伊藤  遼二郎 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 14秒27 -0.4 松崎  来門 ﾍﾟﾝﾀｽAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

8 14秒27 -0.9 ｼﾞｮｾﾌ･ﾆｺﾗｽ陸都  ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

10 14秒36 +2.0 鎌田  夏 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

男子小学6年生 100m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 12秒48 +0.8 萩原  悠海 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

2 12秒70 -0.4 杉田  壮哉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 12秒84 -0.4 中村  建貴 江東JAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

4 12秒88 -2.4 斎藤  大雅 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

5 13秒04 -0.7 市川  優空 R-ｷｯｽﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

6 13秒05 +0.8 池田  悠斗 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

7 13秒08 +0.8 千野  耀大 ﾐｳﾗSC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

8 13秒11 +0.5 小林  修三 千住ｼﾞｭﾆｱ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

9 13秒16 +0.7 ｲﾙﾏｽ  琉生 千住ｼﾞｭﾆｱ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 13秒18 +0.5 小萱  暁遠 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

男子小学3年生 800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 行広  駿太 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

2 大前  快斗 KJR･L 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

3 北山凌太朗  千住ｼﾞｭﾆｱ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

4 北田  悠真 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

5 渡辺  光 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

6 原田  健吾 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

7 深谷  尚史 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

8 増田  義久 RUN JO KAI 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

9 伊沢  歩生 SLRC 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

10 小口  大翔 清新JAC 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

記録

3分01秒96

3分02秒82

3分03秒20

3分03秒43

2分52秒37

2分53秒52

2分56秒32

2分57秒59

3分00秒78

3分01秒66



男子小学4年生 800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 嶋津  海寿 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

2 横山  晴馬 清新JAC 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

3 豊里  壮矢 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

4 日野 颯介 ﾓﾝｼﾞｭﾆ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

5 麻田  朔生 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

6 渡辺  理生 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

7 伊藤  洋輝 清新JAC 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

8 榎戸  隼之介 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

9 岡崎  翔 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

10 唐鎌  琉依 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

男子小学5年生 800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 多比良  京弥 千住ｼﾞｭﾆｱ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

2 村松  丈慈 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

3 宮永  陽太 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

4 渡辺  幸輝 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

5 江上  泰正 東京城北AC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 武士  政伸 東京ﾄﾞﾘｰﾑ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

7 赤尾杉  夏斗 千住ｼﾞｭﾆｱ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

8 丸山  凛久 MJｱｽﾘｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

9 関口  春輔 ｴﾑｽﾞ81 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

10 俣野  煌太 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

男子小学6年生 800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 北山  俊太朗 千住ｼﾞｭﾆｱ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

2 小林  修三 千住ｼﾞｭﾆｱ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 出家  恒知 千住ｼﾞｭﾆｱ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

4 細井  渚吾 MJｱｽﾘｰﾂ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

5 山川  朔太朗 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

6 大胡  柊人 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

7 麻田  結斗 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

7 東条  暖 ｺﾞｰﾜｲﾙﾄﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

9 中村  和真 KJR･L 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 石井  幹成 千住ｼﾞｭﾆｱ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

2分38秒23

2分38秒55

記録

2分53秒97

2分55秒08

2分29秒14

2分32秒25

2分32秒41

2分36秒21

2分41秒68

2分42秒96

2分44秒65

2分45秒51

2分46秒45

2分50秒30

記録

2分13秒12

2分19秒52

2分19秒62

2分23秒33

2分23秒68

2分23秒95

2分36秒71

2分38秒37

2分38秒57

2分39秒56

2分39秒91

2分41秒33

記録

2分24秒23

2分24秒23

2分24秒94

2分24秒98



男子小学3年生 60mH(60.0cm_6.0m)

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 12秒35 +1.1 行広  駿太 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 12秒57 +1.1 吉野  魁人 清新JAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 12秒58 +1.1 大西  凌駆 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 12秒68 +0.8 小口  大翔 清新JAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

5 13秒25 -2.4 佐藤  辰乃介 板橋AC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

6 13秒31 +0.8 渡辺  光 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 14秒40 +0.2 杉田  晴哉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 15秒93 -2.4 立木  佑之介 田園調布小 チャレンジカップ 駒沢 8月8日

9 16秒96 +0.1 岩楯  逸冴 清新JAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

男子小学4年生 60mH(60.0cm_6.0m)

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 11秒18 +1.5 前沢  樹希 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

2 11秒31 +1.5 豊里  壮矢 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

3 11秒35 -1.3 嶋津  海寿 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 11秒38 +1.7 瀬川  駿 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

5 11秒44 +0.1 粟津  琥士郎 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 11秒65 +1.9 森井  大耀 ﾌｫﾙﾃ世田谷 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 11秒80 -2.5 岸  建瑠 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

8 11秒90 +0.7 唐鎌  琉依 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

9 11秒97 +0.7 岡田  薫 R-ｷｯｽﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 12秒24 +1.7 岡田  海翔 東京ドリーム 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

男子小学5年生 80mH(70cm_7.0m)

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 13秒17 -0.9 岩本  然 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

2 14秒78 -1.6 小笠原  結大 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 15秒20 -1.6 三上  鷹雅 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

4 15秒23 -2.1 鎌田  夏 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ ジュニアユーストラックレース 新河岸 11月23日

5 15秒32 -0.9 伊藤  遼二郎 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

6 15秒44 -0.9 関  佑大 TRAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

7 15秒62 -0.9 宮入  令穏 府中AC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 15秒75 -2.1 水口  豪志 青南SC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

9 16秒68 -0.9 市  佳佑 府中AC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

10 16秒90 -2.1 川島  海翔 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日



男子小学6年生 80mH(70cm_7.0m)

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 12秒23 +1.8 池田  悠斗 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

2 12秒43 -0.7 辻  晴太 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 13秒26 -0.7 山口  敬二郎 清新JAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

4 13秒38 -0.7 千野  耀大 ﾐｳﾗSC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

5 13秒39 -0.7 葛西  翔大 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

6 13秒72 -2.1 門脇  駿 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

7 14秒01 -1.0 竹田  真人 ﾌｫﾙﾃ江東 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

8 14秒27 -1.1 岩永  陽希 ﾐｳﾗSC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

9 14秒30 +1.8 中条  晄大 ﾐｳﾗSC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

10 14秒31 -1.1 松下  穂高 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

男子小学5年生 走高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 小笠原  結大 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

1 市  佳佑 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 関  佑大 TRAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

3 大和田  諒太朗 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 宮永  陽太 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

6 宮入  令穏 府中AC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 河野  圭一郎 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 川島海翔  ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 亀倉  諒 府中AC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 水口  豪志 青南SC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 ｼﾞｮｾﾌ･ﾆｺﾗｽ陸都  ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

男子小学6年生 走高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 萩原  悠海 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 山本  大輝 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

3 岡本  悠哉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

4 辻  晴太 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

4 三枝  孝遥 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 細渕  希 府中AC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 葛西  翔大 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

7 佐藤  惺天 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

7 古川  達也 江東JAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

10 篠原  葵羽 SEIV 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 山口  敬二郎 清新JAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日
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1ｍ15

1ｍ15

1ｍ10
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1ｍ05

1ｍ20
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記録
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1ｍ26
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1ｍ05
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1ｍ27
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男子小学3年生 走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 3ｍ41 +1.1 加藤  嵩都 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

2 3ｍ33 +0.8 吉田  空矢 R-ｷｯｽﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 3ｍ32 +0.7 原田  健吾 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

4 3ｍ31 +0.8 杉本  修都 MJｱｽﾘｰﾂ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

5 3ｍ16 -0.3 中村  環久 多摩川小 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

6 3ｍ13 0.0* 深谷  尚史 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

7 3ｍ08 +1.2 野村  啓悟 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

8 3ｍ07 -0.9 黒谷  陽大 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

9 3ｍ06 +1.9 福原  瑚央 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 3ｍ05 +0.9 加藤  瑛斗 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 3ｍ05 +1.3 岡田  昇大 SLRC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

10 3ｍ05 -0.7 須山  慶 清新JAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

男子小学4年生 走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 3ｍ70 +1.0 松田  陸仁 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

2 3ｍ68 +0.8 真野  纂 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 3ｍ53 +1.0 榎戸  隼之介 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

3 3ｍ53 0.0* 厨川  十羽 ｺﾞｰﾜｲﾙﾄﾞ世田谷 板橋ジュニア夏季記録会 新河岸 8月30日

3 3ｍ53 -2.2 岸  建瑠 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 3ｍ52 +0.1 堀口  侑佑 ﾌｫﾙﾃ世田谷 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 3ｍ52 +0.1 早瀬  舜 ﾌｫﾙﾃ世田谷 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 3ｍ50 +1.7 安波  慎二 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 3ｍ50 -0.4 城戸  莞爾 青南SC 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

10 3ｍ49 +0.8 山本  遼汰 ﾃｨｶﾞAC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

男子小学5年生 走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 4ｍ24 -0.1 甲斐  翔太郎 MJｱｽﾘｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

2 4ｍ07 +1.3 渡辺  幸輝 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 4ｍ01 -0.9 日比野  穣 ｱｶﾃﾞﾐｰJr 板橋選手権 新河岸 10月4日

4 3ｍ99 +1.4 橘  新之輔 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

5 3ｍ77 +0.5 関口  春輔 ｴﾑｽﾞ81 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 3ｍ73 +1.4 今福  康介 東京陸協 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 3ｍ68 -0.2 松尾  綴 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

8 3ｍ67 +0.3 水口  豪志 青南SC 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

9 3ｍ63 -1.2 水上  颯太 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

10 3ｍ60 +0.4 榛葉  孝紀 スポーツマジック 板橋ジュニア夏季記録会 新河岸 8月30日

10 3ｍ60 +1.5 宮入  令穏 府中ＡＣ チャレンジカップ 駒沢 10月31日



男子小学6年生 走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 4ｍ79 +0.6 山本  大輝 ゆめおりAC ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

2 4ｍ78 -0.9 辻  晴太 ゆめおりAC 板橋選手権 新河岸 10月4日

3 4ｍ63 -0.2 藤田  環 MJｱｽﾘｰﾂ ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

4 4ｍ56 +0.1 三枝  孝遥 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 4ｍ49 0.0* 小東  孝徳 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

6 4ｍ41 +1.3 原  虎太朗 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 4ｍ35 +1.8 中条  晄大 ﾐｳﾗSC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

8 4ｍ24 +0.7 鈴木  知生 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 4ｍ21 -0.1 藤原  啓寛 白金ｸ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

10 4ｍ15 +1.0 小萱  暁遠 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

男子小学3年生 ジャベリックボール投（約140g）

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 山口  裕海 朝日小 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

2 杉田  晴哉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 福原  瑚央 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

4 榊原  成那 赤坂小 チャレンジカップ 駒沢 8月8日

5 中村  環久 多摩川小 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

6 小川  凛太郎 朝日小 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

7 田村  智揮 白金ｸ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

8 中嶋  琉偉 SRC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

9 広橋  大河 朝日小 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

10 平石  凛玖 GrowSports チャレンジカップ 駒沢 11月1日

男子小学4年生 ジャベリックボール投（約140g）

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 杉原  颯馬 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

2 安斎  帆十 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 蔡  嶺応 東京ﾄﾞﾘｰﾑ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

4 木下  蒼一 府中AC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

5 池本  究太 東京KC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

6 安波  慎二 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

7 瀬川  駿 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 今井  夏 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

9 大野  瑛斗 FSAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

10 豊里  壮矢 東京ドリーム チャレンジカップ 駒沢 8月8日

記録
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男子小学5年生 ジャベリックボール投（約140g）

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 飯塚  蒼士 玉川学園陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

2 関  悠生 東京ﾄﾞﾘｰﾑ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 大場  純太 東京ﾄﾞﾘｰﾑ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 鈴木  和貴 白金ｸ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

5 俣野  煌太 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 田中  汰知 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 内田  悠斗 ｴﾑｽﾞ81 チャレンジカップ 駒沢 8月9日

8 関口  春輔 ｴﾑｽﾞ81 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

9 平石  凛生 GrowSports チャレンジカップ 駒沢 10月31日

10 横江  豪 BESTSPORTS チャレンジカップ 駒沢 8月9日

男子小学6年生 ジャベリックボール投（約140g）

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 南嶋  潤 ｽｸﾘﾌﾟﾄAC ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

2 藤原  啓寛 白金ｸ ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

3 大杉  真人 千住ｼﾞｭﾆｱ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 民谷  和暉 青南SC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

5 上田  惺 東京陸協 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 藤田  環 MJｱｽﾘｰﾂ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

7 鈴木  知生 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 安藤  寧音 URC八王子 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 山下  博輝 東京陸協 ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

10 岩井  宏朋 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ チャレンジカップ 駒沢 8月9日
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小学生男子4×100mR

記録 チーム 競技会名 競技場名 競技年月日

52秒20 フォルテスポーツ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

52秒51 スポーツマジック チャレンジカップ 駒沢 11月1日

53秒51 いだてんクラブ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

54秒00 ＫＭＣ陸上クラブ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

54秒42 千住ジュニア 東京選手権 駒沢 7月26日

54秒43 ゆめおりＡＣ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

54秒84 ミウラＳＣ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

56秒49 東京ドリーム チャレンジカップ 駒沢 11月1日

57秒58 ＭＪアスリーツ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

58秒96 アカデミーＪｒ 板橋選手権 新河岸 10月4日

59秒43 府中ＡＣ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

1分00秒49 青南ＳＣ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

1分01秒72 渋谷ほんまち 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

1分02秒83 ファンアンドラン チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1分02秒87 ＳＬＲＣ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

順位

15

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

細渕  希-大和田  諒太朗-宮入  令穏-市  佳佑

水口    豪志-木山    翔和-武藤    浩太郎-谷    弘仲

田中    瑛祷-森  明良太-森  日向太-森田  湊大

藤田  優吾-杉原  颯馬-上原    正太郎-松田  陸仁

上杉    凌太郎-井上    勝太-若林  慶一郎-北村  皆登

麻田  結斗-北山  俊太朗-出口  覇迦-小林  修三

ジョセフ・ニコラス陸都-奥沢  雄音-辻  晴太-伊藤  遼二郎

山県  蒼一朗-千野  耀大-岩永  陽希-中条  晄大

辻田  矩理-菅谷  光盛-大場  純太-後藤    悠大

桜井  凛空-田島  靖士-丸山  凛久-小谷    珠広

岩崎  勝真-甲斐谷  ランディー-日比野    穣-山家  優吾

風祭    葵-斎藤  大雅-竹田  真人-内野  晴太

第1走者-第2走者-第3走者-第4走者

1

小島  璃大-杉田  壮哉-原  虎太朗-萩原  悠海

小河  丈流-松本  浩太-中野  新太-櫛野  カリック

岩本  然-葛西  翔大-小東  孝徳-池田  悠斗

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 



1分03秒26 青戸ＡＣ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

1分03秒82 渋谷本町学園小 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

1分03秒90 Ｒ−キッズ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1分04秒39 バディ陸上クラブ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

1分04秒72 ＴＲＡＣ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

1分04秒84 フォルテ江東 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1分04秒92 エムズ８１ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

1分05秒10 αプラス チャレンジカップ 駒沢 8月8日

1分05秒56 板橋ＡＣ 板橋選手権 新河岸 10月4日

1分05秒73 青山トライアスロン倶楽部 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

1分07秒14 東京ＫＣ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

1分07秒34 清新ＪＡＣ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1分07秒91 ＧｒｏｗＳｐｏｒｔｓＡＣ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1分08秒29 のざるキッズＳＣ 板橋選手権 新河岸 10月4日

1分09秒54 村山学園小 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

16

17

18

19

20

三沢  光顕-阿部  颯-巨関  玲央-高橋  徹平

戸井田  格-田中  健聖-永沢  優海-東宮  優人

山本    凛太朗-北尻    武-中田    皓-厨川    十羽

内川  瑛太郎-斎藤  丈-中山  寛斗-坂野  弘知

ABSOUS  Matthieu-今泉  和真-ﾌﾞﾊﾞｰ    陽吾-ABSOUS  Clement

糠谷  啓太郎-池本  究太-白石    怜大-上野  陸斗

岩楯  逸冴-吉野  魁人-須山  慶-小口  大翔

浜本  吏玖-河野  翔太-大河  留久-森田  雅也

中島  祥慈-沼尾  一慶-田端  響希-桑原  基樹

岡田  薫-新村 鳳麿-橋本  潤哉-吉田    空矢

加藤  瑛斗-岸    健瑠-高木  元斗-粟津  琥士郎

吉川  雅輝真-佐藤  蓮-飯島    唯斗-海野  可留範

佐柳  鉄平-板垣    星那-古川  大智-野見山    開治

一瀬  隼人-関口  春輔-内田  悠斗-落合  夢悟

中山  貫一郎-渡辺  翔太-丸山  遥輝-清水  大馳

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 

| | | | 



女子小学1年生 50m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 8秒87 -0.9 新井  心唯 東京KC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 9秒10 -0.9 反町  帆海 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 9秒30 -1.0 渡辺  瑚都 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 9秒38 +0.3 鈴木  ひなの BESTSPORTS チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 9秒39 -2.2 唐箕  優衣 TKS チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 9秒53 -3.1 井原  美華 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

6 9秒53 -1.5 斎藤  夏海 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 9秒56 -1.0 西岡  笙 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 9秒59 -1.8 小林  菜々花 東京ﾄﾞﾘｰﾑ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

10 9秒60 -2.2 二階堂  優子 TRAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

女子小学2年生 50m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 8秒34 +0.7 石川  鈴 Vell チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 8秒40 +1.0 永田  愛香音 SLRC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 8秒59 +0.7 大井  名佐 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 8秒62 +0.1 佐藤  ｻﾗ 杉並AC･Jr チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 8秒68 +0.7 小川ﾎﾞｨ  笑凛明 ｱｽﾘｰﾄﾌｫﾚｽﾄTC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 8秒77 +0.0 宮本  園子 SLRC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 8秒78 -0.9 太田  萌彩 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 8秒91 +0.0 宇田川  愛菜 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 9秒01 +1.3 今村  結芽 ﾌｫﾙﾃ国立 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 9秒01 +0.0 須田  遥 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

女子小学3年生 60m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 9秒66 +0.9 吉田  梓未 東京陸協 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

2 9秒69 +0.9 山口  夏穂 ﾌｫﾙﾃ江東 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 9秒70 +1.4 田部井  蘭 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

4 9秒79 +0.9 ⾧谷川  美風 R-ｷｯｽﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 9秒90 +0.9 千葉  華 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 9秒94 +1.4 舟越  葵 東京KC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

7 9秒99 +1.4 若林  茜李 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

8 10秒07 -0.2 吉田  結 千住ｼﾞｭﾆｱ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 10秒08 +1.0 松田  朱莉 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 10秒10 +0.3 山崎  稟々輝 東京陸協 チャレンジカップ 駒沢 10月31日



女子小学4年生 60m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 9秒02 -0.4 松井  杏莉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 9秒05 -0.4 関  奈ﾀ莉 ｱｽﾘｰﾄﾌｫﾚｽﾄTC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 9秒25 +1.6 新坂  空亜 日野JAC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

4 9秒35 -1.4 田中  柚南 清新JAC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

5 9秒36 +1.6 東海林このは  ｳｨﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

6 9秒42 +0.5 沼田  志都 ﾌｫﾙﾃ渋谷 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 9秒42 +0.9 根本  梨咲 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 9秒54 +1.2 秦  みすず 青梅五小 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 9秒56 +1.6 柴田  愛理 ﾃｨｶﾞAC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

10 9秒58 +0.5 大島  文 ﾌｫﾙﾃ江東 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

女子小学3年生 100m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 16秒48 +1.9 吉田  結 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

2 16秒65 -0.5 大川  舞美 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

3 16秒67 +1.7 松井  凛空 KJR･L 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

4 16秒89 +1.4 ⾧島  椿 RUN.jp 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

5 17秒07 +1.9 松田  紗也加 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

6 17秒15 +1.4 加賀山  奈音 ｴﾑｽﾞ81 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

7 17秒25 -0.6 安藤  晴乃 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

8 17秒32 +1.7 山崎  光里 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

9 17秒53 -0.5 小柳  らら ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

10 17秒72 -0.6 井上  薫子 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

女子小学4年生 100m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 14秒86 +1.8 松井  杏莉 富谷小 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

2 14秒99 +1.9 田中  柚南 清新JAC 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

3 15秒51 -1.7 沼田  志都 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

4 15秒57 -0.2 大島  文 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

5 15秒80 -1.6 山内  美沙 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

6 15秒81 +1.9 富田  理乃 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

6 15秒81 -1.7 渡辺  心音莉 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

8 16秒11 -1.3 原崎  菜緒 あきる野かけっこｸﾗﾌﾞ あきる野ジュニア記録会 秋留台公園 8月23日

9 16秒15 -2.0 水上  花蓮 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

10 16秒17 -0.2 安藤  夏乃 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日



女子小学5年生 100m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 13秒99 +1.5 堀越  さつき 板橋AC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

2 14秒04 +1.5 佐藤  杷奈 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

3 14秒14 -1.8 田中  里音 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ ジュニアユーストラックレース 新河岸 11月23日

4 14秒24 +1.5 細田  侑杏 桜木小学校 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

5 14秒29 +0.4 内山  ｿﾆｱ ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

6 14秒46 +1.4 佐藤  百 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

7 14秒54 -0.6 太田  楓生 SLRC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

8 14秒57 -0.1 木場  羽菜 JointFlow チャレンジカップ 駒沢 8月9日

9 14秒59 -1.4 平井  心 武蔵野東AC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

10 14秒60 -0.4 春本  汐里 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

女子小学6年生 100m

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 13秒35 +0.4 熊谷  采香 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

2 13秒36 -1.2 鈴木  優菜 清新JAC ジュニアユーストラックレース 新河岸 11月23日

3 13秒45 +0.4 川口  心花 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

4 13秒47 +2.0 ﾄﾞｽﾝﾑ･ｱｲｼｬﾛﾗ  ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

5 13秒80 +2.0 東  海花 ﾐｳﾗSC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

6 13秒83 +2.0 関口  茉優 千住ｼﾞｭﾆｱ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

7 13秒85 +2.0 佐藤  真央 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

8 14秒05 +0.7 金山  百合海 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

9 14秒11 +0.1 佐藤  衣恭 いだてんくらぶ小 江東区秋季競技会 夢の島 10月4日

9 14秒11 +2.0 須藤  杏々 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

女子小学3年生 800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 松井  凛空 KJR･L 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

2 加賀山  奈音 ｴﾑｽﾞ81 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

3 松田  紗也加 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

4 前橋  楓香 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

5 山口  陽菜海 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

6 鈴木  芽依 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

7 ⾧島  椿 RUN.jp 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

8 山崎  光里 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

9 武内  美鈴 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

10 蛭田  凛 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

記録

3分00秒93

3分17秒44

3分19秒79

3分19秒83

3分22秒94

3分23秒67

3分27秒13

3分27秒36

3分32秒04

3分44秒96



女子小学4年生 800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 小田島 寛奈 千住ジュニア 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

2 小森  心結 小山小 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

3 富田  理乃 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

4 佐藤  潤葉 KJR･L 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

5 宮腰  芽吹 ｴﾑｽﾞ81 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

6 大崎  悠羽 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

7 石井  佐羽乃 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

8 宮腰  息吹 ｴﾑｽﾞ81 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

9 高橋  唯 KJR･L 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

10 木津  枝葉里 青南SC 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

女子小学5年生 800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 小林  彩音 清新JAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

2 友井  万之亜 清新JAC 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日

3 大矢  莉子 青戸AC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

4 ⾧  優里花 千住ｼﾞｭﾆｱ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

5 三木  かのん KJR･L 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 東海林  柚茉 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 堀井  瑚瑚 青戸AC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

8 広田  みちる 青戸AC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

9 若林  紗衣 ｴﾑｽﾞ81 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

10 和田  朋佳 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

女子小学6年生 800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 一兜  咲子 済美山AC 足立フレンドリーナイター競技会 舎人公園 8月23日

2 大木  優奈 清新JAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 松井  瞳空 KJR･L 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

4 前橋  莉桜 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

5 松下  倫子 千住ｼﾞｭﾆｱ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 松本  素直 清新JAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 永渡  希音 清新JAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 青木  萌奈 清新JAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

9 ⾧沼  晴奈 千住ｼﾞｭﾆｱ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 野沢  唯 KJR･L 足立秋季競技会 舎人公園 10月11日
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女子小学3年生 60mH(60.0cm_6.0m)

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 12秒33 -0.7 田部井  蘭 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 12秒47 +1.0 税所  ももな ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

3 12秒80 +1.4 渡辺  麗 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

4 12秒86 +1.0 横山  菜奈 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

5 12秒87 -0.3 松田  朱莉 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 13秒12 -1.2 小柳  らら ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 13秒27 +1.4 武内  美鈴 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

8 14秒01 -0.3 安川  亜智 SEIV チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 14秒11 +1.0 平島  羽香 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 14秒48 -2.8 柴垣  結愛 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

女子小学4年生 60mH(60.0cm_6.0m)

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 11秒46 +1.5 佐々木  純葉 ゆめおりAC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

2 11秒86 +1.0 高木  柚奈 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

3 11秒89 +0.6 大島  文 ﾌｫﾙﾃ江東 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 11秒92 +0.6 北野  蒼空 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 12秒01 +0.3 河野  蓮 SEIV チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 12秒17 +0.3 藤本  美理 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 12秒29 +0.6 横井  更紗 R-ｷｯｽﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 12秒72 +0.3 新津  瑛菜 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 12秒89 +1.0 宮腰  芽吹 ｴﾑｽﾞ81 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 12秒99 +0.3 斎藤  楽 ﾌｫﾙﾃ江東 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

女子小学5年生 80mH(70cm_7.0m)

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 14秒35 -0.2 奥村  柚香 SEIV チャレンジカップ 駒沢 11月1日

2 14秒45 -0.9 細萱  咲帆 東京陸協 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 14秒80 +1.8 力石  依里香 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

4 15秒43 -0.9 岡野  麻耶 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

5 15秒64 -0.3 大庭  唯奈 J.VIC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

6 15秒69 +0.8 芦田  希実 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ ジュニアユーストラックレース 新河岸 11月23日

7 15秒73 -0.1 西郷  咲成 SLRC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

8 15秒81 +1.6 山田  梨紗子 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

9 16秒03 +0.7 伊藤  百花 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 16秒62 -0.2 中村  依鞠 多摩川小 チャレンジカップ 駒沢 11月1日



女子小学6年生 80mH(70cm_7.0m)

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 12秒78 +0.8 鈴木  優菜 清新JAC ジュニアユーストラックレース 新河岸 11月23日

2 13秒05 +0.3 金山  百合海 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ ジュニアユーストラックレース 新河岸 11月23日

3 13秒11 +0.3 熊谷  采香 ゆめおりAC ジュニアユーストラックレース 新河岸 11月23日

4 13秒83 -1.2 大西  優奈 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

5 13秒99 -0.1 横山  葵美 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

6 14秒00 +0.7 鈴木  詩花 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 14秒07 -2.0 岩田  琴乃 府中AC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

8 14秒30 +1.6 松本  巴瑠 府中AC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

9 14秒40 -0.8 磯部  友菜 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

10 14秒48 +1.6 佐藤  深青 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

女子小学5年生 走高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 内山  ｿﾆｱ ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1 市  佑菜 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 山田  梨紗子 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

3 岡野  麻耶 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

3 力石  依里香 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

3 田中  里音 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 東山  幸穂 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 細萱  咲帆 東京陸協 チャレンジカップ 駒沢 8月9日

8 立山  侑佳 あきる野かけっこｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 芦田  希実 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 常田  美波 青南SC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 秋山  実遥 SLRC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 秋吉  真世 ｺﾞｰﾜｲﾙﾄﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

女子小学6年生 走高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 須藤  杏々 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 佐藤  那々子 板橋AC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

2 末武  夏実 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 池田  識香 SEIV チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 金沢  千夏 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 田中  万玲子 玉川学園小 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 山下  涼葉 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

7 中村  未葉 R-ｷｯｽﾞ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 山本  愛莉 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 大西  優奈 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 鈴木  詩花 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日
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女子小学3年生 走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 3ｍ24 +0.7 大川  舞美 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

2 3ｍ20 +1.1 若林  茜李 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 3ｍ17 +0.4 ⾧谷川  美風 R-ｷｯｽﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

4 3ｍ09 +0.1 井上  薫子 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

5 2ｍ96 +1.9 松田  紗也加 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

6 2ｍ86 +1.9 安藤  晴乃 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

7 2ｍ84 -0.2 松田  朱莉 ゆめおりAC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

7 2ｍ84 +1.4 加賀山  奈音 ｴﾑｽﾞ81 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

9 2ｍ72 -1.4 荒木  咲真 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 2ｍ70 -0.7 藤原  圭希 港AC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

女子小学4年生 走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 4ｍ02 -0.3 柴田  愛理 ﾃｨｶﾞAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

2 3ｍ74 -0.9 田中  柚南 清新JAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 3ｍ65 +1.3 松井  杏莉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

4 3ｍ40 +0.0 前田  彩帆 MRC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

4 3ｍ40 +0.0 石塚  洸汰朗 MRC 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

4 3ｍ40 +1.4 藤本  美理 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

7 3ｍ38 +0.9 内山  和奏 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

8 3ｍ37 -0.3 根本  梨咲 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

9 3ｍ33 -0.6 水上  花蓮 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

10 3ｍ30 +1.0 新坂  空亜 日野JAC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

女子小学5年生 走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 4ｍ42 -0.3 佐藤  杷奈 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

2 4ｍ15 +0.5 内山  ｿﾆｱ ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

3 3ｍ98 +1.8 河田  天 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

4 3ｍ95 -0.3 平田  椛七 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 3ｍ65 -1.0 梅津  有希 FSAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 3ｍ64 +0.3 西形  怜利 港AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

7 3ｍ58 +0.5 井上  麗子 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

8 3ｍ54 -0.6 滝口  絢芽 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

9 3ｍ49 -0.7 馬場  悠花 のざるｷｯｽﾞSC 板橋選手権 新河岸 10月4日

10 3ｍ45 -0.8 東海林  柚茉 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋ジュニア夏季記録会 新河岸 8月30日



女子小学6年生 走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 4ｍ28 -1.7 東  海花 ﾐｳﾗSC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 4ｍ13 +0.1 原田  優南 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

3 4ｍ07 +0.6 山下  涼葉 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 4ｍ06 +0.4 磯部  友菜 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

5 4ｍ01 -1.6 川口  心花 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 4ｍ00 -0.5 池田  識香 SEIV ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

7 3ｍ89 -0.1 山本  夏翠 TRACK東京小 ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

8 3ｍ79 -0.3 鈴木  優菜 清新JAC ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

8 3ｍ79 -0.9 渡辺  未来 のざるｷｯｽﾞSC 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

10 3ｍ77 +0.4 佐藤  那々子 板橋AC ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

女子小学3年生 ジャベリックボール投（約140g）

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 武内  美鈴 東京ﾄﾞﾘｰﾑ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

2 大川  舞美 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 加賀山  奈音 ｴﾑｽﾞ81 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

4 岩井  友香 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ チャレンジカップ 駒沢 8月8日

5 益田  夏希 府中AC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

6 横山  菜奈 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

7 吉田  朱理 GrowSportsAC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

8 上田  咲彩 東京陸協 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

9 村野  佳子 府中AC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

10 大槻  奈々 朝日小 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

女子小学4年生 ジャベリックボール投（約140g）

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 石井  麻利亜 白金ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

2 白石  陽詩 府中AC チャレンジカップ 駒沢 11月1日

3 山内  美沙 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

4 宮腰  芽吹 ｴﾑｽﾞ81 チャレンジカップ 駒沢 11月1日

5 比賣宮  沙帆 白金ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

6 青池  杏里 白金ｸﾗﾌﾞ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

7 藤本  美理 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

8 北野  蒼空 府中AC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

9 佐々木  純葉 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月8日

10 谷川  志桜 渋谷区JRC チャレンジカップ 駒沢 11月1日
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女子小学5年生 ジャベリックボール投（約140g）

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 王  悠里 渋谷区JRC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

2 平田  椛七 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 市  佑菜 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 江場  妃菜里 東京ﾄﾞﾘｰﾑ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

5 梅津  瑞葉 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 小泉  りか 板橋AC 板橋ジュニア夏季記録会 新河岸 8月30日

7 木立  ことね R-ｷｯｽﾞ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 富永  愛花 ゆめおりAC チャレンジカップ 駒沢 8月9日

9 酒井  陽琳 ｱｶﾃﾞﾐｰJr チャレンジカップ 駒沢 8月9日

10 桜井  花音 MJｱｽﾘｰﾂ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

女子小学6年生 ジャベリックボール投（約140g）

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 滝本  優羽 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京都小学生交流大会 駒沢 9月21日

2 寺内  紗羽 千住ｼﾞｭﾆｱ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

3 田原  百萌 東京陸協 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

4 ｽﾄﾗｳｽ･ｻﾞﾌｨﾗ  渋谷区JRC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

5 斎藤  凛緒 TRAC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

6 加藤  百花 ゆめおりAC ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

7 阿部  柚実 府中AC チャレンジカップ 駒沢 10月31日

8 前橋  莉桜 東京ﾄﾞﾘｰﾑ ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

9 川口  心花 ゆめおりAC ライジングスター陸上競技 国立 8月22日

10 杉  和佳 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ライジングスター陸上競技 国立 8月22日
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小学生女子4×100mR

記録 チーム 競技会名 競技場名 競技年月日

52秒87 ゆめおりＡＣ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

54秒82 スポーツマジック チャレンジカップ 駒沢 11月1日

55秒63 清新ＪＡＣ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

57秒34 府中ＡＣ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

57秒64 千住ジュニア 東京選手権 駒沢 7月26日

57秒74 ＫＭＣ陸上ク チャレンジカップ 駒沢 8月9日

58秒20 板橋ＡＣ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

58秒78 日野ＪＡＣ 板橋少年少女競技会 新河岸 11月3日

58秒80 いだてんク 東京選手権 駒沢 7月26日

59秒01 扇橋小 チャレンジカップ 駒沢 8月9日

59秒20 東京ドリーム チャレンジカップ 駒沢 11月1日

59秒55 ＳＬＲＣ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

59秒61 フォルテスポーツ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

59秒70 ＦＳＡＣ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

1分00秒33 バディ陸上クラブ チャレンジカップ 駒沢 8月9日

順位

14

15

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

1

石原  柚乃-志村  和佳奈-稲垣  あかり-染谷  美咲

猪股  可南子-林  杏樹-阿部  和奏-野口  夏音

秋山  実遥-山内  梨緒-西郷  咲成-関  理紗

沼田  志都-佐藤  百-渡辺  心音莉-山本  二瑚

梅津  有希-神浦  珠永瑠ｼｬﾖｰﾅ-吉田  陽葵-石田  咲綾

石橋  幸歩-佐藤  深青-杉  和佳-伊藤  紅海

北条  里奈-岩田  琴乃-松本  巴瑠-末武  夏実

寺内  紗羽-松下  倫子-⾧沼  晴奈-関口  茉優

鈴木  詩花-磯部  友菜-田中  里音-金山  百合海

伊予田  結-浅井  初花-鍬谷  栞-堀越  さつき

小泉  双葉-平出  絢音-宮沢  真花-中村  しおり

桃井  春来-佐藤  衣恭-渡辺  みゆ-佐藤  美桜

第1走者-第2走者-第3走者-第4走者

加藤  百花-内山  ソニア-熊谷  采香-川口  心花

原田  優南-ﾄﾞｽﾝﾑ・ｱｲｼｬﾛﾗ-須藤  杏々-佐藤  杷奈

米倉  心結-鈴木  優菜-高橋  有希-北住  莉恋
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1分00秒54 ファンアンドラン 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

1分02秒32 ＭＪアスリーツ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

1分02秒51 のざるキッズＳＣ 板橋選手権 新河岸 10月4日

1分02秒85 逗子文十郎＇Ｓ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

1分02秒90 フォルテ江東 チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1分03秒70 青戸ＡＣ チャレンジカップ 駒沢 11月1日

1分04秒02 ミウラＳＣ 板橋選手権 新河岸 10月4日

1分04秒28 Ｒ−キッズ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1分04秒38 エムズ８１ 板橋選手権 新河岸 10月4日

1分04秒42 ＳＥＩＶ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1分05秒31 Ｖｅｌｌｚｕｓ 板橋選手権 新河岸 10月4日

1分05秒71 渋谷ほんまち 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

1分05秒90 ティガＡＣ チャレンジカップ 駒沢 10月31日

1分06秒38 青南ＳＣ 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

1分10秒27 渋谷区JRC 渋谷区民競技会 駒沢 11月22日

26

27

28

29

30

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

市川  結香-本諏訪  結衣-斎藤  花奈-柴田  愛理

成田  和佳-笹田  桃花-鈴木  翔子-高橋  伽朋

⾧田  美空-⾧田  美海-金光  瑛美-谷川  志桜

伊藤  彩純-村本  彩莉-鹿乗  歩花-東  海花

⾧谷川  美風-池田万風奏-徳谷  芽-横井  更紗

戸張  琥珀-若林  紗衣-宮腰  芽吹-宮腰  息吹

河野  蓮-河野  鼓-安川  亜智-桜庭  茉歩

岡崎  莉空-岡崎  桃空-石川  鈴-石川  暖

柿沼葵衣-井川  涼香-森本  くらら-五十嵐  慈

水上  花蓮-倉田  麻央-山田  梨紗子-宗像  詩花

入江  凛-樋泉  花歩-桜井  花音-金森  朱音

馬場  悠花-真壁  萩-三浦  花蓮-渡辺  未来

土屋  なる-渡辺  輝子-片桐  彩葉-瀬口  結花

山口  夏穂-大島  文-斎藤  楽-杉村  澪

篠崎  心-大矢  莉子-広田  みちる-堀井  瑚瑚
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　　　　幹　事　

　　　　部　 員  

　　　　部　 員

　　　　部　 員
　  

　

　　  　副部長 町田　紀子

　　　　部　 員 芦田　春幸

　　　　部　 員 庄田　修司

杉本　太郎

　　  　副部長

　　　　部　 員 中田　千文

岡田　　晃

蒲牟田　和彦

　　　　部　 員 岩瀬　恵理

加藤　恭位

赤峰　俊彦

　　　　部　 員 井上　博行

公益財団法人　東京陸上競技協会　
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平  塚　和  則

関根　春幸
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