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 新型コロナウィルス感染は２０２１年度も引続き大きな影響で東京都内での

競技会も中止、延期、縮小となり選手諸君にあってはままならぬ 1年ではなか

ったかと推察いたします。その中、２０２１年の夏には２０２０オリンピック

大会が開催され、東京陸協登録の卜部蘭選手と広中璃梨佳選手が東京新記録を

樹立しました。 

その他男子では４名の選手が東京新記録を樹立し、特に走幅跳での橋岡優輝

選手はオリンピックで入賞をしました。また１００ｍでは念願の９秒台を山縣

亮太選手が出しております。女子では前述の２名を含め６名が東京新記録を樹

立する等、例年以上の活躍がありました。コロナ禍ではありましたが、選手の

活躍に対して改めてお祝いを申し上げます。 

２０２２年度の東京選手権大会はオリンピックが開催されました国立競技場

で開催することが決まりました。オリンピック後の陸上競技大会としては初め

ての競技大会となります。ここでの各選手の大活躍を期待いたします。 

ここに２０２１年度の東京陸上競技協会３０傑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。 

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。 



東京記録（男子）
種目 記録 氏名 所属 場所 樹立年

100m 9秒95 山縣　亮太 セイコー 布勢 2021

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 5m70 石川　拓磨 TSC 大阪城ホール 2021

走高跳 2m33 醍醐　直幸 富士通 神戸 2006

走幅跳 8m36 橋岡　優輝 富士通 長居 2021

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 71ｍ21 木村　友大 ゼンリン 福岡九州共立大 2021

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86 小林 茉由 J.VIC 長居 2021

800m 2分00秒92 北村　夢 日体大 福井 2017

1500m 4分07秒90 卜部 蘭 積水化学 Tokyo Olymic 2020 2021

5000m 14分52秒84 広中 璃梨佳 JP日本郵政G Tokyo Olymic 2020 2021

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 6m41 東　祐希 日体大 日体大健志台 2021

三段跳 13m37 森本　麻里子 内田建設ＡＣ 長居 2021

砲丸投 17m39 森　干夏 国士大 浜松 2002

円盤投 53m91 辻川　美乃利 内田洋行ＡＣ 新潟 2021

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



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95 +2.0* 山県 亮太 ｾｲｺｰ 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 布勢 6月6日

2 10秒12 -0.4* 桐生 祥秀 日本生命 日本選手権 ⾧居 6月24日

3 10秒28 -0.4* ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ 飛鳥 Nike READY STEADY TOKYO 国立 5月9日

4 10秒37 +1.8* 山下 潤 ANA 筑波大競技会 筑波大 4月3日

4 10秒37 +0.2* 白石 黄良々 ｾﾚｽﾎﾟ 全日本実業団 ⾧居 9月24日

6 10秒40 +0.9* 渡辺 隼斗 日大 関東学生 相模原 5月20日

7 10秒43 +1.5* 塚口 哲平 日大 関東学生 相模原 5月20日

7 10秒43 +1.7* 安田 圭吾 大東大 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 布勢 6月6日

9 10秒44 +0.8* 染谷 佳大 大和ﾊｳｽ 中央大記録会 中央大 8月22日

10 10秒47 +0.6* 須田 隼人 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 日本体育大競技会 健志台 5月29日

10 10秒47 +1.2* 橋本 真志 東京都立大 日本学生 熊谷 9月17日

12 10秒50 +1.5* 藤光 謙司 東京陸協 春季記録会 沖縄総合 3月7日

13 10秒53 +0.5* 小島 大ﾎﾟｰﾙ 東海大 東海大競技会 東海大 7月31日

14 10秒54 +0.8* 一瀬 輝星 日大 日本体育大競技会 健志台 9月25日

15 10秒56 +1.6* 田中 佑典 ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 織田幹雄記念 広島広域 4月29日

15 10秒56 +0.4* 酒井 由吾 慶大 早慶対抗 早稲田大 9月26日

17 10秒58 +0.8* 木村 颯太 明大 日本体育大競技会 健志台 10月9日

18 10秒59 +1.8* 小峰 大和 日大豊山高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

19 10秒60 +0.5* 大竹 春樹 早大 関東学生新人 相模原 9月10日

19 10秒60 +1.5* 川面 聡大 ROOTS 綾瀬市記録会 綾瀬SC 10月9日

21 10秒61 +0.9* 神戸 毅裕 明星学園高 東京都高体連支部学年別 上柚木 6月5日

21 10秒61 -0.2* 竹尾 拓真 明星学園高 東京都高体連支部学年別 上柚木 6月6日

21 10秒61 +1.4* 村松 璃久 明大 日本体育大競技会 健志台 10月9日

24 10秒62 +1.9* 井上 昴 東大 関東学生 相模原 5月20日

24 10秒62 +1.6* 大芝 健人 東京学芸大 日本体育大競技会 健志台 8月28日

26 10秒63 -0.9* 北川 翔 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 東日本実業団 熊谷 5月15日

26 10秒63 +0.8* 渡辺 隼人 日大 日大競技会 日本大 7月24日

26 10秒63 +0.2* 中村 仁平 日大 関東学生新人 相模原 9月11日

26 10秒63 -1.0* 上新 魁 明大附中野八王子高 川口市民 川口青木 10月3日

30 10秒64 -0.3* 田畑 隼 八王子高 八王子市 上柚木 9月12日

30 10秒64 +2.0* 相田 主税 国士大 日本体育大競技会 健志台 10月9日

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 20秒61 +1.4* 山下 潤 ANA READY STEADY TOKYO 国立 5月9日

2 20秒80 0.0* 染谷 佳大 大和ﾊｳｽ 中央大記録会 中央大 8月22日

3 20秒81 +1.2* 北川 翔 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 平成国際大競技会 上尾 4月11日

4 20秒88 +1.4* 樋口 一馬 MINT TOKYO READY STEADY TOKYO 国立 5月9日

5 20秒92 -0.3* 藤光 謙司 ﾆｭｰﾈｯｸｽ 日本GP新潟 新潟 6月6日

5 20秒92 +1.3* 木村 颯太 明大 日本学生 熊谷 9月19日

7 21秒02 -0.8* 安田 圭吾 大東大 木南道孝記念 ⾧居 6月1日

8 21秒07 +1.7* 中島 佑気ｼﾞｮｾﾌ 東洋大 平成国際大競技会 上尾 8月24日

9 21秒24 +1.7* 高橋 哲也 日大 関東学生 相模原 5月23日

10 21秒27 +1.6* 渡辺 隼斗 日大 記録挑戦突破会 日本大 8月29日

11 21秒30 +0.8* 川瀬 孝則 奥ｱﾝﾂｰｶ陸上競技部 日本体育大競技会 健志台 5月30日

12 21秒31 +1.9* 清水 壮 東京高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

12 21秒31 -2.0* 田畑 隼 八王子高 東京都私立中高 駒沢 8月29日

14 21秒32 +1.3* 一瀬 輝星 日大 日大競技会 日本大 7月24日

15 21秒34 -1.5* 田中 佑典 ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 東日本実業団 熊谷 5月16日

16 21秒46 +1.4* 三好 涼太 中大 中央大記録会 中央大 5月1日

17 21秒51 +0.8* 斎藤 陸人 日大 日本学生個人 平塚 6月6日

18 21秒56 +1.9* 岩瀬 浩太郎 八王子高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

19 21秒59 +1.7* 大芝 健人 東京学芸大 平成国際大競技会 上尾 8月24日

19 21秒59 -0.1* 橋本 真志 東京都立大 日本体育大競技会 健志台 10月10日

21 21秒60 -0.9* 上新 魁 明大附中野八王子高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

22 21秒61 -0.3* 北谷 直輝 P2M AC 東海大跳躍 東海大 6月12日

23 21秒64 +1.9* 小峰 大和 日大豊山高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

23 21秒64 +0.9* 井上 昴 東大 日本学生 熊谷 9月18日

25 21秒65 +1.6* 谷口 耕太郎 凸版印刷 中央大記録会 中央大 5月1日

26 21秒66 -1.5* 加藤 修也 HULFT陸上ｸﾗﾌﾞ 東日本実業団 熊谷 5月16日

26 21秒66 +1.1* 大竹 春樹 早大 早稲田大競技会 早稲田大 6月13日

26 21秒66 +0.8* 白石 黄良々 ｾﾚｽﾎﾟ 日本選手権 ⾧居 6月26日

29 21秒68 -1.2* 佐藤 大志 昭和電工川崎 東日本実業団 熊谷 5月16日

29 21秒68 +1.3* 渡辺 隼人 日大 日大競技会 日本大 7月24日

男子200m



順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 中島 佑気ｼﾞｮｾﾌ 東洋大 日本GP新潟 新潟 6月6日

2 川端 魁人 創徳中教 READY STEADY TOKYO 国立 5月9日

3 片山 雄斗 ﾕﾒｵﾐﾗｲ 日本GP新潟 新潟 6月6日

4 藤原 武ｻﾙヴｧﾄﾞﾙ ﾒｲｽﾝﾜｰｸAC ｺｽﾀﾘｶ選手権 サンホセ 5月29日

5 北谷 直輝 P2 M AC 木南道孝記念 ⾧居 6月1日

6 加藤 修也 HULFT Pte. GP 静岡 小笠山 5月3日

7 小林 直己 HULFT Pte. GP 静岡 小笠山 5月3日

8 小山 蓮 都西高 南関東高校 等々力 6月18日

9 村木 渉真 早大 日本学生個人 平塚 6月5日

10 新上 健太 早大 関東学生 相模原 5月20日

11 若林 康太 HULFT陸上ｸﾗﾌﾞ 日本GP新潟 新潟 6月6日

12 奥田 啓祐 第一学院高教 日本選手権･混成 ⾧野 6月12日

13 日高 裕喜人 城西大附城西高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

14 豊田 兼 慶大 川口市 川口青木 10月3日

15 小谷 哲 京大 京都選手権 西京極 7月17日

16 堀内 省吾 一橋大 東京大･一橋大競技会 秋留台 8月30日

17 臼木 隼哉 東洋大 関東学生新人 相模原 9月10日

18 伊藤 大貴 東農大 関東学生 相模原 5月20日

19 斎藤 陸人 日大 記録挑戦突破会 日本大 7月18日

20 石井 大己 東京理大 八大学対校 上柚木 6月27日

21 中村 航 東海大 東海大種目別 東海大 8月7日

22 ⾧谷 伸之助 鈴ｴｽｸﾛｰ 中央大記録会 中央大 3月27日

23 後藤 元気 城西大附城西高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

23 渡辺 颯一郎 明大 関東学生 相模原 5月20日

25 滝渕 亘弘 立教大 東京六大学対校 鴻巣 4月18日

26 三好 涼太 中大 中央大記録会 中央大 5月1日

27 田辺 将大良 ｾﾞﾝﾘﾝ 中央大記録会 中央大 3月27日

28 荒沢 朋希 明大附中野高 東京都高校支部秋季 世田谷 10月3日

29 鹿内 翔 都八王子東高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

30 松本 共喜 国士大 国士舘大競技会 国士舘大 7月10日

46秒99

47秒14

47秒29

47秒44

47秒58

47秒59

46秒09

46秒25

46秒44

46秒53

46秒94

46秒95

48秒05

48秒09

48秒11

48秒15

48秒17

48秒17

47秒63

47秒65

47秒76

47秒87

47秒88

47秒90

48秒28

48秒33

48秒55

48秒56

48秒79

48秒87

男子400m

記録



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 ⾧居 6月27日

2 花村 拓人 TAKEO･AC 日本体育大⾧距離競技会 健志台 10月2日

3 館沢 亨次 横浜DeNA･RC 東日本実業団 熊谷 5月16日

4 高橋 創 東大 ﾎｸﾚﾝ北見 北見 7月14日

5 栗原 直央 城西大 日本体育大競技会 健志台 9月26日

6 山中 優 日大 日本体育大競技会 健志台 6月13日

7 堀内 省吾 一橋大 wttk･田園ｸﾗﾌﾞ 上柚木 8月7日

8 桜井 大介 ｾｲｺｰ READY STEADY TOKYO 国立 5月9日

9 八谷 弘樹 東京陸協 木南道孝記念 ⾧居 6月1日

10 森谷 公亮 RDC RC 奈良県北和 鴻ノ池 3月30日

11 横田 真人 TWOLAPS TWOLAPS 駒沢 10月30日

12 荒川 諒丞 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 国士舘大競技会 国士舘大 3月25日

13 大竹 爾喜 立教池袋高 全国高校 福井 7月30日

14 平山 和樹 日大 日本体育大⾧距離競技会 健志台 5月8日

15 北爪 力 城西大附城西高 南関東高校 等々力 6月20日

16 ⾧沢 匠人 都東大和高 日本体育大⾧距離競技会 健志台 9月20日

17 小山 蓮 都西高 南関東高校 等々力 6月20日

18 福塚 翔太朗 日体大 日本体育大選手権 健志台 10月30日

19 山本 悠矢 東京陸協 順天堂大競技会 順天堂大 6月12日

20 三津家 貴也 RSLAB 東京ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 駒沢 4月3日

21 福元 陸王 青学大 国士舘大競技会 国士舘大 3月25日

22 小川 真誉 東京陸協 日本体育大競技会 健志台 10月9日

23 橋本 拓磨 東京陸協 TWOLAPS 駒沢 10月30日

24 伊藤 健太 Athlete Agent RUNNING TEAM 日本体育大⾧距離競技会 健志台 7月4日

25 田村 健 いはらAC竹大 葛飾区 奥戸 4月18日

26 小林 徹 ｳｪﾙﾈｽ高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

27 米沢 颯斗 成蹊大 順天堂大競技会 順天堂大 7月3日

28 小池 直己 日体大 日本体育大選手権 健志台 10月30日

29 水嶋 優斗 高輪高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

30 福沢 元己 東京陸協 国士舘大競技会 国士舘大 3月25日

1分46秒89

1分48秒09

1分48秒64

1分48秒85

1分49秒73

1分49秒82

1分52秒45

1分52秒87

1分52秒88

1分52秒89

1分52秒91

1分52秒96

1分50秒05

1分50秒07

1分50秒32

1分50秒48

1分51秒69

1分51秒98

1分53秒71

1分53秒78

1分54秒05

1分54秒16

1分54秒21

1分54秒61

1分52秒97

1分53秒04

1分53秒23

1分53秒28

1分53秒29

1分53秒43

男子800m

記録



順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 佐久間 秀徳 明大 ﾎｸﾚﾝ千歳 千歳 7月17日

2 館沢 亨次 横浜DeNA･RC 木南道孝記念 ⾧居 6月1日

3 前田 恋弥 ｶﾈﾎﾞｳ 日本GP新潟 新潟 6月6日

4 甲木 康博 東洋大 ﾎｸﾚﾝ千歳 千歳 7月17日

5 山林 ﾚｵ 上武大 関東学生 相模原 5月20日

6 荒川 諒丞 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 東海大中･⾧距離記録挑戦会 秦野市 5月4日

6 松村 陣之助 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 森永inｾﾞﾘｰ 舎人 7月24日

8 大山 憲明 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 4月24日

9 栗原 直央 城西大 森永inｾﾞﾘｰ 舎人 7月24日

10 山中 優 日大 日本体育大競技会 健志台 8月28日

11 新井 晴文 明大 日本体育大⾧距離競技会 健志台 5月8日

12 文元 慧 ｶﾈﾎﾞｳ 東京ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 駒沢 4月4日

13 小林 宏輔 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 全日本実業団 ⾧居 9月25日

14 木田 貴大 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 森永inｾﾞﾘｰ 舎人 7月24日

15 石塚 陽士 早大 関東学生 相模原 5月20日

16 大川 隼平 ELDORESO 東日本実業団 熊谷 5月15日

17 風戸 啓希 ﾗﾌｨﾈRS wttk･田園ｸﾗﾌﾞ 上柚木 8月7日

18 富安 央 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ 東日本実業団 熊谷 5月15日

19 村田 光 成蹊大 日本体育大競技会 健志台 8月28日

20 道岡 聖 東大 wttk･田園ｸﾗﾌﾞ 上柚木 8月7日

21 佐藤 有一 拓大一高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

22 三津家 貴也 RSLAB 金栗記念 熊本総合 4月10日

23 軽部 智 東京陸協 wttk･田園ｸﾗﾌﾞ 江戸川区 5月5日

24 伊藤 健太 東京陸協 東京選手権 駒沢 8月13日

25 藤崎 将匡 大東大 関東私学六大学対校 鴻巣 4月11日

26 小川 真誉 東京陸協 wttk･田園ｸﾗﾌﾞ 江戸川区 5月5日

27 中島 弘太 城西大附城西高 国士舘大競技会 国士舘大 3月25日

28 手島 駿 中大 定期対校 健志台 4月10日

29 小泉 樹 法大 法政大対明治大 法政大 7月11日

30 川内 優輝 あいおいﾆｯｾｲ同和損保 森永inｾﾞﾘｰ 舎人 7月24日

3分46秒33

3分46秒79

3分46秒91

3分47秒03

3分47秒08

3分48秒05

3分39秒91

3分41秒64

3分44秒42

3分45秒43

3分45秒88

3分46秒33

3分50秒41

3分50秒52

3分50秒62

3分50秒72

3分50秒83

3分51秒36

3分48秒29

3分48秒57

3分48秒85

3分49秒34

3分49秒47

3分49秒98

3分51秒46

3分51秒58

3分51秒80

3分51秒91

3分52秒13

3分52秒18

男子1500m

記録



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 ｴﾃﾞｨｵﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 西京極 12月10日

2 S･M･ﾜｲｻﾞｶ ﾔｸﾙﾄ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 10月3日

3 J･ﾗｼﾞﾆ 拓大 日本体育大⾧距離競技会 健志台 11月14日

4 M･ﾑｲﾙ JR東日本RT 日本体育大⾧距離競技会 健志台 6月6日

5 J･ﾑｵｷ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ ﾎｸﾚﾝ千歳 千歳 7月17日

6 Y･E･ｷﾌﾟﾄ ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ ﾎｸﾚﾝ千歳 千歳 7月17日

7 D･ﾗﾝｶﾞｯﾄ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ ﾎｸﾚﾝ網走 網走 7月10日

8 J･L･ｷｻｲｻ ｶﾈﾎﾞｳ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 10月3日

9 V･K･ｷﾌﾟｷﾙｲ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 全日本実業団 ⾧居 9月26日

10 P･ﾑﾙﾜ 創価大 日本体育大⾧距離競技会 健志台 11月14日

11 村山 紘太 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 11月14日

12 池田 耀平 ｶﾈﾎﾞｳ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 10月3日

13 荻久保 寛也 ﾔｸﾙﾄ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 6月6日

14 B･ｷﾏﾆ ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 11月14日

15 岡本 雄大 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ ﾎｸﾚﾝ網走 網走 7月10日

16 W･K･ｹﾓｲ ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 11月14日

17 米満 怜 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 東日本実業団 熊谷 5月16日

18 松村 陣之助 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月5日

19 横川 巧 東京陸協 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月5日

20 鈴木 祐希 ｶﾈﾎﾞｳ 世田谷競技会 世田谷 3月27日

21 倉田 翔平 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ﾎｸﾚﾝ士別 士別 7月3日

22 名取 燎太 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 4月25日

23 文元 慧 ｶﾈﾎﾞｳ 全日本実業団 ⾧居 9月26日

24 渡辺 奏太 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 5月9日

25 P･M･ﾑﾜｶ 東京陸協 日本体育大⾧距離競技会 健志台 6月6日

26 其田 健也 JR東日本RT ﾎｸﾚﾝ深川 深川 7月7日

27 一色 恭志 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ﾎｸﾚﾝ士別 士別 7月3日

28 森田 歩希 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ﾎｸﾚﾝ深川 深川 7月7日

29 木津 晶夫 ｶﾈﾎﾞｳ 全日本実業団 ⾧居 9月26日

30 上野 裕一郎 ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙｸ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月5日

13分11秒72

13分14秒21

13分18秒74

13分19秒47

13分19秒92

13分26秒94

13分34秒78

13分36秒99

13分37秒04

13分39秒65

13分41秒56

13分42秒53

13分27秒10

13分28秒02

13分28秒11

13分29秒42

13分33秒57

13分33秒67

13分46秒11

13分46秒35

13分47秒94

13分48秒01

13分48秒23

13分48秒27

13分43秒24

13分43秒25

13分43秒81

13分44秒39

13分44秒92

13分45秒28

男子5000m

記録



順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 S･M･ﾜｲｻﾞｶ ﾔｸﾙﾄ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 4月24日

2 J･ﾗｼﾞﾆ 拓大 日本体育大⾧距離競技会 健志台 9月20日

3 J･ﾑｵｷ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

4 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 11月27日

5 P･ﾑﾙﾜ 創価大 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

6 P･K･ﾀﾇｲ ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 6月5日

7 荻久保 寛也 ﾔｸﾙﾄ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

8 村山 紘太 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

9 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 11月27日

10 Y･E･ｷﾌﾟﾄ ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 11月13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 11月27日

12 V･K･ｷﾌﾟｷﾙｲ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ﾎｸﾚﾝ深川 深川 7月7日

13 大迫 傑 Nike PortlandTrackFestival ポートランド 5月28日

14 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 11月27日

15 鈴木 祐希 ｶﾈﾎﾞｳ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

16 岡本 雄大 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 金栗記念 熊本総合 4月10日

17 吉田 祐也 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

18 池田 耀平 ｶﾈﾎﾞｳ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

19 R･K･ヴｨﾝｾﾝﾄ 国士大 全日本大学駅伝選考 相模原 6月19日

20 武田 凛太郎 ﾔｸﾙﾄ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

21 下田 裕太 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

22 桃沢 大祐 ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月4日

23 名取 燎太 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 日本選手権･10000m 小笠山 5月3日

24 星 岳 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

25 嶋津 雄大 創価大 早稲田大競技会 早稲田大 11月20日

26 B･ｷﾏﾆ ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ ﾎｸﾚﾝ深川 深川 7月7日

27 米満 怜 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 上柚木 11月27日

28 並木 寧音 東農大 日本体育大⾧距離競技会 健志台 11月13日

29 青木 優 ｶﾈﾎﾞｳ ﾎｸﾚﾝ深川 深川 7月7日

30 一色 恭志 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 東日本実業団 熊谷 5月15日

27分44秒74

27分45秒09

27分47秒17

27分49秒24

27分51秒43

27分55秒49

27分19秒16

27分25秒65

27分28秒49

27分28秒77

27分35秒29

27分43秒98

28分04秒93

28分07秒41

28分08秒07

28分09秒07

28分12秒62

28分14秒12

27分56秒44

27分57秒03

27分57秒15

27分58秒43

27分59秒14

28分00秒65

28分14秒23

28分15秒88

28分19秒46

28分20秒49

28分21秒49

28分22秒10

男子10000m

記録



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37 +0.3* 石川 周平 富士通 日本選手権 ⾧居 6月26日

1 13秒37 +1.2* 高山 峻野 ｾﾞﾝﾘﾝ 日本選手権 ⾧居 6月27日

3 13秒45 +0.3* 横地 大雅 法大 実業団･学生対抗 平塚 7月17日

4 13秒70 +2.0* 佐藤 大志 昭和電工川崎 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 布勢 6月6日

5 13秒79 +2.0* 矢沢 航 ﾃﾞｻﾝﾄTC 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 布勢 6月6日

6 13秒88 -0.8* 豊田 兼 慶大 AthleteNightGames 福井 8月28日

7 14秒12 +2.0* 井上 大海 国武大 国際武道大選手権 国際武道大 9月25日

8 14秒19 -0.2* 豊田 将樹 富士通 法政大競技会 法政大 10月9日

9 14秒30 +1.3* 梶山 翔平 立教大 明治大対立教大 鴻巣 7月3日

10 14秒35 +0.0* 古田 和彰 ｾﾞﾋﾞｵ 木南道孝記念 ⾧居 6月1日

11 14秒43 +0.7* 北条 友葵 三田国際学園高 全国高校 福井 8月1日

12 14秒49 +0.8* 西村 碧史 都富士高 南関東高校 等々力 6月21日

13 14秒54 -0.9* 奥田 啓祐 第一学院高教 日本選手権･混成 ⾧野 6月13日

14 14秒55 +0.7* 小幡 克志 東経大 東京ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 駒沢 6月26日

15 14秒68 +1.1* 高橋 諒 桐朋高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

16 14秒74 +0.2* 田中 廉人 ﾄﾞﾘｰﾑｽﾎﾟｰﾂ 定期対校 健志台 4月10日

16 14秒74 +1.7* 山田 晃誠 東京高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

18 14秒80 +1.9* 小久 保翔太 日本生命 栃木ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 佐野 8月9日

19 14秒84 -1.4* 鴨林 詩弥 八王子高 東京都私立中高 駒沢 8月29日

20 14秒86 1.9* 鈴木 琢丸 Bring Up AC 道央選手権 千歳青葉 8月21日

21 14秒87 +0.7* 藤嶋 凌大 中大同好会 東京ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 駒沢 6月26日

22 14秒89 -0.1* 宮内 夏葵 東京高 関東高校選抜新人 笠松 10月23日

23 14秒93 +0.2* 本間 一輝 日体大 定期対校 健志台 4月10日

24 14秒95 +1.0* 福本 壮樹 駒大高 南関東高校 等々力 6月21日

25 14秒96 +1.1* 井上ｺﾃﾞｨｰ 城西大附城西高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

26 14秒98 +1.7* 栗原 彰理 東京陸協 日本大競技会 日本大 3月27日

27 15秒02 +1.7* 大塚 敏央 国武大 国武大競技会 国際武道大 8月29日

28 15秒06 +1.8* 右代 啓祐 国士舘ｸ 鹿児島県記録会 鴨池 5月3日

29 15秒07 +1.7* 菅野 真 都東大和高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

30 15秒10 +2.0* 中尾 晃 明海大 関東学生新人 相模原 9月10日

男子110mH(106.7cm_9.14m)



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 READY STEADY TOKYO 国立 5月9日

2 岸本 鷹幸 富士通 日本選手権 ⾧居 6月26日

3 井上 駆 東京海上日動CS 木南道孝記念 ⾧居 6月1日

4 豊田 兼 慶大 慶応義塾大対同志社大 山城 7月25日

5 舘野 哲也 ｸﾘｱｿﾝ 中央大記録会 中央大 9月12日

6 田辺 将大良 ｾﾞﾝﾘﾝ 中央大記録会 中央大 8月22日

7 杉町 ﾏﾊｳ ｳｪﾙﾈｽ 日本大競技会 日本大 4月24日

8 宮尾 幸太郎 Ise.A,Lab. 東海大･日本大対抗 城山 4月11日

9 高田 一就 ﾕﾒｵﾐﾗｲ 日本GP新潟 新潟 6月6日

10 ⾧谷 伸之助 中大ｸﾗﾌﾞ 定期対校 健志台 4月10日

11 石田 裕介 日立産機ｼｽﾃﾑ 東日本実業団 熊谷 5月16日

12 井上 大海 国武大 国際武道大選手権 国際武道大 9月26日

13 金本 昌樹 早大 関東学生新人 相模原 9月11日

14 前野 景 ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 日本選手権 ⾧居 6月25日

15 麻生 悠斗 日本工大駒場高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

16 安藤 晴輝 本郷高 南関東高校 等々力 6月19日

17 一瀬 星和 城西大 平成国際大競技会 熊谷 3月31日

18 石渡 楓寿 国士大 日本体育大選手権 健志台 10月31日

19 松田 直弥 都昭和高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

20 松本 雅翔 国士大 日本体育大選手権 健志台 10月31日

21 狩野 健太 青学大 関東学生 相模原 5月22日

22 渡辺 颯一郎 明大 早稲田大競技会 早稲田大 5月1日

23 白勢 和馬 法大 法政大競技会 法政大 10月9日

24 宮内 夏葵 東京高 東京都高体連支部秋季 世田谷 11月14日

25 ⿁沢 光樹 SMARTS･AC 日本体育大競技会 健志台 10月10日

26 大谷 優斗 明星学園高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

27 佐々木 陽太 都東大和高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

28 安藤 佑晟 都富士高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

29 細谷 柊真 専大 国士舘大競技会 国士舘大 7月11日

30 井戸 貴裕 法大 法政大競技会 法政大 3月20日

48秒87

49秒29

49秒80

50秒19

50秒43

50秒46

52秒31

52秒54

52秒84

53秒03

53秒15

53秒24

50秒94

50秒99

51秒35

51秒51

51秒92

51秒93

53秒97

54秒06

54秒08

54秒25

54秒41

54秒68

53秒25

53秒42

53秒51

53秒60

53秒67

53秒95

男子400mH(91.4cm_35.0m)

記録



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 日本選手権 ⾧居 6月26日

2 上土井 雅大 JR東日本RT 東日本実業団 熊谷 5月16日

3 作田 将希 JR東日本RT 平成国際大⾧距離競技会 鴻巣 3月28日

4 郡山 京梧 RSLAB 東日本実業団 熊谷 5月16日

5 矢原 功大 東京高 南関東高校 等々力 6月21日

6 山室 陽太 国学院大久我山高 関東高校選抜新人 笠松 10月24日

7 峰村 織 平成国際大 平成国際大⾧距離競技会 鴻巣 4月29日

8 置田 晴 富士森高 南関東高校 等々力 6月20日

9 鎌田 虎太郎 湘南工科大 神奈川選手権 三ツ沢 6月26日

10 筒井 涼 拓大一高 南関東高校 等々力 6月20日

11 道岡 聖 東大 東海大中･⾧距離記録挑戦会 秦野市 5月4日

12 嶋崎 敬太 青梅市役所 東日本実業団 熊谷 5月16日

13 中塚 優我 東京実高 南関東高校 等々力 6月20日

14 植村 寿輝也 東京高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

15 寺田 向希 国学院大久我山高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

16 相川 隼吾 駒大高 関東高校選抜新人 笠松 10月24日

17 横溝 匠 駒大高 平成国際大⾧距離競技会 鴻巣 6月5日

18 田路 凌大 城西大附城西高 関東高校選抜新人 笠松 10月24日

19 浦田 優斗 中大 定期対校 健志台 4月10日

20 天海 創太 駒大高 東京都高校対校支部予選 江戸川区 4月18日

21 宮沢 徹 立教大 東京六大学対校 鴻巣 4月18日

22 安福 聖輝 駒大高 南関東高校 等々力 6月20日

23 佐野 慎之介 流通経大 法政大競技会 法政大 5月4日

24 中島 弘太 城西大附城西高 平成国際大⾧距離競技会 鴻巣 3月28日

25 南雲 信之介 TeenTeenAgers 北海道選手権 釧路 8月22日

26 池田 佳菜人 城西大附城西高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

27 福元 翔輝 Dream･AC東京 東京選手権 駒沢 8月14日

28 嶋田 舜紀 北大 七大学対校 西京極 7月31日

29 平野 慶介 TEAM RxL 森永inｾﾞﾘｰ 舎人 7月24日

30 高橋 叶夢 駒大高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

9分14秒47

9分15秒99

9分17秒10

9分17秒19

9分18秒13

9分21秒15

8分42秒77

9分00秒68

9分01秒83

9分06秒87

9分09秒58

9分13秒64

9分30秒38

9分30秒42

9分31秒28

9分34秒31

9分34秒57

9分35秒72

9分22秒86

9分24秒23

9分25秒69

9分26秒79

9分27秒17

9分29秒80

9分37秒24

9分38秒34

9分39秒74

9分40秒48

9分47秒83

9分51秒21

男子3000mSC(91.4cm)

記録



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･20km競歩 六甲アイランド 2月20日

2 高橋 和生 ADﾜｰｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本選手権･20km競歩 六甲アイランド 2月20日

3 伊藤 佑樹 SRC 元旦競歩 絵画館競歩路 1月20日

4 田中 達也 田中競歩軍 元旦競歩 絵画館競歩路 1月20日

5 西口 克洋 東京陸協 日本選手権･20km競歩 六甲アイランド 2月20日

1時間20分29秒

1時間23分58秒

1時間25分01秒

1時間30分53秒

1時間39分18秒

男子20kmW

記録



順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 B･ｷﾏﾆ ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月14日

2 荻久保 寛也 ﾔｸﾙﾄ 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月14日

3 R･K･ヴｨﾝｾﾝﾄ 国士大 箱根駅伝予選会 陸上自衛隊立川 10月20日

4 J･ﾗｼﾞﾆ 拓大 箱根駅伝予選会 陸上自衛隊立川 10月20日

5 高久 龍 ﾔｸﾙﾄ 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月14日

6 富安 央 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ 北海道･札幌ﾏﾗｿﾝ サッポロ 5月5日

7 小椋 裕介 ﾔｸﾙﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

7 下田 裕太 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

7 林 奎介 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

10 菊地 賢人 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

11 倉田 翔平 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

12 大隅 裕介 JR東日本RT 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月14日

12 高宮 祐樹 ﾔｸﾙﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

14 堀合 大輔 ﾔｸﾙﾄ 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月14日

15 田島 光 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月14日

16 青木 優 ｶﾈﾎﾞｳ 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月5日

17 金子 晃裕 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

17 橋本 崚 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 北海道･札幌ﾏﾗｿﾝ サッポロ 5月5日

19 福谷 颯太 筑波大 箱根駅伝予選会 陸上自衛隊立川 10月20日

20 蜂須賀 源 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月14日

21 吉野 貴大 JR東日本RT 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月14日

22 寺田 夏生 JR東日本RT 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月5日

23 並木 寧音 東農大 箱根駅伝予選会 陸上自衛隊立川 10月20日

24 野口 拓也 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

24 川内 優輝 AD損保 びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

26 伊勢 翔吾 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 2月14日

27 其田 健也 JR東日本RT びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

27 片西 景 JR東日本RT びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

27 作田 将希 JR東日本RT びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

30 手島 駿 中大 箱根駅伝予選会 陸上自衛隊立川 10月20日

1時間00分30秒

1時間02分35秒

1時間02分35秒

1時間02分36秒

1時間02分37秒

1時間02分38秒

1時間02分38秒

1時間01分28秒

1時間01分49秒

1時間01分52秒

1時間01分53秒

1時間02分18秒

1時間02分35秒

1時間03分21秒

1時間03分22秒

1時間03分22秒

1時間03分22秒

1時間03分30秒

男子ハーフマラソン（21.0975km）

記録

1時間03分00秒

1時間03分09秒

1時間03分16秒

1時間03分17秒

1時間03分19秒

1時間03分19秒

1時間02分40秒

1時間02分43秒

1時間02分45秒

1時間02分56秒

1時間02分56秒

1時間02分58秒



順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 小椋 裕介 ﾔｸﾙﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

2 菊地 賢人 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

3 川内 優輝 AD損保 びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

4 青木 優 ｶﾈﾎﾞｳ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

5 作田 将希 JR東日本RT びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

6 下田 裕太 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

7 高久 龍 ﾔｸﾙﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

8 其田 健也 JR東日本RT びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

9 林 奎介 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

10 片西 景 JR東日本RT びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

11 野口 拓也 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

12 高宮 祐樹 ﾔｸﾙﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

13 神野 大地 ｾﾙｿｰｽｱｽﾘｰﾄ 防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府 12月19日

14 富安 央 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

15 大迫 傑 Nike 東京五輪 札幌大通 8月8日

16 堀合 大輔 ﾔｸﾙﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

17 大崎 遼 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

18 金子 晃裕 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

19 高橋 雅人 TRACK TOKYO びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

20 倉田 翔平 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

21 渡辺 利典 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

22 佐藤 諒太 警視庁 びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

23 岡山 春紀 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

24 大橋 秀星 小平市陸協 防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府 12月19日

25 秋山 太陽 森ﾋﾞﾙ 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月5日

26 浜田 祐知 日大 びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

27 宮川 慎太郎 警視庁 びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

28 山口 純平 ELDORESO 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月5日

29 山田 泰生 東京陸協 びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 2月28日

30 D･M･ｷﾄﾆｰ TRACK東京 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 12月5日

2時間07分20秒

2時間07分27秒

2時間07分40秒

2時間07分42秒

2時間08分00秒

2時間08分05秒

2時間06分51秒

2時間10分29秒

2時間10分41秒

2時間12分22秒

2時間12分59秒

2時間13分14秒

2時間13分17秒

2時間08分11秒

2時間08分52秒

2時間09分27秒

2時間09分28秒

2時間09分30秒

2時間09分34秒

2時間16分41秒

2時間16分44秒

2時間16分51秒

2時間16分52秒

2時間17分00秒

2時間13分39秒

2時間14分01秒

2時間14分11秒

2時間14分31秒

2時間16分24秒

2時間16分32秒

男子マラソン

記録



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 GP 静岡 小笠山 5月3日

2 平塚 玄空 日大 記録挑戦突破会 日本大 7月31日

3 蛭子屋 雄一 ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ 川越市ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶｰﾆﾊﾞﾙ 川越 4月11日

4 宮田 風 日大 関東学生新人 相模原 9月10日

5 横内 智裕 一橋大 新四大学対校 舎人 4月11日

5 角田 滉貴 Fun+Run 東京ﾗﾋﾞｯﾂ 駒沢 6月13日

5 久我 洸士郎 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 北海道選手権 釧路 8月22日

8 佐藤 駿平 大東大 関東学生 相模原 5月23日

9 福士 湊 明星学園高 江東区ｼﾞｭﾆｱ 夢の島 11月3日

10 村山 太郎 学習院大 四大学対校 上柚木 9月26日

10 後藤 昂 東京陸協 JUMPFESTIVAL ⾧居 10月23日

12 上原 達哉 岩倉高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

12 堀切 聡馬 都足立高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

14 内野 秀喜 明星学園高 全国高校 福井 8月1日

15 及川 昂宏 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大 4月4日

15 尾畑 元佳 東京陸協 横浜市 三ツ沢 4月17日

15 池之迫 臣 柏葉中職 江東区ｼﾞｭﾆｱ 夢の島 6月20日

15 平山 健一 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大 7月11日

15 南雲 優吾 東海大 東海大種目別 東海大 8月6日

15 上島 大輝 東洋大 川口市民 川口青木 10月3日

21 蒔田 望太郎 駿台高 蓮田市選手権 上尾 10月31日

22 内山 時滉 筑波大附高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

22 斎藤 碧人 都板橋高 東京都高体連支部学年別 江戸川区 6月6日

22 綿野 晃生 日本工大駒場高 東京都高体連支部学年別 世田谷 6月26日

25 宮内 夏葵 東京高 東京都高体連支部春季 世田谷 4月4日

25 稲田 翔太 東経大 関東私学六大学対校 川越 4月25日

25 右代 啓祐 国士舘ｸ 鹿児島県記録会 鴨池 5月2日

25 元吉 雄基 NHK学園教 東日本実業団 熊谷 5月16日

25 尾又 平朗 XSPO WOLVES 東日本実業団 熊谷 5月16日

25 荻野 隼 電通大 東京ﾗﾋﾞｯﾂ 駒沢 6月13日

25 及川 昴宏 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大 7月11日

25 石野 健人 東海大 東海大跳躍 東海大 8月28日

25 梶原 真 上智大 豊島区秋季 夢の島 9月20日

25 中沢 優 東京高 関東高校選抜新人 笠松 10月23日

25 加藤 舜 XSPO WOLVES TOKYO 杉並区 AGF F 10月24日

25 朝烏 遼 日体大 日本体育大選手権 健志台 10月31日

2m30

男子走高跳

記録
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順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 石川 拓磨 TCS 日本選手権･室内競技 大阪城ホール 3月18日

2 江島 雅紀 富士通 日本選手権 ⾧居 6月26日

3 沢 慎吾 きらぼし銀行 Japan Athlete Games 大隅室内 2月28日

3 来間 弘樹 ｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞAC 日本選手権･室内競技 大阪城ホール 3月18日

3 尾崎 駿翔 日体大 関東学生 相模原 5月22日

6 山本 智貴 ｾﾞﾋﾞｵ 日本体育大室内棒高跳 健志台棒高跳 3月7日

7 小林 直樹 日体大 日本学生個人 平塚 6月6日

7 豊田 翼 日大 記録挑戦突破会 日本大 8月28日

7 山田 直季 日体大 関東学生新人 相模原 9月12日

10 右代 啓祐 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大 3月25日

10 岡部 彪冴 東海大 東海大競技会 東海大 5月1日

12 太田 慎之介 東海大 東海大種目別 東海大 7月17日

13 吉沢 一馬 順大 順天堂大競技会 順天堂大 7月10日

14 奥田 啓祐 第一学院高教 国士舘大競技会 国士舘大 4月3日

14 鈴木 琢丸 Bring Up AC 国士舘大競技会 国士舘大 6月13日

16 太田 慎之介 東京高 東京都高体連ｼﾞｭﾆｱ 上柚木 3月20日

16 川崎 和也 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 東日本実業団 熊谷 5月15日

16 豊田 雄伍 東京高 東京都私立中高 駒沢 8月28日

19 太田 凌也 東京高 東京都高体連ｼﾞｭﾆｱ 上柚木 3月20日

20 山岸 幹 国士大 四大学対校 相模原 4月17日

20 本郷 達也 明星学園高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

20 右代 啓欣 NAKAIAC 日本選手権･混成 ⾧野 6月13日

23 坂下 翔悟 明星学園高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月24日

23 佐藤 太波 明星学園高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

25 金子 凌慈 明星学園高 東京都高体連支部春季 上柚木 4月3日

25 小山 涼介 明星学園高 東京都高体連支部春季 上柚木 4月3日

25 稲嶺 恵唯 東京高 東京都高体連支部春季 世田谷 4月4日

25 石川 淳 慶大 東京六大学対校 鴻巣 4月18日

25 田中 廉人 ﾄﾞ ﾘ ｰ ﾑ ｽ ﾎﾟ ｰ ﾂ AC 鹿児島県記録会 鴨池 5月3日

25 大森 怜 東京高 東京都高校新人対校支部予選 駒沢 9月4日

5m70

男子棒高跳

記録
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順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 8m36 +0.6* 橋岡 優輝 富士通 日本選手権 ⾧居 6月27日

2 7m73 * 嶺村 鴻汰 富士通 Japan Athlete Games 大隅室内 2月28日

3 7m68 +0.4* 山川 夏輝 東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ 全日本実業団 ⾧居 9月25日

4 7m67 -0.5* 酒井 由吾 慶大 川口市選手権 川口青木 5月30日

5 7m54 +1.7* 海老沼 勝輝 XSPOWOLVESTOKYO 国士舘大競技会 国士舘大 7月11日

6 7m51 +0.8* ⾧谷川 大樹 国士大 国士舘大競技会 国士舘大 4月4日

7 7m50 +0.8* 山本 凌雅 JAL 日本体育大競技会 健志台 5月29日

8 7m47 +2.0* 片山 大地 八王子高 U18競技会 愛媛総合 10月23日

9 7m45 +1.7* 井上 晃輔 東海大 日本体育大競技会 健志台 9月26日

10 7m38 +0.9* 吉川 翔 ﾃｨｶﾞAC 全日本実業団 ⾧居 9月24日

11 7m37 +0.6* 木下 諒 日大 日本体育大競技会 健志台 9月26日

12 7m35 * 深沢 宏之 MINT TOKYO 日本選手権･室内競技 大阪城ホール 3月18日

12 7m35 +2.0* 奥田 啓祐 第一学院高教 日本選手権･混成 ⾧野 6月12日

14 7m28 -0.4* 白浜 稔也 都板橋高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

15 7m25 -0.1* 宮崎 諒也 玉川大 足立競技会 舎人 10月9日

16 7m24 +1.2* 小川 宏海 東京陸協 国士舘大競技会 国士舘大 4月4日

17 7m23 +1.3* 加藤 楓 東海大 東海大種目別 東海大 8月6日

18 7m23 +0.2* 高島 良純 電通大 渋谷区競技会 駒沢 11月21日

19 7m22 +1.0* 吉田 順哉 日大 関東学生新人 相模原 9月12日

20 7m20 +1.8* 猿山 力也 spopedia.A.C 川口市春季 川口青木 4月10日

21 7m18 +0.6* 細萱 颯生 桐朋高 東京都私立中高 駒沢 8月29日

22 7m17 +0.4* 松岡 晃輝 大東大 関東学生 相模原 5月22日

23 7m16 +1.7* 松添 基理 MPandC 東日本実業団 熊谷 5月16日

24 7m16 +1.9* 森屋 裕生 都城東高 東京都高校新人 駒沢 9月23日

25 7m14 +1.3* 荻野 隼 電通大 東京選手権 駒沢 8月13日

26 7m12 +0.9* 櫛田 優 東工大 蓮田市選手権 上尾 10月31日

27 7m11 +1.6* 友野 舜涼 都東大和高 南関東高校 等々力 6月18日

28 7m10 +1.7* 木住野 幸大 八王子高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

29 7m07 +1.4* 大森 公乃祐 立教大 立教大対同志社大 山城第二 11月7日

30 7m06 +1.4* 松井 陸 東経大 関東私学六大学対校 川越 4月25日

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 15m91 +1.0* 中山 昂平 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 日本選手権 ⾧居 6月25日

2 15m80 -0.8* 鈴木 憲伸 明大 法政大対明治大 法政大 7月11日

2 15m80 +0.8* 山下 航平 ANA 田島直人記念 維新百年 10月17日

4 15m79 +0.3* 小川 宏海 富士電工 東日本実業団 熊谷 5月15日

4 15m79 -0.6* 楠本 政明 ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ 東日本実業団 熊谷 5月15日

6 15m67 * 山下 祐樹 国士舘ｸ 日本選手権･室内競技 大阪城ホール 3月18日

7 15m50 +1.8* 麻沼 慎太郎 日大 記録挑戦突破会 日本大 8月28日

8 15m45 +0.7* 岡林 隼矢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 国士舘大競技会 国士舘大 7月10日

9 15m41 -0.4* 岡林 隼也 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 国士舘大競技会 国士舘大 4月3日

10 15m41 -0.5* 山本 凌雅 JAL 日本選手権 ⾧居 6月25日

11 15m16 +0.5* 白浜 稔也 都板橋高 東京都高校対校支部予選 江戸川区 4月17日

12 15m12 +1.7* 大森 公乃祐 立教大 日本体育大競技会 健志台 6月13日

13 15m10 +-0.0* 京角 遥都 東海大 東海大種目別 東海大 8月6日

14 14m92 +0.7* 柿埜 凉生 GOLD'S GYM 国士舘大競技会 国士舘大 6月12日

15 14m92 +0.2* 池上 拓希 明海大 国士舘大競技会 国士舘大 6月12日

16 14m87 +0.7* 杉岡 優磨 iMARe 中央大記録会 中央大 5月1日

17 14m87 +1.8* 中島 陸斗 駿河台大 流通経済大 龍ケ崎 5月4日

18 14m79 +2.0* 香坂 俊光 東農工大 関東学生 相模原 5月21日

19 14m78 +1.1* 井関 慶人 東京陸協 東京選手権 駒沢 8月15日

20 14m70 -0.3* 及川 知浩 富士電工 東日本実業団 熊谷 5月15日

21 14m66 +1.3* 三浦 和真 慶大 東京六大学対校 鴻巣 4月18日

22 14m57 +1.6* 小林 陽介 東京陸協 平成国際大競技会 上尾 4月11日

23 14m51 +0.5* 柿埜 涼生 GOLD'S GYM 国士舘大競技会 国士舘大 7月10日

24 14m50 +1.9* ⾧谷部 翼 国武大 国武大競技会 国際武道大 8月29日

25 14m46 +-0.0* 柳生 和馬 国士大 国士舘大競技会 国士舘大 7月10日

26 14m34 +0.1* 伊藤 鴻児 筑波大 筑波大競技会 筑波大 5月1日

27 14m25 +0.4* 田中 瑞希 東工大 横浜市選手権 三ツ沢 10月10日

28 14m15 -0.2* 保坂 有力 明海大 国士舘大競技会 国士舘大 4月3日

29 14m13 +1.8* 児島 有伸 東京陸協 国際武道大競技会 国際武道大 10月24日

30 14m11 +1.1* 山田 駿斗 都城東高 東京都高体連支部学年別 江戸川区 6月5日

男子三段跳



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 GP 静岡 小笠山 5月3日

2 戸辺 誠也 国士舘ｸ 日本選手権 ⾧居 6月27日

3 須田 裕太郎 国士舘ｸ 国士舘大競技会 国士舘大 5月2日

4 国司 裕通 日大 関東学生 相模原 5月21日

5 池田 大晟 鹿屋体大 九州学生新人 島原 10月16日

6 石坂 奨真 順大 順天堂大競技会 順天堂大 4月3日

7 佐藤 皓人 日大 釜本文男記念 日本大 10月31日

8 鈴木 愛瑾 日大 記録挑戦突破会 日本大 8月28日

9 右代 啓祐 国士舘ｸ 鹿児島県記録会 鴨池 5月2日

10 岩本 高希 日大 東海大･日本大対抗 城山 4月11日

11 幸田 和記 ﾐﾗﾉ 東日本実業団 熊谷 5月16日

12 井上 翼 東海大 東海大･日本大対抗 城山 4月11日

13 奥田 啓祐 第一学院高教 鹿児島県記録会 鴨池 5月2日

14 仲宗根 伸 国士大 東京選手権 駒沢 8月15日

15 鈴木 修斗 国士大 関東学生新人 相模原 9月11日

16 八幡 慎之介 国士大 国士舘大競技会 国士舘大 5月2日

17 荒木 勇輝 明海大 江東区秋季 夢の島 10月3日

18 安藤 夢 みはる矯正AC 筑波大競技会 筑波大 8月20日

19 金丸 龍昇 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 10月10日

20 渡辺 響 東京都立大 豊島区秋季 夢の島 9月20日

21 二宮 康輔 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 4月4日

22 西多 徳義 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 4月11日

23 倉持 憲成 立教大 東京六大学対校 鴻巣 4月18日

24 大沢 彩斗 東経大 関東学生 相模原 5月20日

25 右代 啓欣 中井ｴ ﾝ ｼﾞ ﾆ ｱ ﾘ ﾝ ｸﾞ 鹿児島県記録会 鴨池 5月2日

26 田中 廉人 ﾄﾞﾘｰﾑｽﾎﾟｰﾂ 日本選手権･混成 ⾧野 6月12日

26 鈴木 琢丸 Bring Up AC 道央選手権 千歳青葉 8月20日

28 川崎 和也 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 東日本実業団 熊谷 5月16日

29 唐沢 琉成 ｳｪﾙﾈｽ  東京都高体連支部秋季 夢の島 11月7日

30 小坂 祐司 東京消防庁 東京ﾗﾋﾞｯﾂ 駒沢 6月13日

17m28

16m85

16m59

16m16

15m53

15m25

18m01
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記録
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順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 米沢 茂友樹 ｵﾘｺ 日本選手権 ⾧居 6月24日

2 安藤 夢 みはる矯正歯科医院 全日本実業団 ⾧居 9月25日

3 蓬田 和正 GOLD'S GYM 実業団･学生対抗 平塚 7月17日

4 右代 啓祐 国士舘ｸ 鹿児島県記録会 鴨池 5月3日

5 薄井 優斗 東海大 日本体育大競技会 健志台 6月12日

6 浅倉 穂鷹 日大 記録挑戦突破会 日本大 7月31日

7 井上 翼 東海大 東海大競技会 東海大 5月1日

8 山岸 幹 国士大 国士舘大競技会 国士舘大 7月10日

9 呑口 武 日大 日本大競技会 日本大 5月2日

10 篠崎 明彦 日大 記録挑戦突破会 日本大 8月28日

11 蒲谷 淳志 日大 東海大･日本大対抗 城山 4月11日

12 斎藤 廉 山梨学大 山梨学院大記録会 川田｢未来の森｣ 5月3日

13 奥田 啓祐 第一学院高教 国士舘大競技会 国士舘大 7月10日

14 右代 啓欣 中井ｴ ﾝ ｼﾞ ﾆ ｱ ﾘ ﾝ ｸﾞ 鹿児島県記録会 鴨池 5月3日

15 斎藤 如月 筑波大 筑波大競技会 筑波大 8月20日

16 鈴木 琢丸 Bring Up AC 道央選手権 千歳青葉 8月21日

17 迎 幸之輔 山梨学大 国士舘大競技会 国士舘大 6月12日

18 重田 一稀 東経大 関東学生 相模原 5月22日

19 川崎 和也 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 東日本実業団 熊谷 5月15日

20 角田 光洋 Palette 東京選手権 駒沢 8月14日

21 二宮 康輔 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 5月1日

22 田中 廉人 ﾄﾞ ﾘ ｰ ﾑ ｽ ﾎﾟ ｰ ﾂ AC 鹿児島県記録会 鴨池 5月3日

23 ⾧嶺 颯 国士大 日本体育大競技会 健志台 10月10日

24 小坂 祐司 東京消防庁 川口市選手権 川口青木 5月30日

25 金丸 龍昇 国武大 国際武道大選手権 国際武道大 9月25日

26 細川 健二 日野市陸協 八王子市 上柚木 9月12日

27 小林 凌 東経大 関東学生 相模原 5月22日

28 平松 忠浩 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 国士舘大競技会 国士舘大 5月1日

29 大久保 志温 国士大 国士舘大競技会 国士舘大 7月11日

30 畠 純也 学習院AC 東京選手権 駒沢 8月14日

55m63

男子円盤投(2.000kg)

記録

42m03

40m62

40m55

39m8*

39m65

38m93

55m15

55m05

48m43

45m92

44m50

43m70

36m51

36m30

35m51

35m27

35m26

34m74

37m89

37m56

37m45

37m16

36m98

36m58

34m48

34m43

33m51

32m81

32m51



順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 木村 友大 ｾﾞﾝﾘﾝ 九州共立大ﾁｬﾚﾝｼﾞ 九州共立大 4月17日

2 石坂 奨真 順大 四大学対校 相模原 4月17日

3 富永 天平 筑波大 筑波大競技会 筑波大 6月19日

4 西岡 大騎 東海大 日本学生 熊谷 9月19日

5 金丸 龍昇 国武大 田島直人記念 維新百年 10月16日

6 角田 光洋 練馬区役所 東日本実業団 熊谷 5月16日

7 政安 和 日体大 日本体育大選手権 健志台 10月31日

8 大沢 宙也 都府中工高 国際武道大競技会 国際武道大 5月29日

9 角田 光洋 Paletta 日大競技会 日本大 7月24日

10 斎藤 峻広 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 10月24日

11 武田 瑛大 日大 日本大競技会 日本大 3月27日

12 斎藤 海音 都府中工高 国際武道大競技会 国際武道大 5月29日

13 仲宗根 伸 国士大 日本体育大選手権 健志台 10月31日

14 成瀬 勇気 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 4月24日

15 鶴田 大介 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 4月24日

16 西多 徳義 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 5月2日

17 厚川 大亮 東大 関東学生 相模原 5月23日

18 石井 大輔 東京高 日本大競技会 日本大 4月17日

19 田中 隼太 都府中工高 国際武道大競技会 国際武道大 5月29日

20 小山田 颯太 都府中工高 国際武道大競技会 国際武道大 5月29日

21 高橋 健一 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 埼玉ﾏｽﾀｰｽﾞ 熊谷 8月22日

22 木之下 隆弘 京大 京阪神三大学対校新人 服部緑地 11月6日

65m43

60m30

59m82

59m43

54m45

53m44

71m21

男子ハンマー投(7.260kg)

記録

44m09

43m11

41m81

39m62

36m45

34m80

53m22

52m12

49m56

48m53

46m74

46m10

21m73

17m48

17m11



順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 角田 直之 GOLD'S GYM 東日本実業団 熊谷 5月15日

2 山崎 元気 とらふぐ亭 日本GP新潟 新潟 6月6日

3 道上 雅晃 GOLD'S GYM 川口市選手権 川口青木 5月30日

4 伊藤 達也 慶大 早慶対抗 早稲田大 9月26日

5 中山 睦喜 中大ｸﾗﾌﾞ 国士舘大競技会 国士舘大 7月10日

6 押山 翔史輝 国士大 国士舘大競技会 国士舘大 4月3日

7 塩崎 千畝 国士大 国士舘大投擲競技会 国士舘大 8月8日

8 神谷 雄大 国士大 日本体育大選手権 健志台 10月30日

9 中島 翔平 BRC 足立競技会 舎人 10月10日

10 相原 大聖 日大 国際武道大競技会 国際武道大 5月29日

11 鈴木 琢丸 Bring Up AC 国士舘大競技会 国士舘大 6月13日

12 右代 啓祐 国士舘ｸ 鹿児島県記録会 鴨池 5月3日

13 金指 裕太朗 立教大 川口市民 川口青木 10月3日

14 斎藤 光紀 中大ｸﾗﾌﾞ 中央大記録会 中央大 5月1日

15 竹内 信之介 流通経大 流通経済大 龍ケ崎 5月4日

16 山岸 幹 国士大 関東学生 相模原 5月21日

17 金指 祐太朗 立教大 立教大対同志社大 山城第二 11月7日

18 佐々木 陽 東経大 関東私学六大学対校 川越 4月25日

19 後藤 竣 東京陸協 順天堂大競技会 順天堂大 6月12日

20 鶴沢 元基 都富士森高 南関東高校 等々力 6月20日

21 大久保 志温 国士大 国士舘大競技会 国士舘大 5月2日

22 佐藤 秀亮 都美原高 全国高校 福井 7月29日

23 酒井 孝 国立陸協 北相競技会 相模原 10月17日

24 竹迫 寿 WAC 東京選手権 駒沢 8月13日

25 新垣 大輝 日大 記録挑戦突破会 日本大 8月29日

26 室永 豊文 中大ｸﾗﾌﾞ 中央大記録会 中央大 10月10日

27 若生  裕太 電通ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾗ 屋島 4月24日

28 笠原 豪 東京都立大 15大学対校 上柚木 7月3日

29 奥田 啓祐 第一学院高教 日本選手権･混成 ⾧野 6月13日

30 村田 真司 国士大 東京選手権 駒沢 8月13日

68m79

66m38

65m53

65m15

64m97

64m93

76m14

71m73

71m49

男子やり投(800g )

記録

58m48

57m87

57m35

56m82

64m41

63m53

62m45

61m40

61m15

60m81

55m00

54m99

54m72

56m65

56m62

56m60

55m80

55m43

55m36

60m06

59m42



選手 所属 競技会名 競技場名 競技日

右代 啓祐 国士舘ｸ 鹿児島県記録会 鴨池 5月3日

奥田 啓祐 第一学院高教 日本選手権・混成 ⾧野 6月12日

右代 啓欣 NAKAIAC 日本選手権・混成 ⾧野 6月12日

田中 廉人 ﾄﾞ ﾘ ｰ ﾑ ｽ ﾎﾟ ｰ ﾂ AC 鹿児島県記録会 鴨池 5月3日

山岸 幹 国士大 日本学生 熊谷 9月18日

鈴木 琢丸 Bring Up AC 道央選手権 千歳 8月21日

大塚 敏央 国武大 国武大競技会 国際武道大 8月29日

⾧嶺 颯 国士大 日本体育大競技会 健志台 10月10日

石川 淳 慶大 日本体育大競技会 健志台 5月2日

大久保 志温 国士大 日本体育大競技会 健志台 10月10日

荻野 隼 電通大 国際武道大競技会 国際武道大 10月24日

村上 元太 東海大 国士舘大競技会 国士舘大 7月11日

橋本 秀汰郎 国士大 日本体育大競技会 健志台 10月10日

片桐 秀太 明海大 東京選手権 駒沢 8月14日

栗原 彰理 ﾃｨｶﾞAC 東京選手権 駒沢 8月14日

奈良 歩夢 東京学芸大 日本体育大競技会 健志台 5月2日

⾧谷川 隼 京大 学連競技会 ⾧居第二 8月5日

小俣 靖二朗 筑波大 筑波大競技会 筑波大 10月9日

菱沼 颯 日体大 日本体育大競技会 健志台 8月29日

堀口 昂誉 ﾚｽﾀｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 国際武道大選手権 国際武道大 9月26日

平松 忠浩 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 東京選手権 駒沢 8月14日

須崎 在 慶大 国士舘大競技会 国士舘大 3月25日

第2日目：15.43(-0.9)-34.20-4.40-53.88-4.44.20-

第2日目：110mH-円盤投-棒高跳-やり投-1500m
順位 記録

1 7816点
第1日目：11.46(+1.4)-6.94(+1.9)-14.49-1.95-52.03- 第2日目：15.06(+1.8)-48.43-4.90-62.45-4.39.67-

第1日目：100m-走幅跳-砲丸投-走高跳-400m

2 7768点

3 7040点
第1日目：11.39(+2.1)-6.76(+1.6)-12.06-1.94-50.96-

4 6966点
第1日目：11.20(+1.4)-6.84(-0.2)-11.78-1.92-52.21- 第2日目：14.89(+2.1)-35.51-4.20-52.23-4.52.97-

5 6822点
第1日目：11.09(+1.6)-6.83(+0.8)-11.29-1.70-51.11- 第2日目：15.49(-0.2)-33.26-4.30-55.12-4.45.10-

6 6801点
第1日目：10.90(2.5)-6.53(1.5)-12.13-1.75-52.26- 第2日目：14.86(1.9)-37.45-4.30-61.60-5.38.64-

7 6489点
第1日目：11.06(+1.3)-6.33(+0.2)-10.42-1.78-50.14- 第2日目：15.02(+1.7)-29.69-4.00-45.53-4.51.55-

8 6431点
第1日目：11.49(+0.4)-6.30(+0.3)-11.34-1.75-50.67- 第2日目：16.60(+1.6)-35.27-4.00-46.88-4.37.93-

9 6126点
第1日目：11.38(+0.5)-6.24(-0.3)-10.78-1.70-52.27-; 第2日目：16.80(-0.7)-29.43-4.10-47.02-4.47.92----

10 6057点
第1日目：11.64(+1.4)-6.24(+1.3)-10.75-1.75-53.85- 第2日目：16.02(+1.6)-32.06-3.60-54.68-5.04.97-

11 6039点
第1日目：11.36(+3.2)-6.75(-3.3)-7.82-1.90-51.93- 第2日目：15.38(+1.9)-24.25-3.10-41.10-4.35.66-

12 5869点
第1日目：11.28(-1.6)-6.68(+1.0)-9.06-1.75-51.63- 第2日目：16.09(-0.6)-25.72-2.80-43.50-4.41.63-

13 5608点
第1日目：11.64(+0.4)-6.51(+2.3)-8.55-1.80-52.76- 第2日目：16.23(+1.6)-25.73-2.80-41.62-4.52.38-

14 5597点
第1日目：11.52(+0.1)-6.41(+0.6)-10.08-1.77-53.18- 第2日目：16.84(-0.7)-30.27-2.70-42.62-5.05.37-

15 5587点
第1日目：11.73(+0.1)-5.96(+0.6)-10.22-1.80-51.93- 第2日目：15.23(-0.7)-32.10-NM-44.25-4.50.14-

16 5572点
第1日目：11.26(+0.8)-6.27(-2.0)-8.93-1.70-54.46- 第2日目：16.04(0.0)-26.59-3.00-49.57-5.16.19-

17 5530点
第1日目：11.72(-1.5)-6.09(+0.9)-8.12-1.65-52.07- 第2日目：15.71(-1.7)-22.72-3.20-44.16-4.49.78-

5503点
第1日目：11.84(-1.6)-6.31(+0.8)-10.07-1.75-52.97- 第2日目：16.05(-0.4)-25.66-3.10-36.16-5.04.96-

19 5110点
第1日目：11.76(+0.2)-6.63(+0.4)-7.17-1.70-54.44- 第2日目：16.52(+0.8)-22.73-2.80-35.86-5.08.59-

22 3021点
第1日目：12.60(-0.2)-nm()-7.32-1.50-1.01.34- 第2日目：20.08(-2.5)-21.15-2.40-29.33-6.02.90-

男子十種競技

第1日目：10.70(+0.9)-7.35(+2.0)-12.67-1.94-47.59- 第2日目：14.54(-0.9)-38.13-4.40-54.99-4.38.70-

20 4319点
第1日目：12.13(+3.6)-5.35(-1.1)-9.47-1.55-57.65- 第2日目：20.09(+2.6)-24.41-3.00-35.68-5.23.88-

21 3671点
第1日目：11.70(+0.1)-6.35(+1.1)-10.01-1.62-55.43- 第2日目：DNF()-24.66-NM-36.18-DNF-

18



男子4×100mR

順位 選手/チーム 競技会名 競技場名 競技年月日

明星学園高 ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ

川津 靖生-神戸 毅裕-江上 開星-竹尾 拓真

東京高 東京都高体連支部秋季

斎藤 征大-織田 烈王-船津 靖介-清水 壮

城西大附城西高 東京都高校対校

佐野 勝哉-下村 健太-芹田 光希-細矢 大翔

都東大和高 南関東高校

那須 恵翔-西永 優作-古川 謙慎-友野 舜涼

八王子高 東京都高校対校

出田 悠真-田畑 隼-岩瀬 浩太郎-平出 悠人

日大豊山高 東京都高校対校

吉岡 稜平-中本 太一-崎山 遥斗-小峰 大和

都板橋高 東京都高校対校

白浜 稔也-大門 龍平-武蔵 大地-服部 亜佐哉

明海大 関東学生

飯塚 一平-保坂 有力-村田 稜羽-東 哲平

岩倉高 東京都私立中高

菅沢 智哉-大塚 正晃-大森 克己-三浦 泰廉

日大桜丘高 東京都高体連支部学年別

川口 颯翼-青木 絢大-大村 竜也-宮川 啓己

都青梅総合高 東京都高校選抜

堀籠 康平-村野 颯大-浜野 雅也-矢内 陸琥

明大附中野八王子高 東京都高校対校

海宝 大輝-古山 尚季-青山 侑暉-上新 魁

日大三高 東京都高校選抜

伊藤 崚佑-諸隈 航-天田 旭飛-石月 翔

堀越高 東京都高校対校

黒坂 文弥-鶴丸 力都-中村 彰吾-塚田 海斗

日本工大駒場高 東京都高体連支部学年別

伊野 佑輝-綿野 晃生-三城 暁-佐々木 相人

都城東高 東京都高校対校

内田 裕太-岩井 佑太郎-青木 柊真-園田 涼真

本郷高 東京都高体連支部学年別

持田 優達-安藤 晴輝-板垣 心陽-吉野 晃平

都文京高 東京都高校選抜

飯盛 朝日-畠山 翔斗-田中 優輝-徳田 容大

京華商高 東京都高校選抜

奥原 丈偉-太田 藍斗-富沢 優貴-小堀 翔太

都足立東高 東京都高校選抜

川端 将太-近藤 一朗-萩原 将人-榊原 利玖

42秒81

42秒82

記録

1

2

3

4

5

6

7

8

42秒61

42秒77

41秒65

41秒89

41秒91

42秒18

15

16

17

18

19

20

9

10

11

12

13

14

40秒28

40秒84

40秒87

40秒93

41秒01

41秒22

42秒20

42秒23

42秒52

42秒55

42秒59

42秒60

11月3日

11月13日

5月9日

6月18日

5月9日

5月9日

5月9日

5月20日

6月26日

5月8日

6月5日

7月10日

7月10日

7月10日

8月27日

5月29日

7月10日

5月8日

7月10日

5月8日

小笠山

世田谷

駒沢

等々力

駒沢

駒沢

上柚木

駒沢

世田谷

駒沢

江戸川区

上柚木

駒沢

相模原

駒沢

世田谷

上柚木

駒沢

上柚木

上柚木



都昭和高 東京都高校対校

平野 豊丈-松田 直弥-堀江  巧-杉浦 和磨

都紅葉川高 東京都高校対校

松田 晴音-尾崎 保慶-山口 浩林-小笠原 巧

都片倉高 東京都高校新人

佐野 虎之助-常住 晴琉-山之内 央輔-⾧塚 紀彦

都駒場高 東京都高校新人

市川 航太朗-⾧谷川 滉-東 柾利-高江洲 真司

駒大高 東京都高校新人

堀江 洲太-若月 琉空-池田 虎太朗-菊田 堅心

中大附高 東京都高校選抜

横山 侑哉-中瀬 桜嘉-田島 輝-脇若 征那

桐朋高 東京都私立中高

細萱 颯生-御子神 圭-柳田 俊-奥平 大星

SMARTS 全日本実業団

石見 源太郎-⿁沢 光樹-小林 大樹-大内 恵吏也

成蹊高 東京都高校選抜

渡辺 敬耀-岡本 悠大-小林 竜大-田辺 勇希

成城高 東京都高校新人

浅岡 雅人-斎藤 謙昇-大道 壮唯-佐藤 壮輔

43秒11

43秒11

42秒83

42秒83

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

42秒93

43秒02

43秒02

43秒05

42秒84

42秒88

8月27日

9月25日

7月10日

9月23日

5月8日

5月8日

9月23日

9月23日

9月23日

7月10日

駒沢

上柚木

駒沢

⾧居第二

上柚木

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢



男子4×400mR

順位 選手/チーム 競技会名 競技場名 競技年月日

東京高 南関東高校

佐藤 健太-清水 壮-田所 海大-宮内 夏葵

明星学園高 南関東高校

古屋 新太-川津 靖生-影山 雄翔-逸見 空広

城西大附城西高 東京都高校対校

後藤 元気-角 来琉-日高 裕喜人-八戸 颯詩

明大附中野高 南関東高校

藤井 隼矢-荒沢 朋希-山本 守凛-高部 聖大

八王子高 東京都高校対校

滝沢 遼太-平出 悠人-岩瀬 浩太郎-田畑 隼

都東大和高 東京都高校対校

西永 優作-⾧沢 匠人-友野 舜涼-佐々木 陽太

都駒場高 東京都高校対校

吉川 昂輝-中坪 龍吾-大石 裕介-高江洲 真司

都文京高 東京都高校対校

徳田 容大-田中 優輝-飯盛 朝日-和久 将志

日本工大駒場高 ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ

小椋 拓和-麻生 悠斗-志村 武-田邊 泰幹

都松が谷高 東京都高校対校

阿部 浩輝-⾧谷川 匠-木村 広志-肥田 祐紀

都西高 東京都高校対校

小椋 陽仁-山田 大翔-林 啓樹-小山 蓮

立教池袋高 東京都私立中高

大野 寧央-山本 康生-大竹 爾喜-川嶋 康駿

都八王子東高 東京都高校対校

津島 光大郎-鹿内 翔-松嶋 宏樹-井上 耕太

ﾕﾒｵﾐﾗｲ 東日本実業団

陳 胤霖-遠藤 幸一郎-大瀬戸 一馬-高田 一就

都板橋高 東京都高校対校

高橋 知宏-大門 龍平-佐藤 息吹-三浦 優心

都狛江高 東京都高校対校

藤沢 龍星-宮藤 陽平-須古 祐智-村上 龍一朗

駒大高 東京都高校新人

藤井 凛人-菊田 堅心-若月 琉空-堀江 洲太

都城東高 東京都高校対校

青木 柊真-園田 涼真-山梨 亜嵐-井上 慎翔

都紅葉川高 東京都高校対校

山口 浩林-尾崎 保慶-松田 晴音-小笠原 巧

成城高 東京都高校新人

小湊 修葵-佐藤 壮輔-佐久間 航洋-浅岡 雅人

3分21秒53

3分21秒96

3分13秒98

3分14秒15

3分14秒40

3分15秒32

3分22秒10

3分22秒16

3分22秒27

3分22秒28

記録

1

2

11

12

13

14

3

4

5

6

7

8

15

16

17

18

19

20

9

10

3分23秒83

3分24秒22

3分26秒11

3分26秒14

3分16秒07

3分16秒67

3分19秒49

3分20秒01

3分20秒01

3分21秒45

6月20日

6月20日

5月15日

8月29日

5月15日

5月15日

5月16日

6月20日

5月16日

5月16日

5月16日

5月16日

等々力

等々力

駒沢

等々力

駒沢

駒沢

5月15日

5月15日

9月26日

5月15日

5月15日

9月25日

11月3日

5月15日

駒沢

駒沢

駒沢

熊谷

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢

小笠山

駒沢

駒沢

駒沢



日大桜丘高 東京都高校対校

福田 喜介-宮川 啓己-平野 皓大-青木 絢大

広尾学園高 東京都高校対校

風間 晨-今西 優豪-北田 翼-内田 誠也

城北学園城北高 東京都高校対校

源 謙二郎-横井 健道-今泉 大和-礒野 起暉

都昭和高 東京都高校対校

平野 豊丈-松田 直弥-西村 友翔-堀江  巧

桐朋高 東京都高校新人

御子神 圭-高橋 諒-土田 淳真-奥平 大星

本郷高 東京都高校対校

安藤 晴輝-橋本 和磨-寺畑 翔矢-板垣 心陽

東海大学菅生高 国士舘大競技会

大沼 優太-中林 隆太-村山 海斗-村国 海衣

都青梅総合高 東京都高校対校

林田 丈-村野 颯大-堀籠 康平-浜野 雅也

日本ｳｪﾙﾈｽ高 東京都私立中高

伊藤 海音-小木 舜介-へﾛｯﾄﾞ 隼人-小林 徹

専大附高 東京都高校対校

佐久間 奎吾-大塚 耀登-岡部 真大-大野 倖汰

3分27秒32

3分27秒54

3分27秒77

3分27秒79

3分26秒52

3分26秒70

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

3分28秒19

3分28秒22

3分26秒46

3分26秒50

6月13日

5月15日

8月28日

5月15日

5月15日

5月15日

5月15日

5月15日

9月25日

5月15日

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢

駒沢

国士舘大



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67 +2.0* 鷺 麻耶子 早大 日本選手権 ⾧居 6月24日

1 11秒67 -0.1* 大石 沙也加 ｾﾚｽﾎﾟ 全日本実業団 ⾧居第二 9月25日

3 11秒70 +1.6* 田路 遥香 中大 布勢スプリント 布勢 6月6日

4 11秒71 +1.1* 藤田 涼子 日体大 関東学生 相模原 5月20日

5 11秒77 +0.9* ﾛｽ 瑚花ｱﾃﾞｨｱ 世田谷駒沢中 U16競技会 愛媛総合 10月22日

6 11秒78 +1.6* 福島 千里 ｾｲｺｰ 布勢スプリント 布勢 6月6日

7 11秒85 +0.4* 滝田 静海 日体大 U20日本選手権 ⾧居 6月24日

8 11秒87 +0.3* 小林 茉由 J.VIC 八王子市 上柚木 9月12日

9 11秒92 +0.8* 有村 実寿々 筑波大附高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

10 11秒96 +1.9* ⾧谷部 可蓮 明星学園高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

11 11秒97 +1.9* 税田ｼﾞｪﾆﾌｧｰ璃美 城西大附城西高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

12 11秒99 +1.1* 山越 理子 都富士高 東京都高校対校支部予選 世田谷 4月24日

13 12秒00 +0.9* 綿貫 真尋 城西大附城西高 東京選手権 駒沢 8月14日

14 12秒03 +0.7* 高橋 真由 日体大 日本体育大競技会 健志台 10月9日

15 12秒04 +2.0* 高橋 美悠 日体大 日本学生個人 平塚 6月5日

16 12秒07 +0.2* 伊藤 すずほ 日女体大 日本学生個人 平塚 6月5日

17 12秒11 +2.0* 金井 まるみ ﾄﾞﾄｰﾙAC 布勢スプリント 布勢 6月6日

18 12秒12 +0.2* 竹内 爽香 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 平成国際大競技会 上尾 4月11日

19 12秒13 +0.9* 藤井 南月子 鴎友学園女中 U16競技会 愛媛総合 10月22日

20 12秒17 +0.8* 上島 周子 都富士高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

21 12秒18 +0.7* 鴻田 萌子 日女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 5月29日

22 12秒21 +0.5* 山本 芽依 とらふぐ亭 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 5月29日

22 12秒21 +0.3* 飯田 光咲 日本工大駒場高 東京都高体連支部学年別 世田谷 6月26日

22 12秒21 +0.2* 新宅 麻未 ｱｯﾄﾎｰﾑ 中央大記録会 中央大 10月10日

25 12秒22 +0.3* 村松 沙羅 日本工大駒場高 東京都高体連支部学年別 世田谷 6月26日

26 12秒23 +0.1* 福西 和香子 府中六中 全日本中学通信 上柚木 7月17日

27 12秒25 +1.8* 乙津 美月 八王子高 東京都高体連支部春季 上柚木 4月3日

27 12秒25 +1.8* 米田 優奈 都東大和高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月24日

27 12秒25 +0.3* 朝田 ひらり 東京高 東京都高体連支部学年別 世田谷 6月26日

27 12秒25 +1.6* ｶｼﾞｭｰﾙ･ﾁｵﾏ･ﾁｪﾙｼｰ 国士大 関東学生新人 相模原 9月11日

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 23秒76 -0.4* 大石 沙也加 ｾﾚｽﾎﾟ 全日本実業団 ⾧居第二 9月26日

2 23秒88 +1.0* 田路 遥香 中大 中央大記録会 中央大 5月2日

3 23秒99 +0.3* 滝田 静海 日体大 READY STEADY TOKYO 国立 5月9日

4 24秒14 +1.4* 藤田 涼子 日体大 日本体育大競技会 健志台 5月30日

5 24秒27 +1.9* 税田ｼﾞｪﾆﾌｧｰ璃美 城西大附城西高 全国高校 福井 7月31日

5 24秒27 +1.2* 小林 茉由 J.VIC 東京選手権 駒沢 8月15日

7 24秒35 -0.5* 新宅 麻未 ｱｯﾄﾎｰﾑ 中央大記録会 中央大 8月22日

8 24秒57 +0.7* 鷺 麻耶子 早大 日本学生個人 平塚 6月6日

9 24秒60 -2.0* 山越 理子 都富士高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

10 24秒71 -0.2* 有村 実寿々 筑波大附高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

11 24秒81 +1.2* 福西 和香子 府中六中 READY STEADY TOKYO 国立 5月9日

12 24秒87 +1.3* 竹内 爽香 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 全日本実業団 ⾧居第二 9月26日

13 24秒88 +1.3* 村松 沙羅 日本工大駒場高 南関東高校 等々力 6月20日

14 24秒93 +0.2* 高橋 美悠 日体大 日本体育大競技会 健志台 5月30日

15 24秒99 -2.0* 橋本 碧 都城東高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

15 24秒99 0.0* ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ 恵 ｱﾄﾚ 日本体育大競技会 健志台 10月9日

17 25秒00 -0.7* 綿貫 真尋 城西大附城西高 東京都私立中高 駒沢 8月29日

18 25秒09 -1.6* ﾇﾜｴﾒ･ｸﾞﾚｰｽ 世田谷区駒沢中 全日本中学通信 上柚木 7月18日

19 25秒10 +1.7* 上島 周子 都富士高 江東区ナイター 夢の島 8月21日

20 25秒12 0.0* 利藤 野乃花 わらべや日洋 日本体育大競技会 健志台 10月9日

21 25秒16 +0.9* 光井 杏 日女体大 東京女子体育大・日本女子体育大対校競技会 東京女子体育大 4月4日

22 25秒17 -0.6* 広沢 優美 日体大 日本体育大競技会 健志台 10月10日

23 25秒24 +0.8* 吉田 珠希 日大 日本大競技会 日本大 5月2日

24 25秒25 -2.3* 田中 佑美 富士通 筑波大競技会 筑波大 4月3日

24 25秒25 -0.7* ⾧谷部 可蓮 明星学園高 東京都私立中高 駒沢 8月29日

26 25秒27 +1.3* 星野 莉亜 城西大附城西高 南関東高校 等々力 6月20日

27 25秒28 +1.1* 熊谷 遥未 法大 日本体育大競技会 健志台 9月26日

28 25秒34 +0.1* 伊藤 明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 10月22日

29 25秒36 -1.2* 藤田 貴子 都東大和高 南関東高校 等々力 6月20日

29 25秒36 -1.2* 益子 芽里 東京高 度東京都高体連支部秋季 世田谷 11月14日

女子200m



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 ⾧居 6月25日

2 新宅 麻未 ｱｯﾄﾎｰﾑ 全日本実業団 ⾧居第二 9月25日

3 須藤 美桜 日体大 U20日本選手権 ⾧居 6月25日

4 飯田 景子 中大 U20日本選手権 ⾧居 6月25日

5 大川 寿美香 三田国際学園高 南関東高校 等々力 6月18日

6 利根川 心暖 八王子高 南関東高校 等々力 6月18日

7 ﾋﾘｱｰ 紗璃苗 青学大 桜記念 上柚木 4月18日

8 山田 はな わらべや日洋 東京学芸大競技会 東京学芸大 8月29日

9 橋本 碧 都城東高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

10 伊藤 明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 4月17日

11 津川 瑠衣 早大 関東学生 相模原 5月20日

12 鴨下 友織菜 都三鷹中等高 南関東高校 等々力 6月18日

13 奥脇 彩花 白梅学園高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

14 熊谷 遥未 法大 日本体育大選手権 健志台 10月30日

15 樽木 千楓 日本工大駒場高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

16 中山 寛菜 日本工大駒場高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

17 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ 恵 ｱﾄﾚ 中央大記録会 中央大 9月12日

18 吉田 珠希 日大 関東学生 相模原 5月20日

19 上島 周子 都富士高 東京都高校新人 駒沢 9月23日

20 石塚 晴子 LAWSON 全日本実業団 ⾧居第二 9月25日

21 五藤 はな 日女体大 東京女子体育大・日本女子体育大対校競技会 東京女子体育大 4月4日

22 川村 優佳 早大 東京六大学対校 鴻巣 4月18日

23 朝田 ひらり 東京高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

24 井上 彩加 立教大 東京選手権 駒沢 8月13日

25 勝 くるみ 白梅学園高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

26 三好 美空 藤村女高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

27 有野 美梨 都豊多摩高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

28 井上 莉里加 国士大 国士舘大競技会 国士舘大 7月10日

29 鈴木 翼沙 日大桜丘高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

30 井口 和奏 日本工大駒場高 東京都高校新人 駒沢 9月23日58秒36

57秒73

57秒80

57秒84

57秒88

58秒09

58秒14

57秒25

57秒29

57秒46

57秒48

57秒51

57秒56

56秒73

57秒01

57秒15

57秒18

57秒23

57秒24

55秒39

55秒92

56秒16

56秒18

56秒47

56秒59

52秒86

54秒24

54秒92

55秒14

55秒38

女子400m

記録



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 ⾧居 6月27日

2 大森 郁香 奥ｱﾝﾂｰｶ READY STEADY TOKYO 国立 5月9日

3 道下 美槻 立教大 日本選手権 ⾧居 6月27日

4 山田 はな わらべや日洋 GP 静岡 小笠山 5月3日

5 ﾋﾘｱｰ 紗璃苗 青学大 日本学生 熊谷 9月19日

6 内山 成実 ｱｲ･ｴｽ･ｼｰ 全日本実業団 ⾧居第二 9月26日

7 南 日向 順天高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

8 勝 くるみ 白梅学園高 全国高校 福井 7月30日

9 奥脇 彩花 白梅学園高 U20日本選手権 ⾧居 6月27日

10 吉川 侑美 ﾕﾆｸﾛ 東日本実業団 熊谷 5月16日

11 鈴木 美呼 日体大 日本体育大競技会 健志台 6月13日

12 鴨下 友織菜 都三鷹中等高 全国高校 福井 7月30日

13 津川 瑠衣 早大 関東学生 相模原 5月22日

14 井上 莉里加 国士大 日本学生個人 平塚 6月5日

15 有野 美梨 都豊多摩高 南関東高校 等々力 6月20日

16 康本 花梨 ﾕﾆｸﾛ 東日本実業団 熊谷 5月16日

17 高田 真菜 早大 日本学生 熊谷 9月18日

18 塩入 百葉 錦城学園高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

19 ⿁童 春花 都日野台高 南関東高校 等々力 6月20日

20 木島 玲香 東京陸協 wttk・田園クラブ 上柚木 8月7日

21 石塚 晴子 LAWSON TWOLAPS 駒沢 10月30日

22 大木 優奈 江戸川区葛西二中 関東中学 熊谷 8月8日

23 鈴木 翼沙 日大桜丘高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

24 石上 栞理 順天高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

25 庭野 祥 都駒場高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

26 岡田 海緒 三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞAC 日本体育大⾧距離競技会 健志台 7月4日

27 狩浦 菜々実 白梅学園高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

28 伊藤 明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月20日

29 緑川 莉亜 都東大和高 東京都高体連ジュニア 上柚木 3月20日

30 一兜 咲子 杉並区大宮中 日本体育大競技会 健志台 5月30日2分16秒33

2分15秒90

2分15秒91

2分15秒94

2分16秒16

2分16秒17

2分16秒20

2分13秒90

2分14秒15

2分14秒30

2分14秒53

2分14秒85

2分15秒52

2分12秒40

2分12秒49

2分12秒81

2分12秒96

2分13秒76

2分13秒84

2分07秒90

2分09秒60

2分09秒93

2分10秒21

2分10秒28

2分11秒28

2分03秒71

2分06秒16

2分06秒29

2分07秒06

2分07秒86

女子800m

記録



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 東京五輪 国立 8月2日

2 道下 美槻 立教大 ホクレン千歳 千歳 7月17日

3 M･ｱｷﾄﾞﾙ ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 日本GP新潟 新潟 6月6日

4 吉川 侑美 ﾕﾆｸﾛ 全日本実業団 ⾧居第二 9月24日

5 保坂 晴子 日体大 ホクレン千歳 千歳 7月17日

6 木村 友香 資生堂 東日本実業団 熊谷 5月15日

7 日隈 彩美 資生堂 東日本実業団 熊谷 5月15日

8 広中 璃梨佳 JP日本郵政G 全日本実業団 ⾧居第二 9月24日

9 樺沢 和佳奈 資生堂 全日本実業団 ⾧居第二 9月24日

10 出水田 真紀 第一生命G 全日本実業団 ⾧居第二 9月24日

11 康本 花梨 ﾕﾆｸﾛ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 6月5日

12 佐藤 成葉 資生堂 東日本実業団 熊谷 5月15日

13 兼重 志帆 GRlab 関西実業団 ⾧居 5月15日

14 塩入 百葉 錦城学園高 全国高校 福井 7月28日

15 南 日向 順天高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

16 黒川 円佳 三井住友海上 東日本実業団 熊谷 5月15日

17 新谷 仁美 積水化学 ホクレン千歳 千歳 7月17日

18 萩野 真紀 ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 6月5日

19 荘司 麻衣 ﾕﾆｸﾛ 東海大⾧距離競技会 秦野 6月19日

20 小川 陽香 順天高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

21 島貫 恵梨子 中大 関東学生 相模原 5月20日

22 外間 礼那 東京高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

23 大宅 楓 大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 世田谷競技会 世田谷 3月27日

24 久保倉 実里 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 東日本実業団 熊谷 5月15日

25 樽本 つかさ 第一生命G 東海大⾧距離競技会 秦野 3月28日

26 原田 紋里 第一生命G 東京ミドルディスタンス 駒沢 4月4日

27 勝 くるみ 白梅学園高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

28 須藤 花菜 順天高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

29 奥脇 彩花 白梅学園高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

30 神田 美沙 ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 東日本実業団 熊谷 5月15日

30 菅原 ひまわり 錦城学園高 南関東高校 等々力 6月18日

4分33秒88

4分33秒88

4分31秒80

4分31秒94

4分31秒96

4分32秒26

4分32秒40

4分32秒54

4分28秒93

4分29秒05

4分29秒69

4分31秒32

4分31秒76

4分31秒79

4分26秒17

4分26秒80

4分26秒87

4分26秒95

4分27秒33

4分28秒03

4分17秒57

4分19秒51

4分21秒03

4分21秒50

4分21秒96

4分23秒91

4分07秒90

4分12秒72

4分12秒88

4分15秒07

4分17秒25

女子1500m

記録



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 東京五輪 国立 8月2日

2 K･T･ｼﾞｪﾘ 三井住友海上 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月4日

3 M･ｱｷﾄﾞﾙ ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 11月13日

4 J･ｼﾞｪﾌﾟﾝｸﾞﾃｯﾁ 資生堂 全日本実業団 ⾧居第二 9月26日

5 木村 友香 資生堂 エディオンディスタンスチャレンジ 西京極 12月10日

6 新谷 仁美 積水化学 日本選手権 ⾧居 6月27日

7 五島 莉乃 資生堂 日本体育大女子⾧距離競技会 健志台 12月25日

8 O･D･ﾆｬﾎﾞｹ ﾕｰ･ｴｽ･ｲｰ陸上ｸﾗﾌﾞ ホクレン千歳 千歳 7月17日

9 三原 梓 JP日本郵政G 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月4日

10 佐藤 成葉 資生堂 ホクレン千歳 千歳 7月17日

11 小坂井 智絵 JP日本郵政G エディオンディスタンスチャレンジ 西京極 12月10日

12 吉川 侑美 ﾕﾆｸﾛ 全日本実業団 ⾧居第二 9月26日

13 片貝 洋美 三井住友海上 ホクレン千歳 千歳 7月17日

14 荘司 麻衣 ﾕﾆｸﾛ 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月4日

15 兼重 志帆 GRlab関東 日本体育大⾧距離競技会 健志台 6月5日

16 野添 佑莉 三井住友海上 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月4日

17 太田 琴菜 JP日本郵政G 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月4日

18 小海 遥 第一生命G 全日本実業団 ⾧居第二 9月26日

19 田辺 美咲 三井住友海上 東日本実業団 熊谷 5月16日

20 増渕 祐香 名城大 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月4日

21 大西 ひかり JP日本郵政G 日本体育大⾧距離競技会 健志台 12月4日

22 山口 遥 AC･KITA 東日本実業団 熊谷 5月16日

23 樺沢 和佳奈 資生堂 関西実業団ディスタンストライアル 西京極 12月11日

24 西谷 沙綾 ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 全日本実業団 ⾧居第二 9月26日

25 日隈 彩美 資生堂 日本体育大⾧距離競技会 健志台 5月8日

26 田中 華絵 第一生命G 日本体育大⾧距離競技会 健志台 9月20日

27 出水田 真紀 第一生命G 日本体育大⾧距離競技会 健志台 9月20日

28 菅田 雅香 JP日本郵政G 日本選手権 ⾧居 6月27日

29 原田 紋里 第一生命G ホクレン北見 北見 7月14日

31 日高 侑紀 ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 全日本実業団 ⾧居第二 9月26日

15分50秒52

15分52秒92

15分48秒06

15分48秒25

15分48秒30

15分48秒51

15分49秒73

15分50秒44

15分45秒45

15分45秒90

15分46秒01

15分46秒05

15分46秒48

15分46秒69

15分35秒42

15分39秒87

15分40秒08

15分41秒79

15分42秒91

15分44秒91

15分02秒48

15分13秒73

15分19秒58

15分22秒05

15分33秒29

15分33秒73

14分52秒84

14分54秒25

14分55秒43

14分57秒55

女子5000m

記録



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 東京五輪 国立 8月7日

2 五島 莉乃 資生堂 エディオンディスタンスチャレンジ 西京極 12月10日

3 K･T･ｼﾞｪﾘ 三井住友海上 全日本実業団 ⾧居第二 9月24日

4 佐藤 成葉 資生堂 関西実業団ディスタンストライアル 西京極 12月11日

5 P･K･ｶﾑﾙ ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ ホクレン千歳 千歳 7月17日

6 山口 遥 AC･KITA ホクレン網走 網走 7月10日

7 M･ｱｷﾄﾞﾙ ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ GENJO打破記録会 舎人 6月12日

8 新谷 仁美 積水化学 東京五輪 国立 8月7日

9 鍋島 莉奈 JP日本郵政G 日本選手権・10000ｍ 小笠山 5月3日

10 西谷 沙綾 ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 関西実業団ディスタンストライアル 西京極 12月11日

11 岡本 春美 三井住友海上 京都女子競技会 西京極 1月17日

12 原田 紋里 第一生命G ホクレン千歳 深川 7月7日

13 荘司 麻衣 ﾕﾆｸﾛ 関西実業団ディスタンストライアル 西京極 12月11日

14 太田 琴菜 JP日本郵政G 関西実業団ディスタンストライアル 西京極 12月11日

15 片貝 洋美 三井住友海上 ホクレン網走 網走 7月10日

16 兼重 志帆 GRlab 日本GP新潟 新潟 6月6日

17 大西 ひかり JP日本郵政G 日本選手権・10000ｍ 小笠山 5月3日

18 水口 瞳 ﾕﾆｸﾛ 関西実業団ディスタンストライアル 西京極 12月11日

19 田辺 美咲 三井住友海上 京都女子競技会 西京極 1月17日

20 福居 紗希 三井住友海上 金栗記念 熊本総合 4月10日

21 増渕 祐香 名城大 日本学生 熊谷 9月17日

22 尾方 星華 ﾕﾆｸﾛ 関西実業団ディスタンストライアル 西京極 12月11日

23 野添 佑莉 三井住友海上 金栗記念 熊本総合 4月10日

24 吉川 侑美 ﾕﾆｸﾛ ホクレン網走 網走 7月10日

25 橋本 奈海 三井住友海上 東日本実業団 熊谷 5月15日

26 菊地 琴子 立命大 京都陸協記録会 西京極補助 11月21日

27 金井 美凪海 亜大 関東学生 相模原 5月20日

28 関野 茜 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ GENJO打破記録会 舎人 6月12日

29 朝比奈 亜妃乃 国士大 10000m記録挑戦競技会 相模原 11月23日

30 久保田 みずき ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ GENJO打破記録会 舎人 6月12日

36分11秒53

36分15秒00

33分27秒76

33分38秒90

34分52秒02

35分27秒13

35分52秒64

36分09秒33

32分50秒87

33分01秒05

33分15秒54

33分23秒60

33分23秒85

33分24秒68

32分34秒61

32分39秒71

32分42秒48

32分42秒63

32分43秒96

32分46秒83

31分58秒88

32分09秒44

32分20秒71

32分23秒87

32分29秒98

32分34秒45

31分00秒71

31分10秒02

31分52秒08

31分52秒43

女子10000m

記録



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23 +0.3* 田中 佑美 富士通 木南道孝記念 ⾧居 6月1日

2 13秒28 +1.3* 福部 真子 日本建設工業 全日本実業団 ⾧居第二 9月26日

3 13秒32 +1.8* 島野 真生 日体大 日本学生 熊谷 9月19日

4 13秒42 * 藤森 菜那 ｾﾞﾝﾘﾝ Japan Athlete Games 大隅室内 2月28日

5 13秒55 +0.4* ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ 恵 ｱﾄﾚ 日本体育大競技会 健志台 10月9日

6 13秒58 +0.5* 金井 まるみ ﾄﾞﾄｰﾙAC 日本選手権 ⾧居 6月25日

7 13秒60 +0.9* 佐々木 天 ﾕﾒｵﾐﾗｲ 日本選手権 ⾧居 6月25日

8 13秒73 -0.8* 小宮 いつき ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ AthleteNightGames 福井 8月28日

9 13秒83 +1.9* 下村 優理子 駿河台大 関東学生新人 相模原 9月10日

10 13秒86 +0.7* 利藤 野乃花 わらべや日洋 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 8月28日

11 14秒01 +1.2* 大川 寿美香 三田国際学園高 南関東高校 等々力 6月21日

12 14秒13 +0.9* 菊池 愛華 法大 法政大対明治大 法政大 7月11日

13 14秒18 +0.6* 益子 芽里 東京高 東京選手権 駒沢 8月13日

14 14秒26 +1.5* 柳田 夏希 駿河台大 新座選手権 新座 5月22日

14 14秒26 -0.9* 舘野 晃歩 明大附中野八王子高 U20日本選手権・混成競技 ⾧野 6月12日

14 14秒26 +1.2* 白浜 陽奈 駒大高 南関東高校 等々力 6月21日

14 14秒26 -0.6* 伊藤 明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 10月22日

18 14秒29 +0.4* 熊谷 友花 ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ 川口市選手権 川口青木 5月30日

19 14秒34 -0.2* 山本 佳那 東京高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

20 14秒46 -1.6* ｲﾌﾞﾗﾋﾑ 愛紗 ﾒｲｿﾝﾜｰｸ 日本体育大競技会 健志台 8月28日

21 14秒49 -0.8* 太田 瑛里 東京高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

22 14秒53 +1.2* 泉谷 莉子 ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ 日本選手権・混成 ⾧野 6月12日

23 14秒54 -0.6* 富永 萌花 都足立高 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 8月28日

24 14秒58 -0.8* 醍醐 愛理 明星学園高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

25 14秒60 -0.2* 熊川 晴香 日大桜丘高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

26 14秒64 -0.0* 桐井 瑞季 東京高 東京都高校選抜 上柚木 7月10日

27 14秒77 +1.2* 高橋 このか とらふぐ亭 日本選手権・混成 ⾧野 6月12日

27 14秒77 +1.6* 浜口 実玖 国士大 関東学生新人 相模原 9月11日

29 14秒78 +0.4* 藤田 貴子 都東大和高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月25日

30 14秒82 +0.5* 岡 小春 白梅学園高 東京都高体連支部秋季 上柚木 10月16日

女子100mH(83.8cm_8.5m)



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 ⾧居 6月26日

2 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ愛紗 ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 木南道孝記念 ⾧居 6月1日

3 川村 優佳 早大 田島直人記念 維新百年 10月17日

4 津川 瑠衣 早大 早稲田大競技会 早稲田大 3月27日

5 大川 寿美香 三田国際学園高 U20日本選手権 ⾧居 6月27日

6 中野 なみち 法大 法政大対明治大 法政大 7月11日

7 益子 芽里 東京高 全国高校 福井 7月29日

8 篠原 瑞希 日大 日本大競技会 日本大 5月1日

9 成沢 夢美 駒大高 南関東高校 等々力 6月19日

10 藤田 貴子 都東大和高 南関東高校 等々力 6月19日

11 三好 美空 藤村女高 南関東高校 等々力 6月19日

12 幸村 穂野香 日体大 日本体育大競技会 健志台 5月2日

13 舘野 晃歩 明大附中野八王子高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月25日

14 関口 美桜 白梅学園高 南関東高校 等々力 6月19日

15 河野 萌々子 日女体大 国士舘大競技会 国士舘大 7月11日

16 佐久間 理緒 都城東高 東京都高校対校支部予選 江戸川区 4月18日

17 岡 小春 白梅学園高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

18 鈴木 翼沙 日大桜丘高 東京都高校支部秋季 世田谷 10月3日

19 多田 有沙 都小石川中等高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

20 小野沢 佳乃 駒大高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

21 服部 麻奈 都戸山高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

21 手塚 向日葵 東京高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

23 田中 芹奈 都城東高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

24 ﾁｬｲﾙｽﾞ 直美 東京高 度東京都高体連支部秋季 世田谷 11月14日

25 山本 佳那 東京高 度東京都高体連支部秋季 世田谷 11月14日

26 寒河江 美友 日女体大 国士舘大競技会 国士舘大 6月13日

27 貝嶋 美紗希 都富士高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

28 古屋 佳音 岩倉高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

29 上向 詩子 立教大 東京六大学対校 鴻巣 4月18日

31 野原 鈴 駒大高 国士舘大競技会 国士舘大 6月13日

1分07秒06

1分07秒37

1分06秒03

1分06秒17

1分06秒47

1分06秒52

1分06秒71

1分06秒75

1分05秒21

1分05秒22

1分05秒31

1分05秒32

1分05秒39

1分05秒39

1分02秒80

1分03秒01

1分03秒04

1分03秒57

1分04秒80

1分05秒11

59秒22

1分00秒13

1分00秒73

1分00秒82

1分02秒05

1分02秒19

57秒74

58秒01

58秒20

58秒64

女子400mH(76.2cm_35.0m)

記録



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 6月26日

2 大宅 楓 大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 全日本実業団 ⾧居第二 9月25日

3 甲本 まお 順大 日本学生個人 平塚 6月6日

4 田口 綾乃 帝京科学大 日本学生 熊谷 9月19日

5 久保倉 実里 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 東日本実業団 熊谷 5月16日

6 水沼 千紗 拓大 チャレンジ・ミートゥ 熊谷 4月29日

7 村 朋香 帝京科学大 日本学生個人 平塚 6月6日

8 ⾧山 優愛 東北福祉大 東北学生対校 秋田県営 6月13日

9 海沼 由佳 関西外語大 関西学連競技会 ⾧居第二 3月17日

10 矢治 璃瑞奈 東女体大 関東学生 相模原 5月23日

11 阿隅 杏珠 東大 順天堂大競技会 順天堂大 5月2日

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 元旦競歩 絵画館競歩路 1月1日

2 渕瀬 真寿美 建装工業 元旦競歩 絵画館競歩路 1月1日

3 程  小雅 東京陸協 元旦競歩 絵画館競歩路 1月1日

4 溝口 友己歩 ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｺﾑ 全日本競歩輪島 輪島 4月10日

5 松本 彩映 GOLD'S GYM 元旦競歩 絵画館競歩路 1月1日

6 根岸 涼香 横浜市立大 元旦競歩 絵画館競歩路 1月1日

女子ハーフマラソン（21.0975km）

57分10秒

11分50秒87

43分39秒

45分08秒

45分36秒

48分32秒

56分05秒

女子10kmW

記録

10分52秒72

10分59秒15

10分59秒28

11分10秒68

11分24秒12

11分26秒07

10分07秒69

10分10秒62

10分46秒53

10分49秒46

女子3000mSC(76.2cm)

記録



順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 鈴木 亜由子 JP日本郵政G 北海道・札幌マラソン サッポロ 5月5日

2 吉川 侑美 ﾕﾆｸﾛ 山陽女子 山陽女子 12月19日

3 原田 紋里 第一生命G 全日本実業団ハーフマラソン 山口 2月14日

4 西谷 沙綾 ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 全日本実業団ハーフマラソン 山口 2月14日

5 田中 華絵 第一生命G 山陽女子 山陽女子 12月19日

6 田辺 美咲 三井住友海上 全日本実業団ハーフマラソン 山口 2月14日

7 橋本 奈海 三井住友海上 全日本実業団ハーフマラソン 山口 2月14日

8 大西 ひかり JP日本郵政G 全日本実業団ハーフマラソン 山口 2月14日

9 福居 紗希 三井住友海上 全日本実業団ハーフマラソン 山口 2月14日

10 山口 遥 AC･KITA 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

11 兼重 志帆 GRlab関東 山陽女子 山陽女子 12月19日

12 水口 瞳 ﾕﾆｸﾛ 山陽女子 山陽女子 12月19日

13 永尾 薫 三田飲料 大阪国際女子 大阪 1月31日

14 藤田 正由加 ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 全日本実業団ハーフマラソン 山口 2月14日

15 野添 佑莉 三井住友海上 北海道・札幌マラソン サッポロ 5月5日

16 宇都宮 恵理 JP日本郵政G 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

17 池本 愛 SWAC 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

18 増渕 祐香 名城大 日本学生 陸上自衛隊立川 3月14日

19 野村 沙世 ﾕﾆｸﾛ 山陽女子 山陽女子 12月19日

20 川内 侑子 あいおいﾆｯｾｲ同和損保 全日本実業団ハーフマラソン 山口 2月14日

21 高橋 明日香 JP日本郵政G 全日本実業団ハーフマラソン 山口 2月14日

22 広瀬 光子 東京WINGS 大阪国際女子 大阪 1月31日

23 森野 麻美 ﾘｽﾀｰﾄ 世田谷246 駒沢公園発着 11月14日

24 森田 光希 東京陸協 大阪国際女子 大阪 1月31日

25 好士 理恵子 えもと塾 防府 防府 12月19日

26 鶴谷 啓子 東京陸協 世田谷246 駒沢公園発着 11月14日

27 楠瀬 祐子 東京陸協 大阪国際女子 大阪 1月31日

28 布施 温菜 東京陸協 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

29 正木 裕美 東京陸協 世田谷246 駒沢公園発着 11月14日

30 飯塚 可奈子 東京陸協 世田谷246 駒沢公園発着 11月14日1時間23分19秒

1時間21時間53秒

1時間22分13秒

1時間22分32秒

1時間22分44秒

1時間23分09秒

1時間23分16秒

1時間16分03秒

1時間17分03秒

1時間17分04秒

1時間17分41秒

1時間19分51秒

1時間21時間34秒

1時間13分35秒

1時間14分14秒

1時間15分20秒

1時間15分21秒

1時間15分25秒

1時間15分26秒

1時間11分09秒

1時間11分39秒

1時間11分48秒

1時間12分48秒

1時間12分51秒

1時間12分57秒

1時間08分53秒

1時間10分07秒

1時間10分17秒

1時間10分38秒

1時間11分08秒

記録



順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 田中 華絵 資生堂 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

2 福居 紗希 三井住友海上 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

3 兼重 志帆 GRlab関東 大阪国際女子 大阪 1月31日

4 鈴木 亜由子 JP日本郵政G 東京五輪 札幌大通 8月7日

5 池本 愛 SWAC 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

6 山口 遥 AC･KITA 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

7 永尾 薫 三田飲料 大阪国際女子 大阪 1月31日

8 宇都宮 恵理 JP日本郵政G 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

9 川内 侑子 AD損保 大阪国際女子 大阪 1月31日

10 好士 理恵子 えもと塾 防府 防府 12月19日

11 広瀬 光子 東京WINGS 大阪国際女子 大阪 1月31日

12 綾部 しのぶ Dream･AC東京 大阪国際女子 大阪 1月31日

13 布施 温菜 東京陸協 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

14 野永 美咲 東京陸協 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

15 勝山 真衣 東京陸協 ぐんま ぐんま 11月3日

16 山崎 絵里子 小金井おじ練 大阪国際女子 大阪 1月31日

17 遠藤 知佐 東京陸協 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

18 柿沼 久代 ﾁｰﾑおこじょ 大阪国際女子 大阪 1月31日

19 近藤 瞳 ｴﾎﾞｰﾘｭRC 大阪国際女子 大阪 1月31日

20 森田 光希 東京陸協 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

21 滝波 美緒 Dream･AC東京 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

22 楠瀬 祐子 東京陸協 大阪国際女子 大阪 1月31日

23 小泉 緑 BreakThrough 大阪国際女子 大阪 1月31日

24 斎藤 絵美 ｸﾗﾌﾞR2東日本 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

25 皆川 麻美 東京陸協 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

26 鶴谷 啓子 ｴｱﾗﾝ東京RC 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

27 正木 裕美 東京陸協 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

28 本山 桃子 東京陸協 防府 防府 12月19日

29 小穴 まゆみ 東京陸協 名古屋ウィメンズ 名古屋 3月14日

30 海老原 美保 AC･KITA 防府 防府 12月19日2時間56分56秒

2時間53分30秒

2時間54分11秒

2時間55分30秒

2時間56分04秒

2時間56分14秒

2時間56分24秒

2時間51分08秒

2時間51分15秒

2時間51分18秒

2時間51分54秒

2時間52分03秒

2時間52分49秒

2時間48分33秒

2時間49分15秒

2時間49分25秒

2時間50分02秒

2時間50分52秒

2時間50分53秒

2時間37分04秒

2時間38分37秒

2時間39分40秒

2時間40分22秒

2時間47分27秒

2時間48分30秒

2時間26分49秒

2時間30分31秒

2時間31分56秒

2時間33分14秒

2時間34分33秒

女子マラソン

記録



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 日本学生 熊谷 9月18日

2 伊藤 楓 東京高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

3 森崎 優希 明星学園高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月25日

4 高橋 このか とらふぐ亭 日本選手権・混成 ⾧野 6月12日

5 手島 花奈 八王子椚田中 全日本中学 笠松 8月19日

6 利藤 野乃花 わらべや日洋 鹿児島県記録会 鴨池 5月2日

7 下元 香凛 白梅学園高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

7 宮沢 美桜 八王子二中 八王子市中学 富士森 8月22日

9 兵郷 星名 東女体大 東京女子体育大・日本女子体育大対校競技会 東京女子体育大 4月4日

9 岡部 華鈴 日体大 日本体育大選手権 健志台 10月30日

11 松崎 二千翔 立教大 国士舘大競技会 国士舘大 6月13日

11 園田 幸 都青梅総合高 西多摩選手権 秋留台 7月18日

11 小野 恵蓮 東海大 東海大跳躍競技会 東海大 8月28日

11 伊藤 明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 10月22日

15 和田 桃李 都足立高 南関東高校 等々力 6月18日

16 浜口 実玖 国士大 関東学生 相模原 5月22日

16 中島 涼葉 都紅葉川高 江戸川オープン 江戸川区 6月13日

16 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ 恵 ｱﾄﾚ 日本体育大競技会 健志台 10月9日

19 福島 波奈 都紅葉川高 東京都高校対校 駒沢 5月8日

20 照井  はるか MINT TOKYO 東京選手権 駒沢 8月15日

20 坂本 恵美 八王子高 八王子市 上柚木 9月12日

20 市川 愛海 日本工大駒場高 東京ラビッツ 駒沢 9月20日

23 大西 月稀 都城東高 東京都高校新人 駒沢 9月23日

24 山形 ゆあ 東京高 東京都高校対校支部予選 駒沢 4月24日

24 宇野 華音 都つばさ総合高 東京都高校対校支部予選 駒沢 4月24日

24 舘野 晃歩 明大附中野八王子高 全国高校 福井 7月30日

24 千葉 玲奈 A.F.T.C. 江東区ジュニア 夢の島 11月3日

28 瀬川 この葉 都板橋高 東京都高校対校支部予選 江戸川区 4月17日

28 大沢 怜奈 日大二高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

28 堂脇 美妃 東京高 東京都高体連支部学年別 世田谷 6月26日1m57

1m58

1m58

1m58

1m58

1m57

1m57

1m63

1m61

1m60

1m60

1m60

1m59

1m65

1m65

1m65

1m64

1m63

1m63

1m68

1m67

1m67

1m66

1m66

1m65

1m79

1m78

1m76

1m72

1m69

女子走高跳

記録



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 駒沢 9月25日

2 佐々木 琳音 東京高 南関東高校 等々力 6月19日

3 大久保 綺更 慶大 日本棒高跳室内 ﾍﾞﾙｱｽﾚﾃｨｯｸｽ 5月2日

4 大川 楓 XSPO WOLVES 東日本実業団 熊谷 5月15日

5 加藤 優空 あきる野五日市中 はちおうじT&F 上柚木 8月28日

6 小栗 七海 東京学芸大 群馬室内棒高跳 ﾍﾞﾙｱｽﾚﾃｨｯｸｽ 5月2日

7 岩坂 真弥 日女体大 東京女子体育大・日本女子体育大対校競技会 東京女子体育大 4月4日

7 斎藤 安里 日体大 日本体育大競技会 健志台 5月1日

7 石川 実怜 都富士高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

7 山本 涼乃 慶大 早慶対抗 早稲田大 9月26日

11 遠藤 芽衣 都富士高 東京都私立中高 駒沢 8月27日

11 福島 沙和子 BRC 豊島選手権 夢の島 9月19日

13 大鶴 紗千 東京高 東京都高校新人対校支部予選 駒沢 9月4日

13 山下 愛菜 都国立高 関東高校選抜新人 笠松 10月23日

15 塚田 菜月 八王子恩方中 東京都中学地域別多摩 上柚木 6月12日

16 中谷 理紗 都富士高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

16 鈴木 舞香 富士中 東京選手権 駒沢 8月14日

16 篠木 愛実 あきる野西中 東京都中学支部対抗 夢の島 10月16日

19 宮沢 美桜 八王子二中 東京都中学春季競技会 上柚木 4月10日

20 吉野 和 明星学園高 東京都高体連支部春季 上柚木 4月3日

20 村田 陽奈 八王子二中 はちおうじT&F 上柚木 8月28日

20 林 美月 八王子二中 八王子市中学 富士森 9月19日

23 荻原 朱乃 明星学園高 東京都私立中高 駒沢 8月27日

23 舘江 乃ﾉ実 淑徳巣鴨高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

23 西垣 姫夏 江東区深川五中 東京都中学支部対抗 夢の島 10月16日

26 滝嶋 咲衣 あきる野五日市中 東京都中学総体 江戸川区 6月26日

26 呑口 智穂 足立区千寿桜堤中 東京選手権 駒沢 8月14日

26 滝嶋 美宇 あきる野五日市中 はちおうじT&F 上柚木 10月2日

29 勝川 聖菜美 八王子二中 東京都中学総体 江戸川区 6月26日

29 山口 晶 東京高 東京都高校新人対校支部予選 駒沢 9月4日

29 小林 かりん 八王子恩方中 八王子市中学 富士森 9月19日

29 滝島 美宇 あきる野五日市中 東京都中学支部対抗 夢の島 10月16日
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女子棒高跳

記録



順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 6m41 +1.9* 東 祐希 日体大 日本体育大競技会 健志台 5月2日

2 6m25 +0.9* 嶺村 優 ｵﾘｺ 木南道孝記念 ⾧居 6月1日

3 6m02 +2.0* 乙津 美月 八王子学園八王子高 日本体育大競技会 健志台 10月10日

4 5m98 +1.1* ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ 恵 ｱﾄﾚ 東京選手権 駒沢 8月14日

5 5m95 +1.2* 栗原 理沙 日大 日本大競技会 日本大 4月24日

6 5m91 +1.3* 永井 陽 日本工大駒場高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

7 5m88 -0.1* 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 10月10日

8 5m87 +1.2* 利藤 野乃花 わらべや日洋 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 5月29日

8 5m87 +1.5* 宮田 稜子 八王子高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

10 5m86 +1.4* 高橋 このか とらふぐ亭 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 4月18日

11 5m79 +1.5* 河合 栞奈 ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 4月25日

11 5m79 +1.7* 舘野 晃歩 明大附中野八王子高 全国高校 福井 7月31日

13 5m76 +1.5* 宮本 里乃亜 東京高 東京都高校新人対校支部予選 駒沢 9月5日

13 5m76 +1.0* 桐井 瑞季 東京高 度東京都高体連支部秋季 世田谷 11月14日

15 5m73 +0.9* 堀内 瑠奈 順大 日本学生 熊谷 9月17日

16 5m70 -0.3* 武田 ひすい 筑波大 筑波大競技会 筑波大 5月1日

17 5m69 +1.3* 下元 香凛 あきる野御堂中 豊島区ジュニア 上柚木 3月30日

18 5m67 +1.2* 小関 舞姫 都駒場高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

18 5m67 +1.1* 菊竹 舞 都南平高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

20 5m66 -0.6* 佐久間 理緒 都城東高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

21 5m64 +0.3* 大友 愛子 白梅学園高 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 10月10日

22 5m63 +0.7* 泉谷 莉子 ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ 日本大競技会 日本大 3月27日

23 5m60 +1.1* 大川 あずみ 明学東村山高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

24 5m57 +1.9* 植田 陽翔 都駒場高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

24 5m57 +0.9* 林 小百合 ｱｽﾘｰﾄﾌｫﾚｽﾄTC 東京選手権 駒沢 8月14日

26 5m54 +1.8* 中村 彩良 早稲田実業高 東京都私立中高 駒沢 8月27日

27 5m53 +1.3* 宮原 紫乃 慶応中 東京都中学総体 江戸川区 6月27日

28 5m51 +0.6* 毛利 碧音 八王子高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月24日

28 5m51 -0.4* 島田 夢蘭 日体大桜華高 東京都高体連支部学年別 上柚木 6月6日

30 5m50 +1.5* 山田 南 葛飾区立石中 東京都中学総体 江戸川区 6月27日

30 5m50 -0.1* 伊藤 明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月20日

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 13m37 +1.4* 森本 麻里子 内田建設AC 日本選手権 ⾧居 6月26日

2 13m08 +1.3* 坂本 絵梨 日本室内 全日本実業団 ⾧居第二 9月26日

3 13m02 +1.0* 内山 咲良 東大 日本学生 熊谷 9月18日

4 12m73 +1.3* 河合 栞奈 ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 実業団・学生対抗 平塚 7月17日

5 12m40 +0.3* 東 祐希 日体大 日本体育大競技会 健志台 5月2日

6 12m37 +0.9* 磯部 未侑 東京学芸大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 4月18日

7 12m36 +0.4* 斎藤 萌乃 ｻﾝﾗｲｽﾞ 中部実業団選手権 多治見 10月9日

8 12m18 +0.6* 乙津 美月 八王子高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月25日

9 12m11 +1.0* 舘野 晃歩 明大附中野八王子高 南関東高校 等々力 6月21日

10 11m97 -0.3* 佐久間 理緒 都城東高 U18競技会 愛媛総合 10月22日

11 11m81 +0.9* 高橋 史佳 都武蔵野北高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

12 11m76 +0.7* 林 小百合 ｱｽﾘｰﾄﾌｫﾚｽﾄTC 東京選手権 駒沢 8月13日

13 11m71 +1.2* 片山 あやめ 都駒場高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

14 11m69 0.0* 森山 にこ 東京高 関東高校選抜新人 笠松 10月24日

15 11m66 -1.5* 堀内 瑠奈 順大 順天堂大競技会 順天堂大 5月2日

16 11m50 +1.8* 今野 夏鈴音 駿河台大 東京都高体連支部秋季 世田谷 11月13日

17 11m40 +2.0* 永井 陽 日本工大駒場高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

18 11m38 +0.4* 菊竹 舞 都南平高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

19 11m36 +1.7* 寺野 丞 日体大荏原高 東京都高校対校支部予選 駒沢 4月24日

20 11m32 -0.5* 中村 彩良 早稲田実業高 東京都高体連支部秋季 上柚木 10月17日

21 11m28 +1.3* 山田 南 葛飾区立石中 U16競技会東京代表選考 上柚木 9月11日

22 11m24 +1.5* 園田 幸 都青梅総合高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

23 11m23 +0.1* 桜井 瑛美 都東大和高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

24 11m21 +0.9* 椎名 ひまり 明大附中野八王子高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

25 11m20 +0.8* 本田 沙英 東京高 東京都高体連支部学年別 世田谷 6月26日

26 11m13 -1.6* 村松 瑠奈 武蔵野東中 U16競技会 愛媛総合 10月22日

27 11m08 +1.9* 羽山 乃愛 都板橋高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

27 11m08 +0.9* 武田 ひすい 筑波大 筑波大競技会 筑波大 10月23日

29 11m06 +0.9* 植田 陽翔 都駒場高 東京都高体連支部学年別 世田谷 6月26日

30 11m03 -1.6* 清水 楓香 八王子高 東京都高体連支部学年別 上柚木 6月5日

女子三段跳



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 日本学生 熊谷 9月19日

2 高橋 和奏 福岡大 熊本陸協記録会 えがお健康 10月31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 3月14日

4 茂山 千尋 鶴一小職 東日本実業団 熊谷 5月16日

5 菅野 和加 東京高 東京都高校新人 駒沢 9月25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 5月29日

7 泉谷 莉子 ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ 日本選手権・混成 ⾧野 6月12日

7 浜口 実玖 国士大 国士舘大競技会 国士舘大 7月11日

9 粟津 彩弥 東女体大 東京女子体育大・日本女子体育大対校競技会 東京女子体育大 4月4日

9 反町 咲希 東女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 5月29日

11 湯本 万結 日体大桜華高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

12 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ 恵 ｱﾄﾚ 日本体育大選手権 健志台 10月30日

13 尾崎 明維 東京高 関東高校選抜新人 笠松 10月24日

14 小林 萌々子 武蔵丘短大 関東学生新人 相模原 9月12日

15 和知 楓 日本工大駒場高 東京都高体連支部春季 世田谷 4月5日

16 鈴木 優彩 都南葛飾高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

17 古沢 芽依 都東大和南高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

18 高橋 このか とらふぐ亭 鹿児島県記録会 鴨池 5月2日

19 利藤 野乃花 わらべや日洋 国士舘大競技会 国士舘大 3月24日

20 岡部 華鈴 日体大 関東学生新人 相模原 9月11日

21 比留間 沙奈 都つばさ総合高 東京都高校新人 駒沢 9月25日

22 星野 紗良 三田国際学園高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

23 谷本 栞乃 都東大和高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月24日

23 小野沢 佳乃 駒大高 国士舘大競技会 国士舘大 6月12日

25 黛 香帆 三田国際学園中 国体選考 秋留台 7月3日

26 伊藤 明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月19日

27 藤田 貴子 都東大和高 東京選手権 駒沢 8月14日

28 桜井 愛音 都田無高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

29 久保田 優華 日体大桜華高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月24日

30 本多 真那 都東村山西高 東京都高校新人支部予選 上柚木 9月4日
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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AC 日本GP新潟 新潟 6月6日

2 川口 紅音 第一学院高教 日本体育大競技会 健志台 5月1日

3 寺井 沙希 国士舘ｸ 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 4月25日

4 鶴見 萌々子 東女体大 東京女子体育大・日本女子体育大対校競技会 東京女子体育大 4月4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 10月10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 3月21日

7 久保田 優華 日体大桜華高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

8 菅野 和加 東京高 東京都私立中高 駒沢 8月29日

9 桜井 愛音 都田無高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

10 遠藤 梨茄子 東京成徳大高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

11 比留間 沙奈 都つばさ総合高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

12 星野 紗良 三田国際学園高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

13 村田 梨織 東京高 関東高校選抜新人 笠松 10月23日

14 小林 萌々子 武蔵丘短大 東京選手権 駒沢 8月15日

15 高山 凛 都松が谷高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

16 小野沢 佳乃 駒大高 東京都高校新人 駒沢 9月23日

17 野坂 緑 専大附高 東京都高校支部秋季 世田谷 10月3日

18 池田 紗弥香 都富士高 東京都高校新人 駒沢 9月23日

18 大竹 莉美子 足立区十四中 U16競技会 愛媛総合 10月22日

20 谷本 栞乃 都東大和高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

21 松尾 香花 東京高 東京都高校新人 駒沢 9月23日

22 松田 夏空 都富士高 東京都高体連支部秋季 世田谷 11月7日

23 古沢 芽依 都東大和南高 東京都高校対校 駒沢 5月15日

24 黛 香帆 三田国際学園中 全日本中学通信 上柚木 7月18日

25 渡辺 爽与香 都駒場高 東京都高体連支部春季 世田谷 4月4日

26 下村 倫子 東女体大 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 10月24日

27 安達 梨乃 立正大附高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

28 久保 梓 白梅学園高 東京都高校選抜 上柚木 7月11日

29 鈴木 優彩 都南葛飾高 東京都高校対校支部予選 江戸川区 4月18日

30 木住野 紗夏 日体大桜華高 東京都高体連支部春季 上柚木 4月3日
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53m91

52m30

44m26

女子円盤投(1.000kg)

記録



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 ⾧居 6月26日

2 下村 倫子 東女体大 関東学生 相模原 5月21日

3 松田 夏空 都富士高 松戸記録会 松戸 10月9日

4 池田 紗弥香 都富士高 平成国際大競技会 上尾 8月24日

5 玄応 瑞記 都富士高 南関東高校 等々力 6月18日

6 菅原 藍 日女大 関東学連秋季オープン 相模原 10月9日

7 松尾 香花 東京高 関東高校選抜新人 笠松 10月24日

8 北条 優菜 国武大 国際武道大競技会 国際武道大 11月6日

9 堀 七奈子 東京成徳大高 東京都高校対校 日本大 5月23日

10 藤森 優 日大豊山女高 東京都高校新人 駒沢 9月19日

11 菅野 和加 東京高 東京都高校新人 駒沢 9月19日

12 村田 梨織 東京高 東京都高校新人 駒沢 9月19日

13 井川 遥菜 東工大 横浜市選手権 三ツ沢 10月10日

14 河野 明莉 東京成徳大高 東京都高校新人 駒沢 9月19日

15 新村 心結 日体大桜華高 東京都高校新人 駒沢 9月19日

27m92

27m63

27m19

26m67

20m03

18m73

42m68

40m78

39m78

39m71

35m66

28m25

63m03

50m68

44m15

女子ハンマー投(4.000kg)

記録



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 東京五輪 国立 8月3日

2 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 8月28日

3 三宅 未佑 東京高 度東京都高体連支部秋季 世田谷 11月13日

4 谷山 彩葉 都野津田高 関東高校選抜新人 笠松 10月23日

5 中村 遥花 東京高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

6 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ 恵 ｱﾄﾚ 日本体育大競技会 健志台 10月10日

7 浜口 実玖 国士大 道央選手権 千歳 8月21日

8 泉谷 莉子 ｼﾞ ｰ ｹ ｰ ﾗ ｲ ﾝ 鹿児島県記録会 鴨池 5月3日

9 加藤 美奈 都町田高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月25日

10 高橋 このか とらふぐ亭 日本選手権・混成 ⾧野 6月13日

11 浅見 姫菜 都駒場高 度東京都高体連支部秋季 世田谷 11月13日

12 佐井 菜々子 東京高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

13 貝瀬 彩花 錦城高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

14 岡部 華鈴 日体大 日本体育大競技会 健志台 10月10日

15 山内 杏流 都国分寺高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

16 下元 香凛 白梅学園高 東京都高校対校支部予選 上柚木 4月25日

17 小野沢 佳乃 駒大高 東京都高校対校支部予選 世田谷 4月25日

18 湯本 万結 日体大桜華高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

19 木村 かんな 日体大桜華高 東京都高体連支部学年別 上柚木 6月6日

20 伊東 千夏 穎明館高 東京女子体育大競技会 東京女子体育大 10月10日

21 奥村 奏穂 都国分寺高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

22 沖山 朱 都文京高 東京都高校対校 駒沢 5月9日

23 中垣 笑 都城東高  東京都高体連支部秋季 夢の島 11月7日

24 松尾 香花 東京高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

25 新堀 海響 東京高 東京都私立中高 駒沢 8月28日

26 尾崎 明維 東京高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

27 羽毛田 桃佳 都高島高 東京都高校新人支部予選 江戸川区 9月11日

28 池田 紗弥香 都富士高 東京都高校新人 駒沢 9月26日

29 野坂 緑 専大附高 東京都高体連支部秋季 世田谷 11月7日

30 伊藤 明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月20日

女子やり投(600g)

記録

33m91

33m80

33m55

33m17

32m98

32m14

35m39

35m33

34m58

34m37

34m35

34m02

37m55

37m54

36m62

35m97

35m72

35m62

40m13

40m08

39m27

39m05

38m94

38m01

62m06

49m23

46m61

45m62

42m40

41m22



女子七種競技
選手 所属 競技会名 競技場名 競技日

ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ 恵 ｱﾄﾚ 日本体育大競技会 健志台 10月10日

利藤 野乃花 わらべや日洋 日本選手権･混成 ⾧野 6月12日

高橋 このか とらふぐ亭 日本選手権･混成 ⾧野 6月12日

伊藤 明子 ｾﾚｽﾎﾟ 筑波大競技会 筑波大 8月20日

下元 香凛 白梅学園高 全国高校 福井 7月31日

泉谷 莉子 ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ ｴﾌﾞﾘﾊﾞﾃﾞｨ･ﾃﾞｶｽﾛﾝ 瑞穂北 11月14日

浜口 実玖 国士大 道央選手権 千歳 8月21日

岡部 華鈴 日体大 日本体育大選手権 健志台 10月31日

舘野 晃歩 明大附中野八王子高 南関東高校 等々力 6月21日

藤田 貴子 都東大和高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

植田 陽翔 都駒場高 南関東高校 等々力 6月21日

手塚 向日葵 東京高 東京都高体連支部秋季上柚木 10月17日

小野沢 佳乃 駒大高 国士舘大競技会 国士舘大 6月13日

名倉 真美 東京理大 国際武道大競技会 国際武道大 10月10日

新堀 海響 東京高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

村椿 芽依 都国分寺高 東京都高体連支部秋季上柚木 10月17日

和田 桃李 都足立高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

大沢 怜奈 日大二高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

浅見 姫菜 都駒場高 東京都高体連支部秋季上柚木 10月17日

佐井 菜々子 東京高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

岡 菜々子 白梅学園高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

松舘 彩月 都板橋高 国士舘大競技会 国士舘大 3月25日

矢野 みなみ 日体大桜華高 東京都高体連支部秋季上柚木 10月17日

若林 はな 都駒場高 東京都高体連支部秋季上柚木 10月17日

滝沢 彩佳 白梅学園高 東京都高体連支部秋季上柚木 10月17日

来山 柚子 白梅学園高 東京都高体連支部秋季上柚木 10月17日

松本 かさね 都松が谷高 東京都高体連支部秋季上柚木 10月17日

西 凛々瑚 都足立高 東京都高校対校 駒沢 5月16日

石川 裕美 都松が谷高 東京都高体連支部秋季上柚木 10月17日

大渕 葵 都南多摩中等高 東京都高体連支部秋季上柚木 10月17日
30 2550点

第1日目：DQ()-1.30-6.46-30.78(+1.0)- 第2日目：4.40(+1.2)-28.80-2.41.65-

28 2785点
第1日目：19.44(-0.3)-1.36-6.18-29.35(-2.0)- 第2日目：4.11(-0.8)-20.28-2.44.07-

29 2615点
第1日目：23.92(+0.2)-1.48-7.29-29.54(+1.0)- 第2日目：4.12(+1.2)-23.48-2.56.61-

26 2895点
第1日目：17.44(+0.4)-1.30-7.31-28.06(+1.0)- 第2日目：3.88(+0.6)-14.43-2.47.48-

27 2852点
第1日目：18.06(+0.4)-1.45-5.90-27.94(+2.7)- 第2日目：4.36(+1.1)-8.73-2.53.57-

24 2911点
第1日目：18.66(+0.4)-1.36-5.76-28.40(+1.0)- 第2日目：4.32(+2.5)-16.04-2.40.94-

25 2905点
第1日目：18.38(+0.4)-1.36-7.62-30.41(+1.0)- 第2日目：4.42(+1.2)-23.05-2.56.10-

22 3202点
第1日目：17.19(±0.0)-1.45-8.88-29.35(+0.5)- 第2日目：4.15(+1.1)-20.32-2.52.36-

23 2995点
第1日目：18.54(+0.2)-1.39-5.41-29.81(+2.7)- 第2日目：4.20(+2.1)-28.09-2.43.31-

20 3439点
第1日目：16.02(-0.3)-1.39-7.73-28.60(-2.0)- 第2日目：4.49(+0.8)-19.43-2.41.61-

21 3412点
第1日目：17.13(-1.0)-1.39-8.19-29.59(-2.0)- 第2日目：4.45(+3.0)-24.00-2.35.56-

18 3549点
第1日目：17.47(-1.0)-1.57-7.14-28.79(-3.6)- 第2日目：4.51(+1.1)-27.08-2.43.07-

19 3539点
第1日目：17.24(+0.2)-1.39-7.74-27.56(+2.7)- 第2日目：4.35(+2.4)-30.17-2.42.29-

16 3703点
第1日目：15.78(+0.4)-1.42-6.77-27.94(+1.0)- 第2日目：4.83(-0.2)-25.10-2.39.88-

17 3605点
第1日目：16.72(-1.0)-1.63-7.18-29.16(-3.6)- 第2日目：4.82(+3.2)-18.94-2.43.19-

14 3723点
第1日目：16.30(+1.1)-1.45-8.53-28.13(+3.0)- 第2日目：4.70(+2.1)-27.96-2.45.87-

15 3716点
第1日目：17.69(-0.3)-1.54-9.19-30.15(-3.6)- 第2日目：4.87(+2.2)-30.91-2.40.98-

12 4187点
第1日目：14.92(+0.4)-1.48-8.50-26.80(+2.7)- 第2日目：4.93(+0.8)-23.94-2.31.60-

13 3814点
第1日目：16.86(-0.8)-1.30-10.44-27.00(-1.4)- 第2日目：4.37(+1.2)-26.14-2.27.59-

10 4608点
第1日目：14.88(-0.3)-1.54-9.54-25.98(-3.6)- 第2日目：4.95(+2.1)-28.90-2.22.95-

11 4439点
第1日目：14.98(+3.8)-1.48-8.96-28.04(-1.2)- 第2日目：5.52(+1.0)-31.93-2.30.45-

8 4822点
第1日目：15.30(+0.6)-1.66-10.45-27.69(+1.6)- 第2日目：5.21(+0.2)-37.35-2.24.29-

9 4774点
第1日目：13.84(+3.8)-1.57-7.92-26.32(-1.2)- 第2日目：5.49(+1.9)-29.86-2.26.42-

6 4941点
第1日目：14.57(+0.8)-1.50-10.98-26.11(+1.8)- 第2日目：5.49(+1.3)-39.06-2.29.98-

7 4884点
第1日目：14.84(1.8)-1.62-11.44-26.48(1.5)- 第2日目：5.12(2.7)-40.13-2.35.93-

4 5207点
第1日目：14.02(+2.6)-1.61-10.32-25.51(-1.6)- 第2日目：5.50(-0.1)-32.14-02.16.2-

5 4959点
第1日目：14.89(+0.9)-1.67-9.28-26.03(+2.0)- 第2日目：5.49(+2.4)-33.59-2.24.27-

第1日目：14.05(+1.4)-1.66-10.40-24.80(+2.4)- 第2日目：5.84(-0.7)-30.06-2.18.25-
2 5364点

3 5260点
第1日目：14.77(+1.2)-1.72-10.69-25.38(+2.4)- 第2日目：5.39(-1.4)-39.05-2.24.38-

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

13.55(+0.4)-1.63-11.39-24.99(0.0)- 5.82(+0.3)-41.22-2.24.05-

順位 記録

1 5578点



女子4×100mR

順位 記録 選手/チーム 競技会名 競技場名 競技年月日

城西大附城西高 南関東高校

都富士高 南関東高校

日本工大駒場高 南関東高校

八王子高 東京都高校対校

ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ 東日本実業団

東京高 東京都高校対校

A.F.T.C. 東京ラビッツ

都東大和高 東京都高校対校

明星学園高 東京都高校新人

都城東高 東京都高校対校

駒大高 東京都高体連支部学年別

世田谷区駒沢中 全日本中学

世田谷選抜 東京都中学支部対抗

白梅学園高 東京都高校対校

都駒場高 東京都高校新人

国学院高 東京都高校対校

都文京高 東京都高校新人

明大附中野八王子高 東京都高校対校

江東第二砂町中 関東中学

岩倉高 東京都高校新人

藤村女高 東京都高校選抜
21 49秒38 上柚木 7月10日

19 49秒32 熊谷 8月7日

20 49秒35 駒沢 9月23日

17 49秒27 駒沢 9月23日

18 49秒29 駒沢 5月8日

15 48秒93 駒沢 9月23日

16 49秒02 駒沢 5月8日

13 48秒65 夢の島 10月17日

14 48秒83 駒沢 5月8日

11 48秒46 世田谷 5月29日

12 48秒58 笠松 8月20日

9 48秒16 駒沢 9月23日

10 48秒34 駒沢 5月9日

7 47秒59 駒沢 9月20日

8 48秒06 駒沢 5月8日

5 47秒36 熊谷 5月16日

6 47秒50 駒沢 5月9日

47秒13 等々力 6月18日

4 47秒14 駒沢 5月9日

1 46秒07 等々力 6月18日

2 46秒86 等々力 6月18日

3

堀井 彩未-永田 羽音-市川 さつき-舘野 晃歩

小方 愛紗-神田 実咲-鈴木 結衣-渡辺 琴

村上 夢空-高野 蒼唯-新井 杏奈-小森 杏奈

出雲 香菜子-三好 美空-小俣 彩音-小関 紗由美

大村 和-藤原 優心-ﾇﾜｴﾒ･ｸﾞﾚｰｽ-ﾛｽ 瑚花ｱﾃﾞｨｱ

ｹﾘｰ 瑛梨花-ﾛｽ 瑚花ｱﾃﾞｨｱ-ﾇﾜｴﾒ･ｸﾞﾚｰｽ-藤井 南月子

関口 美桜-新奥 恵香-鈴木 菜央-大友 愛子

津田 花音-秀間 青空-小関 舞姫-河野 芽依

中村 心優-小川 真奈-新巻 美樹-中島梨々香

稲葉 かれん-藤島 明日賀-湊 風歌-佐野 咲弥

太田 瑛里-益子 芽里-朝田 ひらり-荒井 香子

明石 侑奈-福西 和香子-ﾇﾜｴﾒ･ｸﾞﾚｰｽ-ﾛｽ 瑚花ｱﾃﾞｨｱ

安藤 穂乃香-米田 優奈-桜井 瑛美-藤田 貴子

⾧谷部 可蓮-原 あかり-山崎 花菜子-小林 美月

宮地 和花-佐久間 理緒-橋本 碧-田中 芹奈

白浜 陽奈-成沢 夢美-小野 きらり-野原 鈴

日高 桜佳-星野 莉亜-綿貫 真尋-税田ｼﾞｪﾆﾌｧｰ璃美

貝嶋 美紗希-上島 周子-荒井 凛月-山越 理子

樽木 千楓-村松 沙羅-中山 寛菜-飯田 光咲

宮田 稜子-宮島 和花-初田 柚香-乙津 美月

泉谷 莉子-宮崎 亜美香-熊谷 友花-小宮 いつき



都芦花高 東京都高校選抜

武蔵野高 東京都高校対校

筑波大附高  東京都高体連支部秋季

東京成徳大高 東京都高体連支部学年別

日体大荏原高 東京都高校対校

都国分寺高 東京都高校選抜

調布三中 全日本中学通信

都田無高 東京都高校対校

都青梅総合高 東京都高校選抜

29 50秒43 駒沢 5月8日

30 50秒46 上柚木 7月10日

27 50秒34 上柚木 7月10日

28 50秒34 上柚木 7月18日

25 50秒22 江戸川区 6月5日

26 50秒23 駒沢 5月8日

23 50秒09 駒沢 5月8日

24 50秒13 夢の島 11月6日

22 49秒91 上柚木 7月10日

佐伯 紗愛-細野 いちか-福田 乙葉-園田 幸

得能 彩実-上野 朝日香-北島 優紀-有村 実寿々

松藤 愛美-小室 優花-宮崎 愛乃音-久保下 愛子

小笠原 ひなの-寺野 丞-伊藤 凛-金沢 凛子

吉田 萌-原田 智咲-川迫 凛望-藤本 梨花

山崎 優和-山口  采実-山上 瑠奈-明石 侑奈

高橋 麻洸-中田 珠夢-佐藤 ことは-荒井 羽七

石渡 萌乃-浜砂 璃音-松岡 志穏-岸 ｸﾘｽﾃｨｰﾇ侑里

佐野 心咲-本間 優来-渡部 珠生-小森田 ﾚｲﾁｪﾙ



女子4×400mR

順位 記録 選手/チーム 競技会名 競技場名 競技年月日

日本工大駒場高 南関東高校

白梅学園高 南関東高校

八王子高 南関東高校

都城東高 東京都高校対校

東京高 南関東高校

都東大和高 南関東高校

駒大高 東京都高校対校

都富士高 東京都高校対校

都駒場高 東京都高校選抜

国学院高 東京都高校対校

明大附中野八王子高 東京都高校新人

都紅葉川高 東京都高校選抜

明星学園高 東京都高校新人支部予選

都文京高 東京都高校新人

東京成徳大高 東京都高校対校

都石神井高 東京都高校選抜

都青梅総合高 東京都高校選抜

日大豊山女高 東京都高校新人

日体大桜華高 東京都高校選抜

淑徳巣鴨高 東京都高校選抜

都田無高 東京都高校選抜
21 4分11秒86 上柚木 7月11日

19 4分11秒25 上柚木 7月11日

20 4分11秒58 上柚木 7月11日

17 4分10秒25 上柚木 7月11日

18 4分10秒36 駒沢 9月25日

15 4分09秒56 駒沢 5月15日

16 4分10秒03 上柚木 7月11日

13 4分08秒30 上柚木 9月5日

14 4分08秒88 駒沢 9月25日

11 4分05秒22 駒沢 9月25日

12 4分05秒87 上柚木 7月11日

9 4分01秒03 上柚木 7月11日

10 4分03秒91 駒沢 5月15日

7 3分56秒50 駒沢 5月16日

8 3分56秒96 駒沢 5月16日

5 3分52秒59 等々力 6月20日

6 3分54秒67 等々力 6月20日

3 3分50秒28 等々力 6月20日

4 3分52秒42 駒沢 5月16日

1 3分47秒71 等々力 6月21日

2 3分48秒96 等々力 6月21日

蓬田 晴香-梅沢 雫-高橋 凛央-茂木 ひなた

東沢 捺果-島田 夢蘭-草岡 祐希-井川 明音

大丸 明日香-石橋 愛梨-舘江 乃ﾉ実-北条 紗也果

佐藤 ことは-中田 珠夢-高橋 麻洸-北林 優

戸上 真歩-米倉 心音-杉本 美結-福島 波奈

山崎 花菜子-⾧谷部 可蓮-森崎 優希-小林 美月

邑山 蓮音-湊 風歌-稲葉 かれん-藤島 明日賀

久保下 愛子-田中 優菜-輿石 菜緒-小室 優花

宮本 美桜-野口 未来-松本 奏-成沢 京香

佐伯 紗愛-福田 乙葉-細野 いちか-園田 幸

米田 優奈-藤田 貴子-緑川 莉亜-桜井 瑛美

瀬戸口 ひなた-成沢 夢美-小野沢 佳乃-野原 鈴

貝嶋 美紗希-山越 理子-笹本 羽奈-上島 周子

秀間 青空-⾧谷川 若七-植田 陽翔-庭野 祥

小川 真奈-新巻 美樹-中島梨々香-春原 日菜子

東 凪沙-橋本 小春-堀井 彩未-市川 さつき

井口 和奏-樽木 千楓-村松 沙羅-中山 寛菜

奥脇 彩花-鈴木 菜央-京岡 優里-勝 くるみ

入江 有咲陽-利根川 心暖-初田 柚香-宮田 稜子

宮地 和花-佐久間 理緒-田中 芹奈-橋本 碧

ﾁｬｲﾙｽﾞ 直美-朝田 ひらり-手塚 向日葵-荒井 香子



都戸山高 東京都高校選抜

都狛江高 東京都高校選抜

日体大荏原高 東京都高校対校

都南多摩中等高 東京都高校対校

武蔵野高 東京都高校対校

藤村女高 国士舘大競技会

都片倉高 東京都高校選抜

都足立新田高 東京都高校選抜

都桜修館中等高 東京都高校対校

29 4分15秒87 上柚木 7月11日

107 4分16秒03 駒沢 5月15日

27 4分14秒05 国士舘大 3月25日

28 4分14秒11 上柚木 7月11日

25 4分13秒27 駒沢 5月15日

26 4分13秒41 駒沢 5月15日

23 4分11秒99 上柚木 7月11日

24 4分13秒08 駒沢 5月15日

22 4分11秒88 上柚木 7月11日

岡野 桜椋-新里 桃子-吉田 汐里-吉田 朱里

林 小桜-金沢 凛子-小笠原 ひなの-森谷 寧々

円浄 陽菜-三木 日和梨-荻野 優-大渕 葵

小森田 ﾚｲﾁｪﾙ-田中 小町-渡部 珠生-野口 実々

渋谷 日和-小俣 彩音-三好 美空-関谷 七海

青木 彩乃-井上 璃桜-林 菜々子-村田 明里

小林 咲月-八幡 千尋-小美野 真生-加藤 紗希

藤田 桜子-服部 麻奈-小畑 優-千田 美波

荒川 千夏-納谷 茜-吉川 みのり-鈴木 日鞠



小学1年男子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63 -1.8* 五十嵐 将 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 8秒68 +0.2* 塚原 泰朝 FFTC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 8秒93 -1.0* 前嶋 稜貴 東京陸協 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

4 8秒94 -1.8* 森下 貴斗 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 9秒06 +0.2* 上野 叶翔 東京陸協 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

6 9秒11 -0.9* 荻原 祥 東京陸協 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

7 9秒14 -2.6* 佐竹 海琉 ﾌｫﾙﾃ世田谷 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

8 9秒18 -1.7* 井岡 昊 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

9 9秒23 -2.2* 鈴木 稜 清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

9 9秒23 -0.6* 石田 昂大 東京KC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

小学2年男子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09 +0.9* 小暮 慶翔 GA ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 8秒36 -0.7* 鵜沢 こはく ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 8秒41 -0.6* 佐藤 琉我 清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

4 8秒45 +0.8* 米川 澄夜 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 8秒47 -0.6* 荻原 培 東京陸協 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

6 8秒54 +1.4* 真藤 悠生 SLRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

7 8秒55 -0.6* 入江 健太 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

8 8秒60 +1.2* 須藤 瑛 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

9 8秒60 +0.9* 中嶋 啓貴 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

10 8秒65 -2.7* 木村 蓮 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

10 8秒65 +0.9* 河野 理人 SLRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

小学3年男子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99 +0.8* 堀籠 優成 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

2 9秒15 -2.2* 菅野 優平 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 9秒31 +0.6* 高橋 大地 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

4 9秒34 +1.1* 橘田 青真 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

5 9秒43 -2.2* 河野 成悟 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

6 9秒46 +2.0* 南出 朝葵 MJｱｽﾘｰﾂ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

7 9秒47 +0.4* 小山 凌瑛 R-ｷｯｽﾞ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

8 9秒50 +2.0* 林 龍成 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

9 9秒57 +0.7* 小出 大翔 ゆめおりＡＣ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

10 9秒61 +1.6* 川村 優斗 東京ＫＣ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

小学4年男子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06 -1.8* 板垣 星那 ﾌｫﾙﾃ江東 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 9秒07 +0.9* 福原 瑚央 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 9秒09 +1.9* 峯川 裕太 R-ｷｯｽﾞ 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 9秒11 +1.5* 加藤 瑛斗 ﾌｫﾙﾃ江東 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 9秒12 +2.0* 伊勢崎 夢人 BESTSPORTS ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

6 9秒15 -0.3* 加藤 嵩都 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 9秒15 +1.5* 桑原 拓真 MJｱｽﾘｰﾂ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

8 9秒16 +0.4* 日向 泰聖 日野JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

9 9秒19 +1.8* 川田 蓮王 板橋第八小 板橋選手権 新河岸 5月23日

10 9秒22 +2.0* 新村 鳳麿 R-ｷｯｽﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日



小学1年男子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 17秒23 +0.1* 鈴木 稜 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

2 17秒34 -0.3* 塚原 泰朝 FFTC 足立競技会 舎人 10月9日

3 17秒93 0.0* 続木 蒼祐 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

4 18秒20 +0.1* 須山 昂 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

5 18秒50 0.0* 中村 誠 BXRC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

6 18秒76 -0.3* 唐鎌 玲 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立競技会 舎人 10月9日

7 19秒19 +0.1* 田辺 陽太 いだてんくらぶ 江戸川区民 江戸川区 10月24日

8 19秒27 -2.5* 小池 真大 KRC 葛飾選手権 奥戸 7月3日

9 19秒73 -1.8* 藤野 翼 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ 舎人 8月30日

10 19秒76 0.0* 川村 真世 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

小学2年男子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 16秒17 +0.7* 佐藤 琉我 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

2 16秒77 +0.9* 佐藤 剣心 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

3 16秒82 +1.2* 不破 悠 EVOLUTION･TC 葛飾区ﾅｲﾀｰ 奥戸 8月24日

4 16秒96 -0.3* 上野 大悟朗 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

5 17秒14 +0.9* 香川 真 篠崎第四小 江戸川区民 江戸川区 10月24日

6 17秒32 -0.3* 左近 慎次郎 FFTC 足立競技会 舎人 10月9日

7 17秒46 -2.3* 萩原 海叶 港南小 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ 舎人 8月30日

8 17秒59 -0.3* 森田 義雲 FFTC 足立競技会 舎人 10月9日

9 17秒87 +0.7* 務台 一樹 平井東小 江戸川区民 江戸川区 10月24日

10 18秒16 +0.9* 野口 修吾 いだてんくらぶ 江戸川区民 江戸川区 10月24日

10 18秒16 +0.9* 田辺 駿 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

小学3年男子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 15秒00 +0.1* 菅野 優平 臨海小 江戸川区民 江戸川区 10月24日

2 15秒49 +0.1* 中野 睦良 いだてんくらぶ 江戸川区民 江戸川区 10月24日

3 15秒72 +1.5* 井手 希 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民 駒沢 11月21日

4 15秒79 -0.5* 南出 朝葵 MJｱｽﾘｰﾂ 渋谷区民 駒沢 11月21日

5 15秒86 +0.4* 伊藤 英佑 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

6 15秒86 +0.2* 河野 成悟 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

7 15秒86 +0.1* 安藤 大朗 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民 駒沢 11月21日

8 16秒37 +0.9* 松浦 舜晟 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

9 16秒38 -1.8* 桜井 和輝 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ 舎人 8月30日

10 16秒38 +0.1* 玉城 直虎 臨海小 江戸川区民 江戸川区 10月24日

小学4年男子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 14秒86 +0.6* 青木 凱風 TRAC 江東ｼﾞｭﾆｱ 夢の島 11月3日

2 14秒92 +0.4* 大前 快斗 KJR･L 足立競技会 舎人 10月9日

3 15秒22 -1.7* 伊勢崎 夢人 BESTSPORTS 杉並区民 AGF F 10月24日

4 15秒29 +0.4* 上原 正太郎 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民 駒沢 11月21日

5 15秒39 +2.0* 大西 凌駆 小名木川小 江東秋季 夢の島 10月3日

6 15秒40 +2.0* 市瀬 琳太郎 江東JAC 江東秋季 夢の島 10月3日

7 15秒41 -0.7* 田辺 琳太郎 いだてんくらぶ 江東ｼﾞｭﾆｱ 夢の島 11月3日

8 15秒43 -1.8* 佐藤 匠 SRC 杉並区民 AGF F 10月24日

9 15秒51 -0.1* 小川 隼矢 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 江東選手権 夢の島 7月11日

10 15秒53 +0.4* 加藤 巧太郎 FFTC 足立競技会 舎人 10月9日



小学5年男子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 13秒58 +1.5* 早瀬 舜 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 江東選手権 夢の島 7月11日

2 13秒59 +0.6* 左近 耀太郎 FFTC 江東ｼﾞｭﾆｱ 夢の島 11月3日

3 13秒92 +1.1* ﾍﾞｽﾞﾛﾄﾞﾉﾌ 耀央 東京陸協 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 14秒00 -0.9* 市川 広大 杉並Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

5 14秒00 -0.9* 五十嵐大晴 ﾁｰﾑ柴又 板橋少年少女 新河岸 11月3日

6 14秒14 -1.5* 安波 慎二 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

7 14秒14 +0.8* 鎌田 浩輔 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

8 14秒15 +1.7* 鎌田 健矢 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民 駒沢 11月21日

9 14秒20 +1.5* 妹尾 正唯 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 江東選手権 夢の島 7月11日

10 14秒23 -0.6* 鎌田 浩輔 千住ｼﾞｭﾆｱ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

小学6年男子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 12秒63 +1.7* 堀井 徳仁 SLRC 足立競技会 舎人 10月9日

2 12秒72 -0.8* 時津 響 新宿AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

3 12秒76 -3.1* 横江 豪 BESTSPORTS ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

4 12秒83 +0.3* 福士 奈豊朗 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

5 13秒11 -1.3* 川崎 翔吾 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

6 13秒22 +0.6* 三宅 将太 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 13秒25 +0.6* 目黒 蓮大 寺地小 江東ｼﾞｭﾆｱ 夢の島 11月3日

8 13秒26 +1.7* 戸沢 照真 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

9 13秒29 -0.7* 岩本 然 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

9 13秒29 +0.3* 村山 優以 MJｱｽﾘｰﾂ 渋谷区民 駒沢 11月21日

小学3年男子800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 中村 貴陽 BXRC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

2 桜井 和輝 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

3 横田 てら KJR･L 足立競技会 舎人 10月9日

4 上野 璃斗 KJR･L 足立競技会 舎人 10月9日

5 東 英太 BXRC 江戸川ｵｰﾌﾟﾝ 江戸川区 6月13日

6 中村 謙太 BXRC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

7 安東 和馬 BXRC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

8 伊藤 英佑 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ 舎人 8月30日

9 赤津 勇静 BXRC 江戸川ｵｰﾌﾟﾝ 江戸川区 6月13日

10 三津田 源 BXRC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

小学4年男子800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 大前 快斗 KJR･L 足立競技会 舎人 10月9日

2 三日尻 陸 清新JAC 江戸川ｵｰﾌﾟﾝ 江戸川区 6月13日

3 北山凌太朗 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

4 須山 慶 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

5 小口 大翔 清新JAC 江戸川ｵｰﾌﾟﾝ 江戸川区 6月13日

6 行広 駿太 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

7 伊沢 歩生 SLRC 渋谷区民 駒沢 11月21日

8 安部 智樹 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

9 北田 悠真 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

10 深谷 尚史 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

2分46秒88

2分48秒58

2分49秒91

2分51秒25

2分39秒05

2分40秒90

2分42秒04

2分42秒99

2分44秒69

2分45秒35

2分50秒58

2分53秒82

2分55秒23

2分56秒11

2分56秒27

記録

記録

2分40秒32

2分42秒97

2分45秒46

2分50秒27

2分50秒32



小学5年男子800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 伊藤 洋輝 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

2 横山 晴馬 清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

3 豊里 壮矢 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ 舎人 8月30日

4 新田 大翔 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

5 五十嵐大晴 ﾁｰﾑ柴又 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

6 嶋津 海寿 KMC陸上ｸ 杉並区民 AGF F 10月24日

7 日野 颯介 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

8 岡田 海翔 東京ﾄﾞﾘｰﾑ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

9 高嶋 晄士 清新JAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 ⾧崎 重心 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 東京代表選考 駒沢 6月20日

小学6年男子800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 樋口 隼 東京陸協 板橋少年少女 新河岸 11月3日

2 多比良 京弥 千住ｼﾞｭﾆｱ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

3 宮永 陽太 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 日比野 穣 ｱｶﾃﾞﾐｰJr ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

5 江上 泰正 東京城北AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

6 村松 丈慈 千住ｼﾞｭﾆｱ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

7 柳沢 洸太郎 清新JAC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

8 中村 優太 BXRC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

9 加藤 悠真 千住ｼﾞｭﾆｱ 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 武士 政伸 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 小峰 太樹 千住ｼﾞｭﾆｱ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

小学3年男子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08 -1.6* 春原 宏成 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 12秒51 -1.5* 沢田 秀斗 JointFlow ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 12秒83 +1.6* 林 勇吹 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 13秒00 +0.7* 伝農 悠希 ﾐｳﾗSC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

5 13秒63 +0.1* 浜松 丈 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

6 14秒06 +1.8* 福沢 岳人 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 14秒66 -1.7* 上原 大二郎 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

8 14秒81 -2.3* 赤津 勇静 BXRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

9 14秒90 -1.7* 水野 智仁 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

10 15秒07 +1.8* 小林 希有 ﾌｫﾙﾃ世田谷 東京代表選考 駒沢 6月20日

小学4年男子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35 -2.8* 江藤 航晟 BESTSPORTS ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

2 11秒43 +0.1* 小口 大翔 清新JAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

3 11秒48 -1.7* 伊勢崎 夢人 BESTSPORTS ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

4 11秒55 -1.7* 大西 凌駆 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

5 11秒57 +1.6* 三木 治人 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 東京代表選考 駒沢 6月20日

6 11秒58 -2.2* 峯川 裕太 R-ｷｯｽﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

7 11秒85 -0.7* 鈴木 郁巳 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

8 12秒21 -1.9* 新納 吾蓮 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

9 12秒23 -1.9* 志田 航次 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

10 12秒32 +0.7* 吉沢 陽太 ﾐｳﾗSC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

2分27秒87

2分28秒50

2分28秒50

2分24秒09

2分24秒84

2分26秒11

2分26秒34

2分27秒12

2分27秒86

2分34秒96

2分39秒78

2分40秒20

記録

2分21秒31

2分22秒10

2分26秒26

2分27秒57

2分28秒73

2分29秒52

2分30秒16

2分34秒40

記録

2分17秒35



小学5年男子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77 -1.3* 前沢 樹希 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

2 13秒86 0.0* 嶋津 海寿 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

3 14秒52 -1.3* 瀬川 駿 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

4 14秒56 +1.7* 粟津 琥士郎 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 東京代表選考 駒沢 6月20日

5 14秒77 -1.3* 唐鎌 琉依 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

6 15秒18 +0.7* 岡田 薫 R-ｷｯｽﾞ 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 15秒19 -0.4* 岸 建瑠 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

8 15秒29 +1.7* 崎尾 祥瑛 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

9 15秒95 -0.4* 千田 伊吹 ﾐｳﾗSC ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

10 17秒09 +1.7* 服部 巧生 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京代表選考 駒沢 6月20日

小学6年男子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31 +0.7* 岩本 然 KMC陸上ｸ 東京代表選考 駒沢 6月20日

2 13秒06 -1.7* 岩名 秀斗 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

3 13秒28 -2.0* 松村 高成 JointFlow ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

4 13秒46 +0.7* 小笠原 結大 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

5 13秒88 -1.1* 浅内 湧一朗 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

6 14秒12 +0.1* 鎌田 夏 KMC陸上ｸ 東信ｼﾞｭﾆｱ･ﾕｰｽ 佐久 10月31日

7 14秒37 -1.1* 渡辺 幸輝 KMC陸上ｸ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

8 14秒42 -2.0* 宮入 令穏 府中AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

9 14秒44 -1.7* 高橋 航大 SEIV ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

10 14秒68 -1.2* 中島 祥慈 渋谷本町学園小 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

小学5年男子走高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 粟津 琥士郎 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

2 芳賀 淳平 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

3 前沢 樹希 KMC陸上ｸ 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 瀬川 駿 KMC陸上ｸ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

4 秋葉 煌輔 日野JAC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

6 岸 建瑠 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 東京代表選考 駒沢 6月20日

6 服部 巧生 東京ﾄﾞﾘｰﾑ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

8 岡田 薫 R-ｷｯｽﾞ 東京代表選考 駒沢 6月20日

8 崎尾 祥瑛 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 小川 貴広 府中AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

10 半谷 大智 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

10 播磨 虎太郎 KMC陸上ｸ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

10 江舟 正明 KMC陸上ｸ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

小学6年男子走高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 浅内 湧一朗 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

2 松村 昇英 KMC陸上ｸ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

3 児成 優真 RFF ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

4 岩本 然 KMC陸上ｸ 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 大和田 諒太朗 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 小笠原 結大 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 市 佳佑 府中AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

7 狐塚 心之介 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

7 宮永 陽太 東京ﾄﾞﾘｰﾑ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

1m25

1m25

1m25

1m35

1m34

1m30

1m26

1m26

1m26

1m05

1m00

1m00

1m00

1m00

記録

1m20

1m15

1m15

1m10

1m10

1m05

記録

1m29

1m25



7 近藤 作太朗 KMC陸上ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

小学3年男子走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 3m67 +1.8* 渡辺 泰成 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 3m49 -1.5* 小山 凌瑛 R-ｷｯｽﾞ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

3 3m40 -0.8* 堀籠 優成 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 3m35 +1.1* 中村 貴陽 BXRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

5 3m35 -0.1* 丹羽 龍 ﾌｫﾙﾃ世田谷 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

6 3m31 -2.8* 林 勇吹 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

7 3m29 +0.7* 小林 希有 ﾌｫﾙﾃ世田谷 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

8 3m27 -3.8* 大畑 結都 GrowSports 板橋少年少女 新河岸 11月3日

9 3m25 -0.8* 菅野 優平 東京陸協 板橋少年少女 新河岸 11月3日

10 3m23 +0.6* 橘田 青真 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 3m23 +0.6* 松下 葵 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

小学4年男子走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 3m93 +1.9* 杉本 修都 MJｱｽﾘｰﾂ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 3m88 -0.6* 加藤 嵩都 目黒星美学園小 板橋少年少女 新河岸 11月3日

3 3m63 -0.4* 加藤 瑛斗 ﾌｫﾙﾃ江東 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 3m61 0.0* 田野 煌大 東京陸協 東京代表選考 駒沢 6月20日

5 3m55 +1.4* 大西 凌駆 小名木川小 江東ﾅｲﾀｰ 夢の島 8月21日

6 3m55 -3.1* 日向 泰聖 日野JAC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

7 3m48 +0.6* 新村鳳麿 R-ｷｯｽﾞ 東京代表選考 駒沢 6月20日

8 3m44 +0.4* 伊勢崎 夢人 BESTSPORTS 東京代表選考 駒沢 6月20日

9 3m40 +0.6* 奥野 遼 聖徳ｸﾗﾌﾞ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

10 3m37 +0.2* 新田 成優 BESTSPORTS 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 3m37 +1.5* 深谷 尚史 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

小学5年男子走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 4m45 +2.0* 厨川 十羽 ｺﾞｰﾜｲﾙﾄﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

2 4m42 -0.4* 上野 柚貴 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

3 4m16 +0.8* 真野 纂 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

4 4m05 +0.3* 藤田 優吾 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民 駒沢 11月21日

5 4m02 +1.9* 嶋津 海寿 KMC陸上ｸ 板橋選手権 新河岸 5月23日

6 3m92 +1.6* 松田 陸仁 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民 駒沢 11月21日

7 3m91 +1.6* 深谷 海樹 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

8 3m87 +1.6* 伊藤 壮歩 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

9 3m86 -0.6* 山本 遼汰 ﾃｨｶﾞAC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

9 3m86 +0.6* 北村 哲平 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民 駒沢 11月21日

小学6年男子走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 4m78 -0.8* 日比野 穣 ｱｶﾃﾞﾐｰJr 板橋少年少女 新河岸 11月3日

2 4m73 +1.4* 辻田 矩理 東京ﾄﾞﾘｰﾑ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

3 4m63 +0.3* 山県 蒼一朗 ﾐｳﾗSC ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

4 4m45 +0.8* 飯塚 蒼士 玉川学園小 日清ｶｯﾌﾟ 横浜 9月19日

5 4m45 -0.4* 浅内 湧一朗 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

6 4m43 +1.3* 岩崎 勝真 ｱｶﾃﾞﾐｰJr 板橋ｼﾞｭﾆｱ夏季 新河岸 8月29日

7 4m38 +1.9* 伊藤 遼二郎 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

8 4m29 +0.9* 川崎 翔吾 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

9 4m27 +0.2* 松岡 晄成 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民 駒沢 11月21日

1m25



10 4m24 +0.9* 田中 汰知 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日



小学3年男子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 林 勇吹 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

2 藤本 賢慎 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

3 渡辺 泰成 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

4 中村 謙太 BXRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

5 龍田 昊賢 白金ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

6 寺村 陸 東京KC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

7 北口 瑛介 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

8 中山 瑛介 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

9 井手 希 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

10 上原 大二郎 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

小学4年男子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 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 藤本 航輔 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

3 杉田 晴哉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

4 遠藤 駈 白金ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 山田 京侑 のざるｷｯｽﾞSC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

6 広橋 大河 朝日小 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

7 増田 蒼 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

8 江藤 航晟 BESTSPORTS 東京代表選考 駒沢 6月20日

9 岩楯 逸冴 清新JAC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

10 吉野 魁人 清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

小学5年男子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 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

2 笠原 空 GrowSports ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

3 安波 慎二 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

4 峰岸 航也 青南SC 東京代表選考 駒沢 6月20日

5 木下 蒼一 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

6 龍田 一摯 白金ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

7 安斎 帆十 GrowSports ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

8 池本 究太 東京KC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

9 蔡 嶺応 東京ﾄﾞﾘｰﾑ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

10 今井 夏 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

小学6年男子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 松岡 晄成 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 江東選手権 夢の島 7月11日

2 飯塚 蒼士 玉川学園小 日清ｶｯﾌﾟ 横浜 9月19日

3 大川 泰世 世田谷DRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

4 佐藤 海吏 渋谷JRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

5 関 悠生 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京代表選考 駒沢 6月20日

6 大場 純太 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 三部 和史 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

8 桜井 凛空 MJｱｽﾘｰﾂ 東京代表選考 駒沢 6月20日

9 中村 翔る 板橋AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 田中 汰知 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日
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小学1年女子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 9秒10 0.0* 高木 舞由菜 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 9秒23 -0.4* 小池 杏実 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 9秒27 0.0* 根本 利佳 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

4 9秒30 +0.6* 山田 望琴 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 9秒35 +0.3* 直井 美風 国本小 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

6 9秒42 +0.7* 菊池 和沙 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

7 9秒45 +0.7* 深谷 美月 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

8 9秒47 +0.3* 関 史花 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

9 9秒50 +0.3* 木原 未蘭 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

10 9秒51 0.0* 宇田川 璃莉 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

小学2年女子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56 -0.3* 新井 心唯 東京KC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 8秒68 -0.3* 川山 翼 大泉二小 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 8秒72 +1.7* 西岡 笙 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

4 8秒81 +0.3* 三上 環 清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 8秒88 +0.1* 西山 真菜 RFF ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

6 8秒89 +0.3* 井原 美華 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

7 8秒98 -0.1* 斎藤 夏海 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

8 8秒99 +0.3* 早瀬 光 ﾌｫﾙﾃ世田谷 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

9 9秒02 -2.8* 二階堂 優子 TRAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

10 9秒08 +0.4* 滝 玲香 成城学園小 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

小学3年女子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44 -1.6* 永田 愛香音 SLRC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

2 9秒45 +1.3* 石川 鈴 Vell ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 9秒52 +1.1* 石橋 優珠香 清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

4 9秒60 +1.1* 小川ﾎﾞｨ 笑凛明 ｱｽﾘｰﾄﾌｫﾚｽﾄTC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 9秒64 -1.6* 佐藤 ｻﾗ 杉並Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

6 9秒84 +1.3* 太田 萌彩 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

7 9秒93 +0.5* 宮本 園子 SLRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

8 9秒95 +1.1* 小野 詩織 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

9 10秒00 -0.9* 岡崎 蘭恋 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 10秒02 +1.5* 高取 優衣 JointFlow ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

小学4年女子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70 +0.7* 新井 凛生 ﾍﾟﾝﾀｽAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 9秒10 +0.7* 川山 葵 大泉二小 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 9秒29 +0.3* 加賀山 奈音 ｴﾑｽﾞ81 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

4 9秒31 +0.3* 黒崎 結花 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 9秒35 +1.3* 吉田 梓未 くにたち陸上 板橋少年少女 新河岸 11月3日

6 9秒36 +1.7* 山口 夏穂 ﾌｫﾙﾃ江東 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

7 9秒44 -0.4* 田部井 蘭 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

8 9秒49 -1.4* 松田 朱莉 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

9 9秒56 +1.2* 田汲 莉々奈 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

10 9秒58 +1.7* 舟越 葵 東京KC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日



小学1年女子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 19秒10 0.0* 町田 桜子 KRC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

2 19秒79 0.0* 戸田 明香 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

3 19秒83 0.0* 宮里 ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

4 19秒91 0.0* 久田 真羽 東京陸協 江戸川区民 江戸川区 10月24日

5 21秒61 +1.0* 島崎 莉杏 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

6 21秒97 -1.9* 神宮 七海 FFTC 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ 舎人 8月30日

7 22秒00 -2.0* 松田 光華 EVOLUTION･TC 葛飾選手権 奥戸 7月3日

8 22秒85 +0.8* 塚本 すず いだてんくらぶ 葛飾区ﾅｲﾀｰ 奥戸 8月24日

小学2年女子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 17秒05 +1.0* 篠原 玲華 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

2 17秒10 +1.0* 三上 環 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

3 17秒20 +1.3* 小林 菜々花 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立競技会 舎人 10月9日

4 17秒26 +1.3* ﾗﾊﾏﾝ 麻理花 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

5 17秒68 -1.2* 斎藤 夏海 多聞小 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ 舎人 8月30日

6 17秒74 0.0* 山村 陽菜 Vellzus 江戸川区民 江戸川区 10月24日

7 18秒00 +1.3* 松田 莉希 KJR･L 足立競技会 舎人 10月9日

8 18秒02 +1.3* 朴 志雅 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立競技会 舎人 10月9日

9 18秒05 -1.2* 後藤 ちさと 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ 舎人 8月30日

10 18秒13 0.0* 玉谷 舞緒 BXRC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

小学3年女子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 15秒41 +0.6* 石川 鈴 Vellzus 江戸川区民 江戸川区 10月24日

2 15秒47 +0.1* 永田 愛香音 SLRC 渋谷区民 駒沢 11月21日

3 15秒77 +0.6* 石橋 優珠香 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

4 16秒30 +0.6* 日野 紗彩 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

5 16秒42 +0.6* 宗像 美言 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民 駒沢 11月21日

6 16秒44 -0.2* 工藤 色織 KRC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

7 16秒45 +0.9* 宮本 園子 SLRC 渋谷区民 駒沢 11月21日

8 16秒53 +1.6* 根本 三鈴 ﾄﾞﾘｰﾑ 江戸川ｵｰﾌﾟﾝ 江戸川区 6月13日

9 16秒64 +1.6* 岡崎 蘭恋 ﾄﾞﾘｰﾑ 江戸川ｵｰﾌﾟﾝ 江戸川区 6月13日

10 16秒68 +0.3* 手島 瑠菜 FFTC 足立競技会 舎人 10月9日

小学4年女子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 14秒18 -1.5* 新井 凛生 ﾍﾟﾝﾀｽAC 足立競技会 舎人 10月9日

2 14秒81 +0.3* 加賀山 奈音 ｴﾑｽﾞ81 渋谷区民 駒沢 11月21日

3 15秒15 -0.3* 田部井 蘭 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 江東選手権 夢の島 7月11日

4 15秒28 +0.9* 山崎 稟々輝 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 渋谷区民 駒沢 11月21日

5 15秒35 +1.4* 山口 夏穂 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 江東選手権 夢の島 7月11日

6 15秒36 -1.2* 増田 天音 BESTSPORTS 江東ｼﾞｭﾆｱ 夢の島 11月3日

7 15秒41 -1.0* 吉田 梓未 くにたち陸上 杉並区民 AGF F 10月24日

8 15秒43 +0.3* 田汲 莉々奈 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民 駒沢 11月21日

9 15秒57 +0.3* 大川 舞美 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

10 15秒98 -1.0* 住田 香乃 BESTSPORTS 杉並区民 AGF F 10月24日



小学5年女子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 13秒96 +0.9* 関 奈ﾀ莉 ｱｽﾘｰﾄﾌｫﾚｽﾄTC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

2 13秒98 -0.3* 沼田 志都 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 江東選手権 夢の島 7月11日

3 14秒15 -0.4* 松井 杏莉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

4 14秒41 -0.4* 根本 梨咲 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

5 14秒59 -1.0* 山村 栞南 Vellzus 江戸川区民 江戸川区 10月24日

6 14秒61 -1.2* 新坂 空亜 日野JAC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

7 14秒67 +1.2* 大島 文 ﾌｫﾙﾃ江東 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

8 14秒75 +1.2* 藤田 凛音 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

9 14秒78 +0.9* 山本 二瑚 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民 駒沢 11月21日

10 14秒79 +0.1* 秦 みすず 青梅ｼﾞｭﾆｱ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

10 14秒79 +1.2* 尻無浜 せな BESTSPORTS ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

小学6年女子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 13秒57 -1.3* 田中 里音 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

2 13秒64 +0.9* 堀越 さつき 板橋AC ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

3 13秒71 +1.7* 内山 ｿﾆｱ ゆめおりAC 東京選手権 駒沢 8月15日

4 13秒90 +1.1* 東山 幸穂 KMC陸上ｸ 板橋選手権 新河岸 5月23日

5 13秒99 +1.2* 佐藤 杷奈 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

6 14秒01 -0.4* 木場 羽菜 JointFlow 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 14秒17 -0.9* 太田 楓生 SLRC 渋谷区民 駒沢 11月21日

8 14秒22 +1.5* 石津 沙波 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 江東選手権 夢の島 7月11日

9 14秒22 -0.9* 佐藤 百 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民 駒沢 11月21日

10 14秒27 +0.5* 平井 心 武蔵野東AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

小学2年女子800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 小林 菜々花 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立競技会 舎人 10月9日

2 高橋 美咲 FFTC 足立競技会 舎人 10月9日

3 清水 菜々香 FFTC 足立競技会 舎人 10月9日

4 松田 莉希 KJR･L 足立競技会 舎人 10月9日

5 ﾗﾊﾏﾝ 麻理花 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

6 上野 実桜 KJR･L 足立競技会 舎人 10月9日

7 根津 心遥 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立競技会 舎人 10月9日

8 後藤 ちさと 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾅｲﾀｰ 舎人 8月30日

9 朴 志雅 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立競技会 舎人 10月9日

10 ⾧沼 若奈 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

小学3年女子800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 松村 樹生 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

2 日野 紗彩 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

3 栗林 美帆 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

4 草薙 璃莉 いだてんくらぶ 江戸川ｵｰﾌﾟﾝ 江戸川区 6月13日

5 鈴木 碧乙 BXRC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

6 中野 嘉乃 湾岸TC 江戸川ｵｰﾌﾟﾝ 江戸川区 6月13日

7 根本 三鈴 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立競技会 舎人 10月9日

8 一瀬 ゆりな ｴﾑｽﾞ81 渋谷区民 駒沢 11月21日

9 船引 希 ｴﾑｽﾞ81 足立競技会 舎人 10月9日

10 谷川 うらら 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立競技会 舎人 10月9日

記録

3分16秒16

3分21秒99

3分22秒16

2分52秒00

2分55秒19

3分10秒27

3分12秒61

3分12秒66

3分14秒65

3分32秒84

3分33秒39

3分37秒29

3分44秒03

3分55秒09

2分49秒88

記録

3分07秒49

3分12秒52

3分22秒33

3分23秒06

3分30秒11



小学4年女子800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 大野ｸﾞｪﾝ 亜優 清新JAC 江戸川ｵｰﾌﾟﾝ 江戸川区 6月13日

2 加賀山 奈音 ｴﾑｽﾞ81 渋谷区民 駒沢 11月21日

3 山崎 稟々輝 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ 渋谷区民 駒沢 11月21日

4 松井 凛空 KJR･L 足立競技会 舎人 10月9日

5 加藤 真奈 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

6 ⾧沼 花音 臨海小 江戸川区民 江戸川区 10月24日

7 辰井 陽香 FFTC 足立競技会 舎人 10月9日

8 松田 紗也加 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 足立競技会 舎人 10月9日

9 服部 冴香 FFTC 足立競技会 舎人 10月9日

10 荒木 咲真 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

小学5年女子800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 小森 心結 東葛RC LongDistanceRun 千葉 11月23日

2 内山 和奏 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

3 渡辺 沙紀 ﾁｰﾑ柴又 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 小田島 寛奈 千住ｼﾞｭﾆｱ 東京代表選考 駒沢 6月20日

5 ⾧田 美海 渋谷JRC 渋谷区民 駒沢 11月21日

6 富田 理乃 千住ｼﾞｭﾆｱ 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 山内 美沙 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

8 宮腰 芽吹 ｴﾑｽﾞ81 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

9 原崎 菜緒 あきる野かけっこｸﾗﾌﾞ 西東京 秋留台 5月29日

10 佐藤 潤葉 KJR･L ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

小学6年女子800m

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 柿沼 日恋 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

2 小林 彩音 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

3 三木 かのん KJR･L 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 ⾧ 優里花 千住ｼﾞｭﾆｱ 足立競技会 舎人 10月9日

5 渡辺 葉凪 清新JAC 江戸川区民 江戸川区 10月24日

6 小杉 野乃香 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

7 梅本 真優 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

8 広田 みちる 青戸AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

9 杉本 莉帆 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

10 上野 愛夏 東京陸協 板橋少年少女 新河岸 11月3日

小学3年女子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47 -2.4* 大井 名佐 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 11秒56 -2.3* 小野 詩織 KMC陸上ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 12秒79 -3.0* 須田 遥 府中AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

4 12秒98 -2.3* 麻生 友奏 KMC陸上ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 13秒07 -2.0* 丸山 咲月 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

6 13秒41 -2.4* 鈴木 希緒 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

7 13秒45 0.0* 岩本 粋 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

8 13秒47 -3.3* 五島 瑠亜 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

9 14秒02 -2.0* 尾崎 優柚 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 14秒79 -3.3* 佐藤 莉緒 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

2分40秒03

2分33秒58

2分35秒25

2分35秒32

2分36秒78

2分37秒67

2分38秒57

2分47秒88

2分49秒21

記録

2分22秒68

2分30秒75

2分33秒20

2分36秒97

2分36秒98

2分37秒97

2分38秒80

2分44秒10

2分45秒94

3分02秒62

3分04秒54

記録

2分30秒27

2分31秒17

2分49秒50

2分55秒13

2分56秒96

2分57秒96

3分00秒85

3分02秒10

記録

2分46秒93
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小学4年女子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 10秒75 -0.2* 松田 朱莉 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 11秒06 -1.1* 田部井 蘭 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 11秒40 -0.2* 山崎 稟々輝 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

4 11秒51 -1.3* 横山 菜奈 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 11秒67 -1.1* 小柳 らら ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

6 11秒78 -0.9* 柴垣 結愛 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

7 12秒02 -1.1* 住田 香乃 BESTSPORTS ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

8 12秒17 -0.9* 増田 天音 BESTSPORTS ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

9 12秒20 +0.3* 税所 ももな ﾌｫﾙﾃ江東 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 12秒29 -1.3* 渡辺 麗 KMC陸上ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

小学5年女子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22 -1.2* 田中 柚南 清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

2 14秒44 -1.9* 松井 杏莉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

3 14秒52 -0.3* 高木 柚奈 KMC陸上ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

4 14秒78 -1.3* 佐々木 純葉 麹町小 板橋少年少女 新河岸 11月3日

5 14秒80 -1.0* 伊藤 彩純 ﾐｳﾗSC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

6 15秒17 -1.9* 横井 更紗 R-ｷｯｽﾞ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

7 15秒18 +0.4* 池田万風奏 R-ｷｯｽﾞ 東京代表選考 駒沢 6月20日

8 15秒77 +0.6* 依岡 志織 KMC陸上ｸ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

9 16秒10 -1.2* 竹内 りりか ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

10 16秒94 -2.9* 北野 蒼空 府中AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

小学6年女子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82 -0.2* 内山 ｿﾆｱ ゆめおりAC 日清ｶｯﾌﾟ 横浜 9月19日

2 13秒23 -1.9* 東山 幸穂 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

3 13秒61 -1.3* 蘆田 希実 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

4 13秒68 -0.6* 芦田 希実 KMC陸上ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

5 13秒72 -1.7* 奥村 柚香 SEIV ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

6 13秒80 -0.6* 力石 依里香 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

7 14秒03 -1.0* 西郷 咲成 SLRC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

8 14秒12 +0.4* 細萱 咲帆 東京陸協 東京代表選考 駒沢 6月20日

9 14秒14 +0.4* 岡野 麻耶 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 14秒51 -1.0* 伊藤 百花 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

小学5年女子走高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 田中 柚南 清新JAC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

2 田端 琴葉 渋谷本町学園小 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

2 横井 更紗 R-ｷｯｽﾞ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

4 松井 杏莉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

4 白石 陽詩 府中AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

4 佐々木 純葉 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

7 石井 希実 ﾌｫﾙﾃ渋谷 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 藤本 美理 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

7 松川 玖歩 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

7 高木 柚奈 KMC陸上ｸ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

7 安藤 夏乃 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

7 石川 暖 Vellzus 板橋少年少女 新河岸 11月3日

1m10

1m10

1m15

1m15

1m10

1m10

1m10

1m10

記録

1m25

1m20

1m20

1m15



小学6年女子走高跳

順位 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 内山 ｿﾆｱ ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

2 飯島 三絢 東京町田AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

3 東山 幸穂 KMC陸上ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

4 山田 梨紗子 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

5 梅津 瑞葉 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

5 市 佑菜 府中AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

7 芦田 希実 KMC陸上ｸ ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

7 蘆田 希実 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

9 滝口 絢芽 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

9 奥村 柚香 SEIV 東京代表選考 駒沢 6月20日

9 小田中 琴音 R-ｷｯｽﾞ 東京代表選考 駒沢 6月20日

小学3年女子走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 3m35 -1.9* 太田 萌彩 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

2 2m98 +0.1* 大井 名佐 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 渋谷区民 駒沢 11月21日

3 2m91 +1.9* 石橋 優珠香 清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

4 2m87 +1.3* 伊藤 莉愛 清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

5 2m82 +1.5* 鈴木 希緒 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

6 2m81 -0.2* 山中 花音 日野JAC 板橋少年少女 新河岸 11月3日

7 2m80 +1.0* 吉田 望乃 RFF ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

8 2m77 +0.8* 永田 愛香音 SLRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

9 2m77 +0.4* 宮本 園子 SLRC 渋谷区民 駒沢 11月21日

小学4年女子走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 3m80 -3.2* ⾧谷川 美風 R-ｷｯｽﾞ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

2 3m69 +1.2* 若林 茜李 ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

3 3m53 -1.8* 松田 紗也加 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

4 3m52 +1.1* 新井 凛生 ﾍﾟﾝﾀｽAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

5 3m46 +0.4* 藤原 圭希 港AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

6 3m44 +1.5* 大川 舞美 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋ｼﾞｭﾆｱ夏季 新河岸 8月29日

7 3m40 +1.9* 山口 夏穂 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民 駒沢 11月21日

8 3m29 +0.3* 山本 栞菜 FFTC 葛飾区ﾅｲﾀｰ 奥戸 8月24日

9 3m24 +1.2* 小倉 凛咲 東京町田AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 3m23 +1.0* 安藤 晴乃 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

小学5年女子走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 4m22 +1.7* 柴田 愛理 ﾃｨｶﾞAC 板橋ｼﾞｭﾆｱ夏季 新河岸 8月29日

2 4m03 +0.8* 松井 杏莉 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

3 3m89 +0.3* 栗原 杏奈 渋谷本町学園小 渋谷区民 駒沢 11月21日

4 3m86 +0.3* 桜庭 茉歩 SEIV ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

5 3m79 +1.2* 田中 柚南 清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

6 3m78 +1.9* 山本 七海 ﾌｫﾙﾃ世田谷 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

7 3m72 +1.4* 水上 花蓮 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

8 3m57 +1.6* 安田 妃南香 ｱｶﾃﾞﾐｰJr ｷｯｽﾞｺﾛｼｱﾑ 江戸川区 9月26日

9 3m53 +1.5* 安藤 夏乃 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

10 3m52 +1.1* 大島 文 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 渋谷区民 駒沢 11月21日
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小学6年女子走幅跳

順位 記録 風速 選手 所属 競技会名 競技場名 競技年月日

1 4m69 +0.4* 佐藤 杷奈 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 日清ｶｯﾌﾟ 横浜 9月19日

2 4m68 +1.2* 内山 ｿﾆｱ ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

3 4m53 +1.5* 押木 広海 武蔵野東AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

4 4m46 +0.4* 平田 椛七 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

5 4m31 +1.7* 大庭 唯奈 J.VIC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

6 4m11 +2.0* 藤原 愛菜 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋ｼﾞｭﾆｱ夏季 新河岸 8月29日

7 4m00 +1.5* 田中 里音 KMC陸上ｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

7 4m00 +1.1* 和田 朋佳 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

9 3m99 +1.9* 井上 麗子 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 渋谷区民 駒沢 11月21日

10 3m97 +0.5* 桜井 花音 MJｱｽﾘｰﾂ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

小学3年女子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 大井 名佐 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

2 東海林 茉乃 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

3 松村 樹生 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

4 尾崎 優柚 府中AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

5 鈴木 希緒 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

6 三木 美怜 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 丸山 咲月 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

8 須田 遥 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

9 半谷 心乙 R-ｷｯｽﾞ 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 小野 詩織 KMC陸上ｸ 東京代表選考 駒沢 6月20日

小学4年女子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 松田 紗也加 東京ﾄﾞﾘｰﾑ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

2 横井 千咲 R-ｷｯｽﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月2日

3 大川 舞美 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

4 吉田 朱里 GrowSports 板橋少年少女 新河岸 11月3日

5 小田中 巴花 R-ｷｯｽﾞ 板橋少年少女 新河岸 11月3日

6 横山 菜奈 ゆめおりAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

7 藤原 圭希 港AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

8 加賀山 奈音 ｴﾑｽﾞ81 板橋ｼﾞｭﾆｱ夏季 新河岸 8月29日

9 安川 亜智 SEIV 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 岩井 友香 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月19日

小学5年女子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 東京代表選考 駒沢 6月20日

2 山内 美沙 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

3 鳥井 絢子 白金ｸ 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 藤本 美理 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

5 柴田 愛理 ﾃｨｶﾞAC 東京代表選考 駒沢 6月20日

6 高橋 彩夢 TRAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

7 白石 陽詩 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

8 北野 蒼空 府中AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

9 大塚 安希子 白金ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 8月18日

10 杉村 澪 ﾌｫﾙﾃ江東 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日
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18m79

18m41

10m81

記録

27m22

26m01

25m94

25m37

22m25

21m62

15m66

15m16

13m31

12m22

記録

24m86

23m39

23m09



小学6年女子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 佐藤 杷奈 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 東京代表選考 駒沢 6月20日

2 小泉 りか 板橋AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

3 平井 心 武蔵野東AC 東京代表選考 駒沢 6月20日

4 平田 椛七 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 東京代表選考 駒沢 6月20日

5 鈴木 まこ ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

6 江場 妃菜里 東京ﾄﾞﾘｰﾑ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 駒沢 10月3日

7 篠木 咲心 あきる野かけっこｸﾗﾌﾞ 東京代表選考 駒沢 6月20日

8 東海林 柚茉 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京代表選考 駒沢 6月20日

9 宮口 唯 東京ﾄﾞﾘｰﾑ 東京代表選考 駒沢 6月20日

10 王 悠里 渋谷JRC 東京代表選考 駒沢 6月20日

33m35

33m22

30m87

29m65

36m78

36m36

35m85

34m52

34m51

33m73

記録



小学男子4×100mR

順位 記録 選手/チーム 競技会名 競技場名 競技年月日

KMC陸上ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

Joint Flow ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

SLRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

東京ﾄﾞﾘｰﾑ 越谷選手権

ﾌｫﾙﾃ世田谷 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

千住ｼﾞｭﾆｱ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

BESTSPORTS ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

新宿AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

いだてんｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

府中AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

清新JAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ﾌｫﾙﾃ渋谷 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

TRAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ
15 58秒12 駒沢 10月3日

13 57秒52 駒沢 10月3日

14 57秒77 駒沢 10月3日

11 55秒22 駒沢 8月19日

12 56秒33 駒沢 8月19日

9 54秒84 駒沢 8月19日

10 54秒98 駒沢 8月19日

7 54秒70 駒沢 8月19日

8 54秒81 駒沢 10月3日

5 54秒32 越谷しらこばと 8月1日

6 54秒42 駒沢 10月3日

3 53秒80 駒沢 10月3日

4 53秒95 駒沢 8月19日

1 52秒23 駒沢 10月3日

2 53秒73 駒沢 8月19日

松永 翔菜-田中 柚南-佐野 雄真-関  唯斗

沼田  志都-佐藤  百-剛山  慶介-妹尾 正唯

福本 新-鎌田 浩輔-多比良 京弥-赤尾杉  夏斗

緑川  弦成-横江 豪-ﾄﾙｰｼｭ  雄里-増田 陽太

ｼﾞｮｾﾌ･ﾆｺﾗｽ陸都-伊藤 遼二郎-岩名  秀斗-矢作  琥多郎

花形 風歌-時津  響-合頭 彩乃-保坂  龍秀

田中 瑠夏-川瀬 佑磨-中野 新太-岡 楓貴

三部  和史-大和田 諒太朗-宮入 令穏-市 佳佑

川崎 翔吾-東山  幸穂-田中 里音-岩本 然

佐藤 杷奈-三宅 将太-平田 椛七-榛葉 孝紀

上林 美結-木場 羽菜-野村  彩斗-松村 高成

堀井 徳仁-北村 皆登-高橋 利-大竹 巧馬

辻田 矩理-大場 純太-宮永 陽太-後藤  悠大

早瀬 舜-松岡 晄成-土本  隼-深田 奈義



ﾐｳﾗSC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

増戸小 西東京

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

東京町田AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

渋谷本町学園小 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ｱｶﾃﾞﾐｰJr 板橋春季

MJｱｽﾘｰﾂ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

GrowSports ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ﾌｫﾙﾃ江東 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ｴﾑｽﾞ81 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

三谷小 杉並区民

ﾃｨｶﾞAC 板橋春季

R-ｷｯｽﾞ 板橋春季

白金ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

29 1分03秒03 新河岸 4月4日

30 1分03秒06 駒沢 10月3日

27 1分02秒95 AGF F 10月24日

28 1分03秒02 新河岸 4月4日

25 1分01秒84 駒沢 10月3日

26 1分02秒17 駒沢 10月3日

23 1分01秒41 駒沢 8月19日

24 1分01秒59 駒沢 10月3日

21 1分00秒43 新河岸 4月4日

22 1分01秒29 駒沢 8月19日

19 1分00秒07 駒沢 10月3日

20 1分00秒10 駒沢 10月3日

17 59秒37 秋留台 5月29日

18 59秒51 駒沢 10月3日

15 58秒12 駒沢 10月3日

16 58秒38 駒沢 8月19日

成田 優心-野見山  泰生-古川 大智-高越 遼平

田代  湊真-田代  悠真-宮腰  芽吹-宮腰  息吹

本田 煌貴-増原  仁-秋月  航-藤野  聖人

杉本 羽由真-大熊 大晴-高田  翔英-山本  遼汰

峯川  裕太-新村鳳麿-橋本 潤哉-小山  凌瑛

吉田  月乃-龍田  一摯-八木  優香-竹内 十朗

近藤  葵-飯島  三絢-佐々木  緑-ﾗｲﾄ  才音

栗原  杏奈-田端  琴葉-田中 嵩人-中島 祥慈

岩崎 勝真-甲斐谷  ﾗﾝﾃﾞｨｰ類-日比野  穣-高橋 侍晄

小栗 暉郎-村山 優以-土師  翔太郎-丸山 凛久

安斎  帆十-笠原  空-平石 凛生-浜本 吏玖

岸 建瑠-粟津 琥士郎-高木 元斗-⾧坂 若木

吉川 雅輝真-山中 宇汰-ｻヴｫｽﾁｪﾝｺ･ﾀﾞﾆｴﾙ-海野 可留範

戸井田 一伶-山県 蒼一朗-佐々木  陽大-千田  伊吹

牧野 夢空-斎藤 匠海-高橋 禅-井上 響生

河野 圭一郎-杉原 颯馬-藤田 優吾-松田 陸仁



小学女子4×100mR

順位 記録 選手/チーム 競技会名 競技場名 競技年月日

ゆめおりAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

KMC陸上ｸ 西東京

板橋AC 東京選手権

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 東京選手権

東京ﾄﾞﾘｰﾑ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

SLRC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

あきる野かけっこｸﾗﾌﾞ 西東京

千住ｼﾞｭﾆｱ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

SEIV ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ﾌｫﾙﾃ渋谷 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

府中AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

日野JAC 東京選手権

清新JAC 東京選手権

ﾌｫﾙﾃ世田谷 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ
15 1分00秒07 駒沢 8月19日

13 59秒70 駒沢 44788

14 59秒82 駒沢 44788

11 59秒19 駒沢 10月3日

12 59秒29 駒沢 8月19日

9 58秒52 駒沢 10月3日

10 59秒16 駒沢 8月19日

7 57秒89 秋留台 5月29日

8 58秒39 駒沢 10月3日

5 57秒40 駒沢 10月3日

6 57秒75 駒沢 8月19日

3 57秒20 駒沢 44788

4 57秒26 駒沢 44788

1 55秒67 駒沢 10月3日

2 55秒98 秋留台 5月29日

大高  瑠香-巴  翠子-美保  のどか-中野  真悠

松永  翔菜-田中  柚南-大野  ｸﾞｪﾝ亜姫-柿沼  日恋

富岡 麻央-塩野 真衣亜-末宗 希莱-立山 侑佳

浜田 里菜-島崎 乃葵-⾧ 優里花-後藤 めがみ

河野 蓮-寺崎  柚朱-奥村 柚香-松井 優佳

沼田 志都-佐藤 百-渡辺 心音莉-高本 璃恋

伊藤  優樹菜-山田  梨紗子-本田 莉子-宗像 詩花

村上  月季子-滝口 絢芽-市 佑菜-市川 しずく

山内 うた-内山 ｿﾆｱ-力石 依里香-河田 天

高木 柚奈-難波 悠子-東山  幸穂-田中 里音

谷  玲杏-野上  千尋-小泉  りか-堀越  さつき

松井  杏莉-佐藤  杷奈-藤原  愛菜-平田  椛七

小杉  野乃香-東海林  柚茉-和田  朋佳-木嶋  涼巴

秋山 実遥-西郷 咲成-関 理紗-太田  楓生



R-ｷｯｽﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ﾌｫﾙﾃ江東 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

増戸小 西東京

新宿AC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

三谷小 杉並区民

ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

湾岸TC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ﾐｳﾗSC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

青梅ｼﾞｭﾆｱ 西東京

ｱｶﾃﾞﾐｰJr ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ﾃｨｶﾞAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

RFF ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

FFTC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ﾍﾟﾝﾀｽAC ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

ﾌｫﾙﾃ江東 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

29 1分06秒32 駒沢 10月2日

30 1分06秒71 駒沢 8月18日

27 1分03秒88 駒沢 10月2日

28 1分04秒09 駒沢 10月2日

25 1分02秒81 駒沢 10月3日

26 1分02秒85 駒沢 10月3日

23 1分02秒47 駒沢 8月19日

24 1分02秒76 秋留台 5月29日

21 1分02秒08 駒沢 10月2日

22 1分02秒30 駒沢 10月3日

19 1分01秒88 駒沢 8月19日

20 1分01秒93 AGF F 10月24日

17 1分01秒07 駒沢 10月3日

18 1分01秒81 秋留台 5月29日

15 1分00秒07 駒沢 8月19日

16 1分00秒56 駒沢 10月3日

後藤  羽奏-安田 妃南香-酒井 陽琳-菅沼  妃奈乃

勇 智咲璃-柴田 愛理-斎藤 花奈-市川  結香

籾山  香都-吉田  望乃-岡田 実桜-吉田 結

辰井 陽香-服部 亜依佳-高羽 郁奈-山本 栞菜

梅村 奈央-新井  凛生-山田 結桜-大房 希夏

山口 夏穂-税所  ももな-丸山  愛花-建  琴葉

高屋  夏帆-百瀬  瑠花-北条  希織-小渕  心花

大下  葵々-新谷  円-折橋  実優-秋山  和奏

山崎 稟々輝-田部井 蘭-北見 くるみ-千葉 華

宇田川 雅央-前田 彩帆-中野 綾乃-竹内 那琉

村本  彩莉-伊藤  彩純-上原 寧々花-鹿乗 歩花

森山 美咲-松田 さゆり-片柳 れい-秦 みすず

大窪  幸花-山本  七海-山本 二瑚-吉田  三々

古川 歩積-半谷 優奈-木立 ことね-小田中  琴音

杉村 澪-大島 文-斎藤 楽-森山 穂里

山崎 理桜-古城 愛菜-小林 樹莉-在原 愛姫



第69回元旦競歩大会 21130014

第83回東京陸上競技選手権大会
2021年1月1日(金)      決勝一覧表

明治神宮外苑絵画館周回路（１周1,326m) 137230

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 伊藤  佑樹 1:25:01

東京・SRC

田中  達也 1:30:53

東京・田中競歩軍

男子東
京選手
権

２０ｋｍ競歩 1/1 住所  大翔 1:20:46

兵庫・順天堂大

石田  昴 1:21:25

富山・立命館大

松永  大介 1:22:07

千葉・富士通

荒井  広宙 1:22:08

千葉・富士通

村尾  宥稀 1:23:54

北海道・明治大

石田  理人 1:24:30

兵庫・東洋大

立岩  和大 1:24:53

千葉・順天堂大

伊藤  佑樹 1:25:01

東京・SRC

男子大
学・一
般

１０ｋｍ競歩 1/1 村越  優汰(高3) 43:39

神奈川・横浜高

田口  紫音(高2) 45:02

長野・上田西高

那須  智太(高2) 45:56

千葉・我孫子高

中川  靖悟(高2) 46:07

神奈川・相模原総合高

清永  航平(高2) 46:24

兵庫・関学高

渡口  怜(高3) 47:10

沖縄・北山高

矢木  雄斗(高2) 47:11

大阪・履正社高

後藤  宇翔(高2) 47:16

千葉・中央学院高

男子高
校

５ｋｍ競歩 1/1 大森  健一 25:04

石川・ｸｽﾘのｱｵｷ

香川  新 29:14

栃木・塩谷チャレンジ

島田  一夫 29:49

千葉・千葉陸協

小野  昭弘 29:55

東京・青梅市陸協

坂野  泰 30:20

東京・東京陸協

長田  晴人 30:31

東京・東京陸協

辻谷  勇二郎 34:53

大阪・あびこｸﾗﾌﾞ

男子50
歳以上

３ｋｍ競歩 1/1 保科  徹(中3) 18:19

千葉・成田高校付中

柏木  創太(中2) 19:38

神奈川・中大附属横浜中

男子中
学

１０ｋｍ競歩 1/1 岡田  久美子 43:39

NGR東京・ビックカメラ

渕瀬  真寿美 45:08

東京・建装工業

程  小雅 45:36

東京・東京陸協

松本  彩映 56:05

東京・ゴールドジム

根岸  涼香 57:10

東京・横浜市立大

女子東
京選手
権

１０ｋｍ競歩 1/1 岡田  久美子 43:39

NGR東京・ビックカメラ

渕瀬  真寿美 45:08

東京・建装工業

籔田  みのり 45:13

兵庫・武庫川女子大

林  奈海 45:28

福岡・順天堂大

程  小雅 45:36

東京・東京陸協

熊谷  菜美 46:16

茨城・筑波銀行

道口  愛 46:28

千葉・ひかりAC

立見  真央 46:42

静岡・中京大

女子大
学・一
般

５ｋｍ競歩 1/1 梅野  倖子(高3) 22:30

NGR福岡・宗像高

藤田  真美加(高2) 23:27

千葉・成田高

藤野  楓(高3) 23:31

大阪・大阪桐蔭高

高橋  七琉(高3) 23:40

埼玉・大宮北高

野地  琳々星(高2) 23:48

埼玉・本庄東高

田中  花鈴(高2) 25:35

埼玉・本庄東高

林  菜摘(高2) 26:01

富山・富山いずみ高

片寄  響(高2) 26:08

福島・いわき秀英高

女子高
校

３ｋｍ競歩 1/1 遊馬  柚翔(中1) 21:27

埼玉・さい城南中

女子中
学

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
１００ｍ 8/14 鈴木  碧斗 10.41/+0.7

埼玉・東洋大

染谷  佳大 10.49/+0.7

東京・大和ハウス

設楽  王我 10.54/+0.7

埼玉・東洋大

渡辺  隼斗 10.66/+0.7

東京・日本大

河田  航典 10.67/+0.7

愛知・立教大

藤井  和寿 10.69/+0.7

神奈川・中央大

田畑  隼(高3) 10.73/+0.7

東京・八王子高

中村  彰太 10.80/+0.7

静岡・東洋大

２００ｍ 8/15 染谷  佳大 21.27/+1.1

東京・大和ハウス

清水  壮(高2) 21.68/+1.1

東京・東京高

髙橋  舞羽 21.76/+1.1

愛知・中京大

田畑  隼(高3) 21.78/+1.1

東京・八王子高

一瀬  輝星 21.81/+1.1

東京・日本大

小林  直己 21.83/+1.1

東京・HULFT

真田  知幸 21.99/+1.1

神奈川・Setech

４００ｍ 8/14 陰山  彩大 47.01

NGR神奈川・日本大

柴崎  悠斗 47.18

山形・東洋大

杉田  諒 47.88

埼玉・駿河台大

大谷  尚文 48.02

三重・慶應義塾大

勝  優虎 48.40

埼玉・駿河台大

瀧渕  亘弘 48.92

東京・立教大

８００ｍ 8/15 山中  優  1:55.63

東京・日本大

伊藤  健太  1:55.85

東京・東京陸協

中村  倖  1:56.33

三重・中京大

長沢  匠人(高3)  1:56.72

東京・東大和高

八谷  弘樹  1:57.35

東京・東京陸協

小穴  英気  1:58.53

東京・順天堂大

１５００ｍ 8/13 伊藤  健太  3:51.36

東京・東京陸協

山中  優  3:51.85

東京・日本大

石川  聖也  3:52.56

神奈川・川崎市陸協

軽部  智  3:54.58

東京・東京陸協

尾関  理應  3:55.40

東京・日本大

伊澤  優人  3:55.42

東京・GLAC

村田  光  3:55.84

東京・成蹊大

加藤  拓海  3:55.91

東京・RFA

５０００ｍ 8/15 市村  竜樹 14:43.68

東京・ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ

土居森  諒 14:46.62

東京・ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ

桑山  楓矢 14:47.50

東京・東京陸協

上村  直也 14:59.81

東京・東京陸協

１００００ｍ 8/13 富張  裕紀 31:26.52

神奈川・神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ

安田  有佑 32:20.35

三重・東京外国語大

１１０ｍＨ

(1.067m)

8/14 ﾎﾞﾝﾄﾞ  ﾚｵ将 14.13/+2.6

北海道・中央大

岩井  章太郎 14.13/+2.6

京都・慶應義塾大

井上  大海 14.14/+2.6

東京・国際武道大

小板橋  良太 14.55/+2.6

群馬・東洋大

若山  陽 14.75/+2.6

埼玉・トップ工業

須藤  涼太 15.51/+2.6

青森・大東文化大

４００ｍＨ

(0.914m)

8/15 田邉  将大良 52.01

東京・ゼンリン

大串  弦徳 52.30

大阪・日本大

舘野  哲也 52.98

東京・クリアソン

一瀬  星和 54.18

埼玉・城西大

３０００ｍＳＣ

(914mm)

8/14 森田  雄貴  9:36.83

岡山・東京理科大

福元  翔輝  9:39.74

東京・DreamAC

嶋崎  敬太  9:40.70

東京・青梅市陸協

麻田  悠馬  9:50.83

埼玉・埼玉陸協

南雲  信之介  9:53.44

東京・TTA

中田  崇志  9:54.29

東京・関東RC

髙木  孝壽 10:16.41

東京・東京陸協

安喰  太郎 10:31.91

東京・ﾊﾘｱｰｽﾞ

走高跳 8/13 佐藤  凌 2m18

新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

平塚  玄空 2m18

東京・日本大

宮田  風 2m06

東京・日本大

久保木  春佑 2m03

鹿児島・東京学芸大

髙橋  佳司郎 2m00

宮城・日本体育大

尾畑  元佳 1m95

東京・東京陸協

後藤  昂 東京・東京陸協 1m95

角田  滉貴 東京・ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ

棒高跳 8/13 澤  慎吾 5m40

NGR東京・きらぼし銀行

来間  弘樹 5m30

東京・ストライダーズ

奥  吏玖 5m20

京都・順天堂大

豊田  翼 4m60

東京・日本大

宮本  嶺 埼玉・埼玉陸協 4m60

太田  慎之助 東京・東海大

吉澤  一馬 4m60

東京・順天堂大

豊田  雄伍(高3) 4m20

東京・東京高

走幅跳 8/14 嶺村  鴻汰   7m51/+1.6

東京・富士通

作家  弥希   7m50/+2.3

千葉・駿河台大

肝付  宇紀   7m41/+1.6

佐賀・アスリートリンク

海老沼  勝輝   7m25/+0.7

東京・XSPOWOLVES

片山  大地(高2)   7m22/+1.7

東京・八王子高

長谷川  大樹   7m19/+0.7

東京・国士舘大

吉田  順哉   7m19/+1.0

東京・日本大

井上  晃輔   7m14/+1.3

東京・東海大

三段跳 8/15 鈴木  憲伸  15m39/+2.2

東京・明治大

楠本  政明  15m26/+0.3

東京・ジーケーライン

荒木  基  15m23/-0.3

和歌山・千葉商科大

小川  宏海  15m22/+0.1

東京・東京陸協

井関  慶人  14m78/+1.1

東京・東京陸協

中島  陸斗  14m78/+2.5

東京・駿河台大

京角  遥都  14m72/+0.4

東京・東海大

麻沼  慎太郎  14m63/+1.0

東京・日本大

砲丸投

(7.260kg)

8/15 仲宗根  伸  13m47

東京・国士舘大

八幡  慎之介  12m98

東京・国士舘大

鈴木  脩斗   9m69

東京・国士舘大

円盤投

(2.000kg)

8/14 米沢  茂友樹  53m40

東京・オリコ

浅倉  穂鷹  44m24

東京・日本大

薄井  優斗  43m88

東京・東海大

井上  翼  40m75

東京・東海大

篠崎  明彦  39m43

東京・日本大

呑口  武  37m59

東京・日本大

重田  一稀  36m76

東京・東京経済大

角田  光洋  36m51

東京・Palette

ハンマー投

(7.260kg)

7/3 石坂  奨真  65m68

東京・順天堂大

角田  光洋  53m51

東京・Palette

やり投

(0.800kg)

8/13 角田  直之  71m94

東京・ゴールドジム

山崎  元気  67m43

東京・とらふぐ亭

中山  睦喜  65m08

東京・中大クラブ

道上  雅晃  64m65

東京・ゴールドジム

塩崎  千畝  63m30

東京・国士舘大

神谷  雄大  59m73

東京・国士舘大

中嶋  亮太  59m72

神奈川・相模原市陸協

得居  裕生  59m25

静岡・国士舘大

４×１００ｍＲ 8/13 八王子高 42.28

片山  大地(高2)

平出  悠人(高2)

諸星  真優(高2)

滝澤  遼太(高1)

岩倉高 42.45

菅澤  智哉(高2)

大塚  正晃(高2)

大竹  遥睦(高1)

三浦  泰廉(高2)

堀越高 43.21

黒坂  文弥(高1)

鶴丸  力都(高1)

中村  彰吾(高2)

塚田  海斗(高1)

板橋高 43.24

武藏  大地(高1)

大門  龍平(高2)

ｻﾑﾘﾝ  ｼｪｲﾚﾝｺｱ(高2)

永田  大哉(高2)

東大和高 44.15

今  信行(高2)

友野  晃誓(高2)

山本  蒼輝(高2)

西川  琉翔(高2)

４×４００ｍＲ 8/15 駒場高  3:22.36

市川  航太朗(高2)

高江洲  真司(高2)

釘貫  航(高2)

吉川  昂輝(高2)

立教池袋高  3:31.45

上野  亜貴斗(高2)

大野  寧央(高3)

大竹  爾喜(高2)

山本  康生(高3)

板橋高  3:35.50

太田  康惺(高2)

三浦  優心(高3)

髙橋  知宏(高1)

大門  龍平(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

8/13
8/14

大塚  敏央  6197

東京・国際武道大

11.27/+0.1-6m35/+1.1-9m93-1m74-50.17

15.36/-0.7-24m17-3m70-43m57-4:39.98

長嶺  颯  6136

東京・国士舘大

11.53/+0.1-6m13/+0.6-11m03-1m77-51.69

16.77/-0.7-30m89-3m70-44m65-4:35.03

片桐  秀太  5597

東京・明海大

11.52/+0.1-6m41/+0.6-10m08-1m77-53.18

16.84/-0.7-30m27-2m70-42m62-5:05.37

栗原  彰理  5587

東京・ティガAC

11.73/+0.1-5m96/+0.6-10m22-1m80-51.93

15.23/-0.7-32m10-NM-44m25-4:50.14

平松  忠浩  3671

東京・アルプロンAC

11.70/+0.1-6m35/+1.1-10m01-1m62-55.43

DNF/-24m66-NM-36m18-DNF

男子

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
１００ｍ 8/14 田路  遥香 11.89/+0.9

東京・中央大

藤田  涼子 12.13/+0.9

東京・日本体育大

綿貫  真尋(高3) 12.13/+0.9

東京・城西高

髙橋  真由 12.15/+0.9

東京・日本体育大

鷺  麻耶子 12.16/+0.9

東京・早稲田大

工藤  聖莉奈 12.25/+0.9

北海道・日本体育大

宮武  ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ 12.31/+0.9

埼玉・日本体育大

２００ｍ 8/15 小林  茉由 24.27/+1.2

東京・J.VIC

佐久田  侑咲 25.05/+1.2

埼玉・東京女子体育大

奥村  ﾕﾘ 25.20/+1.2

群馬・青山学院大

佐藤  瑠歩 25.37/+1.2

神奈川・法政大

荒井  香子(高3) 25.45/+1.2

東京・東京高

ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ  恵 25.67/+1.2

東京・アトレ

星野  莉亜(高3) 25.67/+1.2

東京・城西高

朝田  ひらり(高2) 25.89/+1.2

東京・東京高

４００ｍ 8/13 吉中  日向子 56.06

埼玉・青山学院大

高島  菜都美 56.77

神奈川・中央大

吉田  佳純 57.98

岐阜・駿河台大

井上  彩加 58.02

東京・立教大

上島  周子(高2) 58.28

東京・富士高

吉田  珠希 58.43

東京・日本大

三好  美空(高3) 59.07

東京・藤村女高

８００ｍ 8/15 ﾋﾘｱｰ  紗璃苗  2:13.10

東京・青山学院大

山田  晴華  2:16.00

愛知・日本体育大

木島  玲香  2:16.36

東京・東京陸協

髙田  真菜  2:16.86

東京・早稲田大

有野  美梨(高3)  2:17.48

東京・豊多摩高

井上  莉里加  2:18.39

東京・国士舘大

福田  舞菜  2:19.86

埼玉・立教大

１５００ｍ 8/13 一兜  咲子(中1)  4:44.65

東京・大宮中

俵  やよい(高3)  4:46.16

東京・東大和高

飯田  夏生  4:48.05

東京・東京陸協

打野  里奈  4:58.98

東京・東京陸協

岡田  海緒  5:00.85

東京・ＭＵＲＣ

５０００ｍ 8/14

１００ｍＨ

(0.838m)

8/14 藤森  菜那 13.58/+1.6

東京・ゼンリン

有田  安紗季 13.76/+1.6

兵庫・青山学院大

西垣  朱音 13.83/+1.6

三重・国士舘大

下村  優理子 13.93/+1.6

東京・駿河台大

吉田  萌々 14.11/+1.6

岐阜・駿河台大

田口  真悠(高3) 14.20/+1.6

埼玉・埼玉栄高

舘野  晃歩(高3) 14.36/+1.6

東京・明中八王子高

４００ｍＨ

(0.762m)

8/15 ﾀﾈﾙ  舞璃乃(高3)  1:00.11

埼玉・埼玉栄高

中野  なみち  1:00.15

東京・法政大

有賀  知春  1:00.41

神奈川・青山学院大

篠原  瑞希  1:03.91

東京・日本大

三好  美空(高3)  1:04.19

東京・藤村女高

成澤  夢美(高3)  1:05.19

東京・駒大高

多田  有沙(高2)  1:07.59

東京・小石川高

３０００ｍＳＣ

(914mm)

8/15 矢治  璃瑞奈 11:11.49

東京・東京女子体育大

走高跳 8/15 岸本  志恵 1m67

沖縄・日本女子体育大

菊池  涼香 1m64

神奈川・日本大

照井  はるか 1m60

東京・MINTTOKYO

小野  恵蓮 東京・東海大 1m55

市川  愛海(高3) 東京・日本工大駒場高

大西  月稀(高1) 東京・城東高

中島  涼葉(高3) 東京・紅葉川高

橘  雛姫 1m55

神奈川・法政大

棒高跳 8/15 大久保  綺更 3m50

東京・慶應義塾大

渡邊  冴璃(高1) 3m30

埼玉・大宮東高

新田  英理子 3m30

岩手・東京学芸大

浦津  ななの 3m20

愛知・慶應義塾大

田畠  杏純(高3) 埼玉・いずみ高 3m10

細村  芽生 埼玉・日本大

小栗  七海 3m10

東京・東京学芸大

渡邊  紗莱(中2) 3m10

埼玉・川口幸並中

走幅跳 8/14 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ  恵   5m98/+1.1

東京・アトレ

嶺村  優   5m93/+2.4

東京・オリコ

乙津  美月(高3)   5m86/+1.5

東京・八王子高

利藤  野乃花   5m80/+1.6

東京・わらべや日洋

佐竹  楓   5m69/+0.4

神奈川・神奈川大

岩坂  真弥   5m67/+0.9

東京・日本女子体育大

林  小百合   5m57/+0.9

東京・A.F.T.C.

植田  陽翔(高3)   5m55/+1.3

東京・駒場高

三段跳 8/13 森本  麻里子  12m94/+1.1

東京・内田建設AC

斎藤  萌乃  12m30/+0.5

埼玉・サンライズ

河合  栞奈  12m17/+0.7

東京・メイスンワーク

坂本  絵梨  11m90/+0.4

東京・日本室内

高橋  花瑠  11m87/+0.7

千葉・日本大

林  小百合  11m76/+0.7

東京・A.F.T.C.

乙津  美月(高3)  11m73/+1.0

東京・八王子高

田口  陽菜  11m60/+0.6

埼玉・駿河台大

砲丸投

(4.000kg)

8/14 高橋  和奏  13m46

東京・福岡大

中山  華子  12m52

宮崎・東京女子体育大

鶴見  萌々子  12m49

東京・東京女子体育大

菅野  和加(高2)  11m69

東京・東京高

福士  響  11m37

東京・東京女子体育大

湯本  万結(高2)  11m03

東京・日体大桜華高

小林  萌々子  10m97

東京・武蔵丘短大

尾崎  明維(高1)  10m95

東京・東京高

円盤投

(1.000kg)

8/15 辻川  美乃利  51m38

NGR東京・内田洋行AC

川口  紅音  47m38

東京・第一学院高教

鶴見  萌々子  39m49

東京・東京女子体育大

粟津  彩弥  38m23

東京・東京女子体育大

福士  響  37m73

東京・東京女子体育大

小林  萌々子  33m73

東京・武蔵丘短大

菅野  和加(高2)  31m97

東京・東京高

星野  紗良(高2)  30m96

東京・三田国際学園高

ハンマー投

(4.000kg)

7/3 鶴見  真紀  44m66

神奈川・東京女子体育大

中田  穂香  38m08

埼玉・東京女子体育大

大和田  真菜  36m06

宮城・東京女子体育大

やり投

(0.600kg)

8/13 亀井  桜  48m04

大分・中央大

阿部  汐莉  46m61

東京・東京女子体育大

玉城  佑香  41m75

沖縄・東京女子体育大

三宅  未佑(高3)  41m52

東京・東京高

中村  遥花(高3)  41m45

東京・東京高

加藤  美奈(高3)  33m94

東京・町田高

湯本  万結(高2)  33m28

東京・日体大桜華高

松尾  香花(高2)  32m13

東京・東京高

４×１００ｍＲ 8/13 八王子高 48.21

関田  結穂(高2)

宮田  稜子(高2)

川﨑  啓子(高1)

宮島  和花(高2)

駒大高 50.17

山南  江里香(高1)

柳  愛莉(高1)

瀨戸口  ひなた(高2)

門石  更紗(高1)

東大和高 50.55

井出  日和(高1)

常盤  麻文(高2)

恵花  知里(高2)

矢後  茜音(高1)

城東高 51.07

権田  美凛(高1)

森川  由茉(高1)

宮地  和花(高2)

田中  芹奈(高2)

富士高 51.49

宮澤  青怜(高2)

荒井  凛月(高2)

貝嶋  美紗希(高2)

木場  凛子(高2)

４×４００ｍＲ 8/15 城東高  4:03.77

宮地  和花(高2)

佐久間  理緒(高2)

石井  渚彩(高1)

田中  芹奈(高2)

駒大高  4:08.57

門石  更紗(高1)

小野澤  佳乃(高2)

柳  愛莉(高1)

瀨戸口  ひなた(高2)

富士高  4:23.97

宮澤  青怜(高2)

貝嶋  美紗希(高2)

宮村  真実(高2)

木場  凛子(高2)

七種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

8/14
8/15

藤田  貴子(高3)  4527

東京・東大和高

15.21/-1.5-1m43-10m25-25.38/+0.9

5m22/+1.3-29m70-2:31.07

植田  陽翔(高3)  4376

東京・駒場高

15.28/-1.5-1m49-8m49-27.48/+0.9

5m42/+0.7-31m51-2:31.38

手塚  向日葵(高3)  4109

東京・東京高

15.32/-1.5-1m46-8m20-26.84/+0.9

5m13/+0.5-22m07-2:31.58

女子

凡例（NGR:大会新記録）
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兼　第76 回国民体育大会東京都代表選手選考会
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駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 132090

  

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)

8/15 安國  裕(高2)  12m80

東京・東京高

浅倉  龍風(高2)  12m44

東京・保善高

関矢  皓亮(高2)  12m42

東京・東大和高

古川  陽太(高3)  11m81

東京・永福学園

円盤投

(1.750kg)

8/14 板山  光太朗(高2)  39m07

東京・東京高

安國  裕(高2)  36m89

東京・東京高

鎌田  孝道(高2)  33m71

東京・片倉高

浅倉  龍風(高2)  31m85

東京・保善高

古川  陽太(高3)  31m72

東京・永福学園

中村  奨大(高1)  29m88

東京・東京高

小林  快翔(高3)  28m73

東京・立正高

船津  夏輝(高2)  27m75

東京・野津田高

やり投

(0.800kg)

8/13 野口  宏人(高3)  47m73

東京・板橋高

数金  大(高3)  47m73

東京・日本工大駒場高

齋藤  光彦(高2)  45m07

東京・板橋高

佐々木  駿(高3)  39m62

東京・野津田高

男子高校

１００ｍ 8/13 河田  凌(中3) 11.26/+1.3

東京・出雲中

春本  想輔(中3) 11.37/+1.3

東京・深川三中

豊島  悠真(中3) 11.44/+1.3

東京・立石中

高沼  幸太(中3) 11.53/+1.3

東京・城西中

富澤  怜平(中3) 11.66/+1.3

東京・銀座中

岡安  慶二(中2) 11.66/+1.3

東京・開成中

菊地  悠太(中3) 11.82/+1.3

東京・ペンタスAC

髙崎  颯太(中2) 11.84/+1.3

東京・小平四中

１１０ｍＨ

(0.914m)

8/14 小野  浬空(中3) 14.94/+0.3

東京・ＫＭＣ陸上ク

江田  一暁(中3) 15.99/+0.3

東京・調布三中

鈴木  愛斗(中3) 16.08/+0.3

東京・蒲原中

平川  佳祐(中2) 16.41/+0.3

東京・吾嬬立花中

守屋  遥翔(中3) 16.60/+0.3

東京・東大和一中

佐藤  史裕(中3) 16.66/+0.3

東京・原宿外苑中

丸山  紺次郎(中3) 16.67/+0.3

東京・八王子五中

１５００ｍ 8/15 増田  陸斗(中3)  4:12.85

東京・足立十一中

小野  耕作(中2)  4:13.47

東京・大道中

井口  隼斗(中3)  4:13.69

東京・志村三中

松本  惺(中3)  4:14.07

東京・あきる野西中

中里  温明(中3)  4:16.37

東京・二之江中

浅野  智貴(中3)  4:17.42

東京・一之台中

小林  天(中2)  4:17.58

東京・小松川二中

熊田  寛(中3)  4:19.84

東京・府中二中

４×１００ｍＲ 8/15 立川五中 45.00

近藤  正太郎(中3)

内藤  朔也(中3)

赤石  耀士(中3)

加藤  翼(中3)

立石中 45.12

岡本  颯也(中3)

大神田  秀人(中3)

末田  慶希(中3)

豊島  悠真(中3)

開成中 45.57

木田  大地(中2)

岡安  慶二(中2)

本村  孝太(中3)

水谷  圭汰(中3)

江東二砂町中 45.66

佐藤  道(中2)

中田  裕也(中3)

小山  裕成(中3)

門田  拓磨(中1)

深川五中 46.55

福山  雅敏(中3)

茂木  琥珀(中3)

和田  蒼史(中3)

内藤  航(中3)

蒲原中 46.78

鈴木  愛斗(中3)

今野  悠生(中2)

大鰐  椋(中3)

足立  龍心(中3)

棒高跳 8/13 奥秋  伝(中3) 3m30

東京・五日市中

川辺  陽也(中3) 3m00

東京・立教池袋中

上坂  祥真(中3) 2m80

東京・五日市中

走幅跳 8/13 鎌田  龍雄(中3)   6m44/+0.1

東京・ひよどり山中

早坂  朋弥(中3)   6m27/+0.1

東京・武蔵野東中

小栗  昇大(中3)   6m27/+1.2

東京・西葛西中

大神田  秀人(中3)   6m24/+0.9

東京・立石中

神代  琶音(中3)   6m18/-0.9

東京・東京陸協

小佐々  快斗(中3)   6m13/+0.3

東京・深川五中

加納  名流(中3)   6m11/+0.5

東京・府中八中

谷垣  雄大(中3)   6m02/+0.7

東京・志村五中

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

8/13
8/14

畠山  允弥(中3)  2410

東京・立石中

16.05/-0.1-11m24-1m63-54.10

渡部  遥斗(中3)  2138

東京・福生二中

16.04/+0.8-10m68-1m60-59.83

茂木  琥珀(中3)  2055

東京・深川五中

17.37/+0.8-10m09-1m54-56.01

青木  誠也(中2)  1965

東京・千寿桜堤中

17.02/+0.8-7m38-1m51-54.54

田中  蔵之助(中3)  1936

東京・立石中

17.39/-0.1-9m19-1m51-57.04

磯村  淳成(中2)  1749

東京・開進四中

20.17/-0.1-9m48-1m54-56.49

高橋  壮大朗(中2)  1712

東京・開進四中

19.13/-0.1-7m78-1m60-58.27

男子中学

１００ｍ 8/13 藤井  南月子(中3) 12.44/+0.2

東京・A.F.T.C.

明石  侑奈(中3) 12.81/+0.2

東京・調布三中

川口  心花(中1) 12.92/+0.2

東京・ゆめおりAC

西村  心希(中3) 13.04/+0.2

東京・府中八中

土田  華妃(中3) 13.08/+0.2

東京・御堂中

小方  愛紗(中3) 13.13/+0.2

東京・江東二砂町中

１００ｍＨ

(0.762/8m)

8/14 村松  瑠奈(中3) 14.68/+1.6

東京・武蔵野東中

澤井  唯乃(中3) 14.88/+1.6

東京・晃華学園中

武田  愛白(中2) 15.57/+1.6

東京・大泉学園中

田中  美優(中3) 15.80/+1.6

東京・渋谷本町学園

森田  未柚(中2) 15.88/+1.6

東京・足立十四中

原口  綾乃(中3) 15.89/+1.6

東京・足立十四中

槇村  せいあ(中2) 26.98/+1.6

東京・ＫＭＣ陸上ク

１５００ｍ 8/15 大木  優奈(中1)  4:41.27

東京・清新JAC

臼井  瑠花(中3)  4:41.31

東京・日野四中

柏井  心乃(中3)  4:43.51

東京・足立十一中

野口  麻衣子(中3)  4:45.06

東京・出雲中

大木  心夏(中2)  4:46.48

東京・明星中

外川  杏奈(中2)  4:47.02

東京・金町中

大矢  涼夏(中2)  4:51.08

東京・葛飾新宿中

中尾  夕菜(中3)  4:52.85

東京・町田南中

４×１００ｍＲ 8/15 江東二砂町中 50.63

小方  愛紗(中3)

神田  実咲(中3)

鈴木  結衣(中2)

渡辺  琴(中2)

足立十四中 52.43

局  杏花(中3)

大竹  莉美子(中3)

石井  琴美(中3)

浅古  陽茉里(中3)

御堂中 52.65

今  志織(中3)

土田  華妃(中3)

小林  優奈(中3)

矢野  莉都(中3)

船橋希望中 53.03

真田  恵実(中2)

五味  彩花(中3)

森  果凛(中2)

須藤  はるか(中3)

緑野中 53.28

松本  謡(中3)

谷山  こころ(中2)

菅野  結衣(中3)

渡邊  心遥(中2)

深川三中 53.52

瀨戸口  あん(中3)

大島  成(中3)

見波  はな(中3)

中村  幸笑子(中2)

調布三中 54.15

松岡  莉央(中3)

山上  瑠奈(中2)

早岡  万央(中2)

山崎  優和(中2)

棒高跳 8/14 加藤  優空(中3) 3m11

東京・五日市中

鈴木  舞香(中3) 2m70

東京・富士中

篠木  愛実(中3) 2m60

東京・あきる野西中

呑口  智穂(中3) 2m30

東京・千寿桜堤中

瀧嶋  咲衣(中2) 2m30

東京・五日市中

瀧嶋  美宇(中2) 2m20

東京・五日市中

走幅跳 8/13 村松  瑠奈(中3)   5m19/-0.3

東京・武蔵野東中

木村  日結(中3)   5m07/+1.0

東京・開進二中

武田  愛白(中2)   5m00/+0.3

東京・大泉学園中

髙橋  怜美(中2)   4m92/+1.1

東京・府中十中

真野  友芭(中3)   4m86/+0.4

東京・八王子学園中

岩本  真帆(中3)   4m84/+0.6

東京・普連土学園中

石井  優陽(中2)   4m80/ 0.0

東京・武蔵野東中

矢野  莉都(中3)   4m80/+1.3

東京・御堂中

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

8/14
8/15

ｶﾞｰﾄﾞﾅ  ﾚｲﾁｪﾙ(中2)  2347

東京・松濤中

16.13/-1.6-1m44-7m55-26.86/+0.7

髙橋  怜美(中2)  2109

東京・府中十中

15.95/-2.0-1m29-7m37-28.00/+0.7

松岡  莉央(中3)  2083

東京・調布三中

17.92/-2.0-1m35-10m44-28.81/+0.7

荒井  英(中2)  2076

東京・聖心女中

16.28/-1.6-1m35-6m57-28.04/+0.7

田代  和(中3)  2022

東京・福島中

17.62/-1.6-1m50-7m95-30.08/+0.7

西川  実花(中2)  1856

東京・諏訪中

16.58/-2.0-1m23-6m54-28.85/+0.7

日下  すなお(中3)  1818

東京・中瀬中

17.66/-2.0-1m35-6m45-29.27/+0.7

女子中学

１００ｍ 8/15 安波  慎二(小5) 14.18/+1.2

東京・ゆめおりAC

厨川　十羽 14.32/+1.2

東京・ゴーワイルド

戸塚  陵太(小5) 14.43/+1.2

東京・ﾌｫﾙﾃ世田谷

伊藤  壮歩(小5) 14.54/+1.2

東京・ゆめおりAC

嶋津  海寿(小5) 14.62/+1.2

東京・ＫＭＣ陸上ク

秋葉  煌輔(小5) 15.31/+1.2

東京・日野JAC

男子小学5年

１００ｍ 8/15 堀井  徳仁(小6) 12.88/+2.4

東京・SLRC

横江  豪(小6) 12.97/+2.4

東京・BESTSPORTS

岩本  然(小6) 13.27/+2.4

東京・ＫＭＣ陸上ク

山縣  蒼一朗(小6) 13.51/+2.4

東京・ミウラSC

目黒  蓮大(小6) 13.56/+2.4

東京・東京陸協

伊藤  遼二郎(小6) 13.66/+2.4

東京・ゆめおりAC

ｼﾞｮｾﾌ  ﾆｺﾗｽ陸都(小6)13.76/+2.4

東京・ゆめおりAC

中野  新太(小6) 13.88/+2.4

東京・いだてん

男子小学6年

４×１００ｍＲ 8/15 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 53.81

前田  悠(小6)

三宅  将太(小6)

水上  颯太(小6)

榛葉  孝紀(小6)

ＫＭＣ陸上ク 53.93

嶋津  海寿(小5)

川崎  翔吾(小6)

鎌田  夏(小6)

岩本  然(小6)

千住ジュニア 55.04

福本  新(小6)

鎌田  浩輔(小5)

多比良  京弥(小6)

赤尾杉  夏斗(小6)

ゆめおりAC 55.21

ｼﾞｮｾﾌ  ﾆｺﾗｽ陸都(小6)

安波  慎二(小5)

伊藤  壮歩(小5)

伊藤  遼二郎(小6)

東京ドリーム 55.48

辻田  矩理(小6)

大場  純太(小6)

後藤  悠大(小6)

武士  政伸(小6)

いだてん 58.62

千葉  弘貴(小5)

川瀬  佑磨(小6)

中野  新太(小6)

岡  楓貴(小6)

ミウラSC 58.91

戸井田  一伶(小5)

山縣  蒼一朗(小6)

佐々木  陽大(小5)

千田  伊吹(小5)

男子小学

１００ｍ 8/15 沼田  志都(小5) 14.03/+2.5

東京・ﾌｫﾙﾃ渋谷

関  奈ﾀ莉(小5) 14.28/+2.5

東京・A.F.T.C.

根本  梨咲(小5) 14.34/+2.5

東京・ゆめおりAC

松井  杏莉(小5) 14.44/+2.5

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

田中  柚南(小5) 14.93/+2.5

東京・清新JAC

藤田  凛音(小5) 14.97/+2.5

東京・ゆめおりAC

新坂  空亜(小5) 15.29/+2.5

東京・日野JAC

柴田  愛理(小5) 15.30/+2.5

東京・ティガAC

女子小学5年

１００ｍ 8/15 内山  ｿﾆｱ(小6) 13.71/+1.7

東京・ゆめおりAC

堀越  さつき(小6) 13.90/+1.7

東京・板橋AC

田中  里音(小6) 13.93/+1.7

東京・ＫＭＣ陸上ク

佐藤  杷奈(小6) 14.33/+1.7

東京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

太田  楓生(小6) 14.33/+1.7

東京・SLRC

平井  心(小6) 14.34/+1.7

東京・武蔵野東AC

佐藤  百(小6) 14.74/+1.7

東京・ﾌｫﾙﾃ渋谷

河田  天(小6) 14.74/+1.7

東京・ゆめおりAC

女子小学6年

４×１００ｍＲ 8/15 ゆめおりAC 55.94

山内  うた(小6)

内山  ｿﾆｱ(小6)

堀籠  彩羽(小6)

河田  天(小6)

ＫＭＣ陸上ク 56.20

蘆田  希実(小6)

伊藤  百花(小6)

東山  幸穂(小6)

田中  里音(小6)

板橋AC 57.20

谷  玲杏(小5)

野上  千尋(小6)

小泉  りか(小6)

堀越  さつき(小6)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 57.26

松井  杏莉(小5)

佐藤  杷奈(小6)

藤原  愛菜(小6)

平田  椛七(小6)

千住ジュニア 58.64

濱田  里菜(小5)

島崎  乃葵(小6)

長  優里花(小6)

後藤  めがみ(小5)

日野JAC 59.70

大髙  瑠香(小6)

巴  翠子(小6)

美保  のどか(小6)

中野  真悠(小6)

清新JAC 59.82

松永  翔菜(小6)

田中  柚南(小5)

大野  ｸﾞｪﾝ亜姫(小6)

柿沼  日恋(小6)

女子小学



第84回東京陸上競技選手権大会 21501400

兼　第76 回国民体育大会東京都代表選手選考会
2021年8月13日(金)～15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 132090

  

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
走幅跳 8/14 芦田  創(T47)   6m45/+2.0

愛知・ﾄﾖﾀ自動車

男子T47

やり投

(0.800kg)

8/13 若生  裕太(F12)  53m68

東京・東京陸協

男子F12

やり投

(0.800kg)

8/13 高橋  峻也(F46)  55m23

愛知・ﾄﾖﾀ自動車

男子F46

砲丸投

(4.000kg)

8/14

円盤投

(1.000kg)

8/15

女子F64

やり投

(0.600kg)

8/13 川口  穂菜美(F70)  34m80

神奈川・横浜市陸協

女子F70



日清食品カップ 21130010

東京都小学生陸上競技交流大会
2021年6月20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 132090

  

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/20 早瀬  舜(5) 13.71/-0.3

ﾌｫﾙﾃ世田谷

ﾍﾞｽﾞﾛﾄﾞﾉﾌ  耀央(5) 14.08/-0.3

東京陸協

鎌田  浩輔(5) 14.27/-0.3

千住ジュニア

厨川  十羽(5) 14.51/-0.3

ｺﾞｰﾜｲﾙﾄﾞ

左近  耀太郎(5) 14.57/-0.3

FFTC

中村  弘輝(5) 14.71/-0.3

東京陸協

鎌田  健矢(5) 14.76/-0.3

ﾌｫﾙﾃ世田谷

戸塚  陵太(5) 14.86/-0.3

ﾌｫﾙﾃ世田谷

男子５
年

１００ｍ 6/20 横江  豪(6) 12.94/-0.4

BESTSPORTS

時津  響(6) 12.95/-0.4

新宿ＡＣ

堀井  徳仁(6) 13.05/-0.4

SLRC

川崎  翔吾(6) 13.56/-0.4

ＫＭＣ陸上ク

三宅  将太(6) 13.65/-0.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

松崎  来門(6) 13.74/-0.4

ペンタスAC

伊藤  遼二郎(6) 13.87/-0.4

ゆめおりAC

鎌田  夏(6) 13.95/-0.4

ＫＭＣ陸上ク

男子６
年

８００ｍ 6/20 伊藤  洋輝(5)  2:21.36

清新JAC

多比良  京弥(6)  2:23.52

千住ジュニア

宮永  陽太(6)  2:24.09

東京ドリーム

樋口  隼(6)  2:24.16

東京陸協

江上  泰正(6)  2:26.11

城北AC

日比野  穣(6)  2:26.98

アカデミーJr

豊里  壮矢(5)  2:27.84

東京ドリーム

加藤  悠真(6)  2:27.87

千住ジュニア

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(HJ-2回/0点R)

80mH-走高跳

6/20 岩本  然(6)  2226

ＫＭＣ陸上ク

12.31/+0.7-1m26

小笠原  結大(6)  2029

ゆめおりAC

13.46/+0.7-1m26

前澤  樹希(5)  1832

ＫＭＣ陸上ク

14.21/+1.7-1m20

宮入  令穏(6)  1829

府中ＡＣ

14.43/+0.7-1m23

市  佳佑(6)  1777

府中ＡＣ

14.73/+1.7-1m23

粟津  琥士郎(5)  1772

バディ陸上

14.56/+1.7-1m20

大和田  諒太朗(6)  1696

府中ＡＣ

15.41/+0.7-1m26

亀倉  諒(6)  1518

府中ＡＣ

15.71/+1.7-1m15

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(0点ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/20 飯塚  蒼士(6)  1958

*C1 *C2玉川学園小

4m40/+2.7-43m95

公認最高 1877点 走幅跳 4m11/+1.9(924)

田中  汰知(6)  1736

ゆめおりAC

4m11/+1.6-37m02

安波  慎二(5)  1726

ゆめおりAC

3m74/+1.3-41m60

大場  純太(6)  1719

東京ドリーム

3m86/+1.6-39m61

松尾  綴(6)  1704

*C1 *C3ゆめおりAC

4m06/+2.1-36m14

公認最高 794点 走幅跳 NM 

櫻井  凜空(6)  1696

MJアスリーツ

3m92/+1.9-37m65

関  悠生(6)  1694

東京ドリーム

3m58/-0.1-42m24

中村  翔る(6)  1673

板橋AC

3m86/+0.8-37m35

男子５
・６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞC

(独自)

60m-走幅跳

6/20 加藤  嵩都(4)  1657

ゆめおりAC

9.15/-0.3-3m72/+2.1

堀籠  優成(3)  1617

ゆめおりAC

8.99/+0.8-3m40/-0.8

新村  鳳麿(4)  1596

R-キッズ

9.13/+3.2-3m48/+0.6

加藤  瑛斗(4)  1566

ﾌｫﾙﾃ江東

9.36/-0.5-3m63/-0.4

田野  煌大(4)  1563

東京陸協

9.35/+1.7-3m61/ 0.0

峯川  裕太(4)  1547

R-キッズ

9.09/+1.9-3m26/-1.2

伊勢崎  夢人(4)  1543

BESTSPORTS

9.26/+0.4-3m44/+0.4

日向  泰聖(4)  1498

日野JAC

9.22/+0.8-3m23/-0.9

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞD

(独自)

ｼﾞｬﾍﾞ-60mH

6/20 江藤  航晟(4)  1431

BESTSPORTS

28m82-11.70/+1.8

三木  治人(4)  1314

ファンアンドラン

22m36-11.57/+1.6

大西  凌駆(4)  1293

ゆめおりAC

21m53-11.61/+1.6

新納  吾蓮(4)  1253

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

26m34-12.86/+1.6

林  勇吹(3)  1240

東京ドリーム

25m57-12.83/+1.6

小口  大翔(4)  1219

清新JAC

16m94-11.43/+0.1

白井  堅祥(4)  1205

東京KC

22m56-12.59/+0.1

杉田  晴哉(4)  1194

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

24m83-13.11/+1.8

男子３
・４年

１００ｍ 6/20 関  奈ﾀ莉(5) 14.02/+0.7

A.F.T.C.

沼田  志都(5) 14.18/+0.7

ﾌｫﾙﾃ渋谷

松井  杏莉(5) 14.40/+0.7

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

根本  梨咲(5) 14.62/+0.7

ゆめおりAC

藤田  凛音(5) 14.81/+0.7

ゆめおりAC

宇田川  雅央(5) 14.89/+0.7

湾岸TC

新坂  空亜(5) 15.04/+0.7

日野JAC

山本  七海(5) 15.34/+0.7

ﾌｫﾙﾃ世田谷

女子５
年

１００ｍ 6/20 田中  里音(6) 13.70/-0.4

ＫＭＣ陸上ク

木場  羽菜(6) 14.01/-0.4

JointFlow

堀越  さつき(6) 14.02/-0.4

板橋AC

河田  天(6) 14.30/-0.4

ゆめおりAC

佐藤  百(6) 14.32/-0.4

ﾌｫﾙﾃ渋谷

難波  悠子(6) 14.44/-0.4

ＫＭＣ陸上ク

太田  楓生(6) 14.48/-0.4

SLRC

山内  うた(6) 14.75/-0.4

ゆめおりAC

女子６
年

８００ｍ 6/20 柿沼  日恋(6)  2:24.89

清新JAC

小林  彩音(6)  2:31.82

清新JAC

三木  かのん(6)  2:33.20

KJR・L

長  優里花(6)  2:34.66

千住ジュニア

渡邉  沙紀(5)  2:36.97

チーム柴又

小田島  寛奈(5)  2:36.98

千住ジュニア

冨田  理乃(5)  2:38.80

千住ジュニア

渡辺  葉凪(6)  2:38.93

清新JAC

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(HJ-2回/0点R)

80mH-走高跳

6/20 内山  ｿﾆｱ(6)  2232

*C1ゆめおりAC

13.08/+3.3-1m38

東山  幸穂(6)  2072

*C1ＫＭＣ陸上ク

13.21/+2.1-1m26

奥村  柚香(6)  1946

SEIV

13.74/+0.4-1m23

瀧口  絢芽(6)  1849

*C1府中ＡＣ

14.31/+2.1-1m23

岡野  麻耶(6)  1844

ゆめおりAC

14.14/+0.4-1m20

飯島  三絢(6)  1813

*C1東京町田AC

15.13/+2.1-1m32

細萱  咲帆(6)  1790

東京陸協

14.12/+0.4-1m15

田中  柚南(5)  1774

清新JAC

14.55/+1.2-1m20

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(0点ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/20 佐藤  杷奈(6)  1826

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

4m45/ 0.0-36m78

平田  椛七(6)  1691

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

4m13/-0.2-34m52

平井  心(6)  1550

武蔵野東AC

3m53/-1.6-35m85

王  悠里(6)  1530

渋谷JRC

3m91/+1.0-29m65

東海林  柚茉(6)  1497

東京ドリーム

3m53/+1.3-33m22

柴田  愛理(5)  1459

ティガAC

3m74/-0.9-28m46

大庭  唯奈(6)  1450

J.VIC

4m04/+1.6-23m86

篠木  咲心(6)  1446

*C1 *C2あきる野KC

3m34/+2.7-33m35

公認最高 1404点 走幅跳 3m19/+1.1(666)

女子５
・６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞC

(独自)

60m-走幅跳

6/20 新井  凛生(4)  1714

ペンタスAC

8.79/+0.4-3m52/+1.1

若林  茜李(4)  1387

ゆめおりAC

9.82/-0.6-3m51/+0.6

大川  舞美(4)  1376

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

9.74/-0.7-3m38/+1.8

長谷川  美風(4)  1373

R-キッズ

9.74/-1.2-3m37/+0.3

山口  夏穂(4)  1366

ﾌｫﾙﾃ江東

9.51/-0.1-3m09/+0.2

加賀山  奈音(4)  1363

エムズ８１

9.55/-0.3-3m12/-1.0

藤原  圭希(4)  1298

港AC

9.80/+0.2-3m17/+0.7

石川  鈴(3)  1275

Vell

9.49/-0.1-2m74/+1.4

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞD

(独自)

ｼﾞｬﾍﾞ-60mH

6/20 横山  菜奈(4)  1262

ゆめおりAC

21m43-11.87/+0.4

田部井  蘭(4)  1242

バディ陸上

17m52-11.33/+0.3

松田  朱莉(4)  1180

ゆめおりAC

17m26-11.84/+0.4

小栁  らら(4)  1144

ファンアンドラン

16m48-12.03/+0.3

松田  紗也加(4)  1134

東京ドリーム

22m55-13.24/+0.4

大井  名佐(3)  1101

ファンアンドラン

16m27-12.38/-2.0

安川  亜智(4)  1067

SEIV

18m79-13.16/-1.6

柴垣  結愛(4)  1062

ゆめおりAC

14m09-12.33/+0.3

女子３
・４年

４×１００ｍ 6/20 ＫＭＣ陸上ク 52.66

川崎  翔吾(6)

東山  幸穂(6)

田中  里音(6)

岩本  然(6)

ゆめおりAC 53.49

ｼﾞｮｾﾌ  ﾆｺﾗｽ陸都(6)

内山  ｿﾆｱ(6)

河田  天(6)

伊藤  遼二郎(6)

SLRC 53.93

堀井  徳仁(6)

北村  皆登(6)

三井  理緒(6)

太田  楓生(6)

新宿ＡＣ 54.76

花形  風歌(6)

時津  響(6)

合頭  彩乃(6)

保坂  龍秀(6)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 55.17

小川  千紗(6)

三宅  将太(6)

水上  花蓮(5)

榛葉  孝紀(6)

いだてん 55.72

草間  寧々(5)

川瀬  佑磨(6)

中野  新太(6)

濵田  優音(6)

東京ドリーム 55.79

辻田  矩理(6)

東海林  柚茉(6)

和田  朋佳(6)

大場  純太(6)

ﾌｫﾙﾃ渋谷 57.46

沼田  志都(5)

佐藤  百(6)

荒川  丈(5)

妹尾  正唯(5)

男女小
学

凡例（*C3:走幅跳サードで公認最高/ *C2:走幅跳セカンドで公認最高/ *C1:追風参考(得点参考記録)）



第23回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ 21130955 2021年8月18日(水)～19日(木)      決勝一覧表
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場陸上競技場 132090

  

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
５０ｍ 8/18 五十嵐 将(1)  8.81/-2.6

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

森下 貴斗(1)  9.15/-2.6

バディ陸上・東京

吉田 芽功(1)  9.23/-2.6

RUN.jp・埼玉

斎藤 優寿(1)  9.36/-2.6

ima・千葉

池上 鉄生(1)  9.39/-2.6

ハピネスAC・神奈川

石毛 快(1)  9.45/-2.6

ima・千葉

小林 稜(1)  9.46/-2.6

東京KC・東京

山上  凌久人(1)  9.56/-2.6

野田ジュニア・千葉

男子1
年

５０ｍ 8/18 小島 颯(2)  8.54/-2.5

R-キッズ・埼玉

鵜澤 こはく(2)  8.61/-2.5

バディ陸上・東京

佐藤 琉我(2)  8.67/-2.5

清新JAC・東京

小山 陽央(2)  8.70/-2.5

ゆめおりAC・東京

木村 蓮(2)  8.84/-2.5

バディ陸上・東京

須藤 瑛(2)  8.85/-2.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

唐川 絆汰(2)  8.99/-2.5

EVOT.C・埼玉

岡田 航青(2)  9.03/-2.5

RFF・東京

男子2
年

６０ｍ 8/18 菅野 優平(3)  9.47/-4.2

ゆめおりAC・東京

橘田 青真(3)  9.64/-4.2

ゆめおりAC・東京

中村 貴陽(3)  9.64/-4.2

BXRC・東京

堀籠 優成(3)  9.66/-4.2

ゆめおりAC・東京

伊藤 誠一朗(3)  9.80/-4.2

ゆめおりAC・東京

河野 成悟(3)  9.80/-4.2

東京陸協・東京

髙橋 大地(3)  9.86/-4.2

ゆめおりAC・東京

南出 朝葵(3)  9.93/-4.2

MJアスリーツ・東京

６０ｍＨ 8/18 高木 旺亮(3) 12.73/-1.9

cheese・埼玉

若林 晃希(3) 13.22/-1.7

野田ジュニア・千葉

山上  大空心(3) 13.31/-1.7

野田ジュニア・千葉

戸村 大祇(3) 13.55/-1.0

ＳＲＣ・千葉

春原 宏成(3) 13.61/-1.0

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

澤田 秀斗(3) 13.76/-1.9

JointFlow・東京

田部 龍汰(3) 14.08/-2.3

野田ジュニア・千葉

福澤 岳人(3) 14.26/-1.7

府中AC・東京

走幅跳 8/19 渡辺 泰成(3)   3m57/+3.4

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

小山 凌瑛(3)   3m43/+1.4

R-キッズ・東京

中村 貴陽(3)   3m35/+1.1

BXRC・東京

小林 希有(3)   3m29/+0.7

ﾌｫﾙﾃ世田谷・東京

丹羽 龍(3)   3m19/+1.3

ﾌｫﾙﾃ世田谷・東京

町田 湊祐(3)   3m16/+2.4

ＫＭＣ陸上ク・東京

鈴木 銀時(3)   3m15/ 0.0

川崎陸上・神奈川

菅野 優平(3)   3m14/+0.1

ゆめおりAC・東京

ジャベリックボール投 8/19 渡辺 泰成(3)  28m90

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

中村 謙太(3)  28m76

BXRC・東京

寺村 陸(3)  28m24

東京KC・東京

佐藤 凪(3)  26m80

いんばジュニア・千葉

中山 瑛介(3)  26m67

ゆめおりAC・東京

林 勇吹(3)  25m51

東京ドリーム・東京

井手 希(3)  24m33

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

石野 裕太(3)  23m18

草加ジュニア・埼玉

男子3
年

６０ｍ 8/18 吉川 悠真(4)  8.98/-3.3

ちはやAC・神奈川

山本 大貴(4)  9.18/-3.3

RUN.jp・埼玉

猪狩 惺吾(4)  9.22/-3.3

習志野ＮＢＳ・千葉

吉田 空矢(4)  9.23/-3.3

RUN.jp・埼玉

池田 夏(4)  9.27/-3.3

RUN.jp・埼玉

伊勢崎 夢人(4)  9.32/-3.3

BESTSPORTS・東京

峯川 裕太(4)  9.33/-3.3

R-キッズ・東京

田辺 琳太郎(4)  9.50/-3.3

いだてん・東京

６０ｍＨ 8/18 山下 篤人(4) 11.12/-3.0

ima・千葉

原 広布理(4) 11.14/-2.2

湘南ひらつか・神奈川

江藤 航晟(4) 11.35/-2.8

BESTSPORTS・東京

伊勢崎 夢人(4) 11.48/-1.7

BESTSPORTS・東京

大西 凌駆(4) 11.55/-1.7

ゆめおりAC・東京

峯川 裕太(4) 11.58/-2.2

R-キッズ・東京

三木 治人(4) 11.80/-1.7

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

寺嶋 旺生(4) 11.82/-1.7

ima・千葉

走幅跳 8/19 吉田 空矢(4)   3m84/-0.6

RUN.jp・埼玉

加藤 嵩都(4)   3m68/+2.6

ゆめおりAC・東京

加瀬 健太郎(4)   3m61/+4.1

ima・千葉

大西 凌駆(4)   3m56/+3.5

ゆめおりAC・東京

神山 恵大(4)   3m49/+3.4

いんばジュニア・千葉

杉本 修都(4)   3m39/-0.2

MJアスリーツ・東京

山﨑 隆之祐(4)   3m38/-0.5

千代田AC・静岡

中嶋 琉偉(4)   3m37/+2.7

ＳＲＣ・千葉

ジャベリックボール投 8/19 神山 恵大(4)  38m51

いんばジュニア・千葉

田中 峻希(4)  36m73

デカキッズ・埼玉

加瀬 健太郎(4)  36m45

ima・千葉

山口 裕海(4)  35m55

朝日小・東京

森下  蒼太郎(4)  31m56

川崎陸上・神奈川

杉田 晴哉(4)  30m41

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

吉野 魁人(4)  28m31

清新JAC・東京

藤本 航輔(4)  27m33

ＫＭＣ陸上ク・東京

男子4
年

１００ｍ 8/19 石橋 朔太郎(5) 14.13/-1.4

東葛RC・千葉

安波 慎二(5) 14.29/-1.4

ゆめおりAC・東京

丹羽 佑槻(5) 14.36/-1.4

ＫＭＣ陸上ク・東京

鎌田 浩輔(5) 14.44/-1.4

千住ジュニア・東京

安藤 光太郎(5) 14.52/-1.4

ima・千葉

厨川 十羽(5) 14.56/-1.4

ゴーワイルド・東京

小林 拓斗(5) 14.59/-1.4

P.A.S・東京

上野 柚貴(5) 15.11/-1.4

ゆめおりAC・東京

８００ｍ 8/19 宍倉 遙馬(5)  2:20.94

NGR東葛RC・千葉

伊藤 洋輝(5)  2:25.40

清新JAC・東京

横山 晴馬(5)  2:26.26

清新JAC・東京

嶋津 海寿(5)  2:30.63

ＫＭＣ陸上ク・東京

五十嵐 大晴(5)  2:31.26

チーム柴又・東京

豊里 壮矢(5)  2:31.76

東京ドリーム・東京

土井 悠暉(5)  2:33.11

いんばジュニア・千葉

篠原 琉(5)  2:35.66

東葛RC・千葉

８０ｍＨ 8/19 嶋津 海寿(5) 14.08/-2.9

ＫＭＣ陸上ク・東京

前澤 樹希(5) 14.73/-4.6

ＫＭＣ陸上ク・東京

岡野  丈(5) 14.87/-5.0

ima・千葉

粟津 琥士郎(5) 14.88/-3.9

バディ陸上・東京

青木 琉煌(5) 14.97/-3.9

ima・千葉

杉山 汐遠(5) 15.76/-5.0

湘南ひらつか・神奈川

岡田 薫(5) 15.92/-3.9

R-キッズ・東京

石川 征樹(5) 15.96/-3.9

ちはやAC・神奈川

走高跳 8/18 粟津 琥士郎(5) 1m28

バディ陸上・東京

石川 佳樹(5) 1m20

ちはやAC・神奈川

芳賀 淳平(5) 1m20

ゆめおりAC・東京

岡野  丈(5) 1m15

ima・千葉

服部 巧生(5) 1m10

東京ドリーム・東京

土井 悠暉(5) 1m10

いんばジュニア・千葉

小川 貴広(5) 1m00

府中AC・東京

半谷 大智(5) 1m00

ゆめおりAC・東京

走幅跳 8/18 松岡 晶佑(5)   4m59/+1.8

NGRちはやAC・神奈川

厨川 十羽(5)   4m45/+2.0

ゴーワイルド・東京

真野 纂(5)   4m33/+5.4

バディ陸上・東京

安藤 光太郎(5)   4m13/+3.5

ima・千葉

上野 柚貴(5)   3m93/+2.8

ゆめおりAC・東京

深谷 海樹(5)   3m91/+1.6

ゆめおりAC・東京

松田 陸仁(5)   3m90/+1.8

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

伊藤 壮歩(5)   3m87/+1.6

ゆめおりAC・東京

ジャベリックボール投 8/18 蔡 嶺応(5)  35m33

東京ドリーム・東京

笠原 空(5)  34m81

GrowSports・東京

新津 勇真(5)  33m14

ima・千葉

峰岸 航也(5)  32m60

青南SC・東京

神澤 大祐(5)  32m46

桜台小・神奈川

臼井 舜汰郎(5)  32m44

GrowSports・東京

稲見 英一郎(5)  31m78

GrowSports・東京

渡部 瑞己(5)  31m55

府中AC・東京

男子5
年

１００ｍ 8/19 後藤 大樹(6) 12.69/-0.8

ima・千葉

時津 響(6) 12.72/-0.8

新宿AC・東京

横江 豪(6) 13.06/-0.8

BESTSPORTS・東京

堀井 徳仁(6) 13.09/-0.8

SLRC・東京

三宅 将太(6) 13.51/-0.8

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

安藤 健大(6) 13.52/-0.8

横浜ジュニア・神奈川

川崎 翔吾(6) 13.54/-0.8

ＫＭＣ陸上ク・東京

岩本 然(6) 13.64/-0.8

ＫＭＣ陸上ク・東京

８００ｍ 8/19 深井  真生(6)  2:20.42

乙畑小・栃木

樋口 隼(6)  2:24.16

東京陸協・東京

多比良 京弥(6)  2:26.20

千住ジュニア・東京

日比野 穣(6)  2:28.19

アカデミーJr・東京

野口 敬古(6)  2:28.99

東京陸協・東京

小石沢 大翔(6)  2:29.37

野田ジュニア・千葉

根上 漣(6)  2:29.75

東葛RC・千葉

飯塚 篤弥(6)  2:29.97

東葛RC・千葉

８０ｍＨ 8/19 岩本 然(6) 12.64/-1.2

ＫＭＣ陸上ク・東京

小野寺 宙(6) 13.03/-2.0

ima・千葉

大木 千宙(6) 13.31/-3.6

ima・千葉

冨松 慶貴(6) 13.49/-1.2

ちはやAC・神奈川

岩名 秀斗(6) 13.58/-2.0

ゆめおりAC・東京

松村 高成(6) 13.89/-2.7

JointFlow・東京

小笠原 結大(6) 13.98/-2.7

ゆめおりAC・東京

酒井 ﾋﾞﾚ(6) 14.19/-2.0

デカキッズ・埼玉

走高跳 8/18 淺内 湧一朗(6) 1m35

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

大木 千宙(6) ima・千葉 1m25

市 佳佑(6) 府中AC・東京

小笠原 結大(6) ゆめおりAC・東京

大和田 諒太朗(6) 府中AC・東京

児成 優真(6) 1m25

RFF・東京

狐塚 心之介(6) 1m25

ゆめおりAC・東京

難波 樹生(6) 1m25

ハピネスAC・神奈川

走幅跳 8/18 小野寺 宙(6)   4m73/+4.6

ima・千葉

川村 諒平(6)   4m68/+3.9

いんばジュニア・千葉

田中 汰知(6)   4m46/+4.3

ゆめおりAC・東京

山縣 蒼一朗(6)   4m46/+5.1

ミウラSC・東京

飯塚 蒼士(6)   4m38/+2.2

玉川学園小・東京

伊藤 遼二郎(6)   4m38/+1.9

ゆめおりAC・東京

辻井 祐稀(6)   4m33/+1.5

ima・千葉

辻田 矩理(6)   4m32/+3.7

東京ドリーム・東京

ジャベリックボール投 8/18 飯塚 蒼士(6)  46m82

玉川学園小・東京

大川 泰世(6)  46m02

世田谷DRC・東京

松岡 晄成(6)  43m04

ﾌｫﾙﾃ世田谷・東京

赤岡 岳(6)  37m63

いんばジュニア・千葉

中村  律生(6)  36m89

ゆめおりAC・東京

櫻井 凜空(6)  35m54

MJアスリーツ・東京

片桐 正義(6)  34m60

ゆめおりAC・東京

宮入 令穏(6)  33m69

府中AC・東京

男子6
年

４×１００ｍＲ 8/18 RUN.jp 58.82

池田 夏(4)

吉田 空矢(4)

山本 大貴(4)

佐々木 陽太(4)

ima  1:00.05

石毛 仁(4)

寺嶋 旺生(4)

山下 篤人(4)

金子 颯真(4)

ゆめおりAC  1:00.51

堀籠 優成(3)

加藤 嵩都(4)

橘田 青真(3)

菅野 優平(3)

デカキッズ  1:02.67

田中 峻希(4)

山田 星彰(4)

中島 康隆(4)

柴崎 詠大(4)

BESTSPORTS  1:03.41

江藤 航晟(4)

伊勢崎 夢人(4)

新田 成優(4)

平野 竣大(4)

R-キッズ  1:03.46

下平 悠斗(4)

新村 鳳磨(4)

橋本 潤哉(4)

峯川 裕太(4)

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ  1:03.57

井手 希(3)

三木 治人(4)

渡辺 泰成(3)

上原 正太郎(4)

清新JAC  1:04.18

岩楯 逸冴(4)

吉野 魁人(4)

須山 慶(4)

小口 大翔(4)

男子3
・4年

４×１００ｍＲ 8/19 ima 52.99

大木 千宙(6)

小野寺 宙(6)

辻井 祐稀(6)

後藤 大樹(6)

SLRC 53.95

堀井 徳仁(6)

北村 皆登(6)

高橋 利(6)

大竹 巧馬(6)

いんばジュニア 54.24

中村 優音(5)

川村 諒平(6)

沖田 朔久(6)

井林 祐海(6)

千住ジュニア 54.70

福本 新(6)

鎌田 浩輔(5)

多比良 京弥(6)

赤尾杉 夏斗(6)

ちはやAC 54.82

今井 洋太(6)

小場 海人(6)

冨松 慶貴(6)

立石 亮馬(6)

ゆめおりAC 54.84

ｼﾞｮｾﾌ ﾆｺﾗｽ陸都(6)

伊藤 遼二郎(6)

岩名 秀斗(6)

矢作  琥多郎(6)

いだてん 55.22

田中 瑠夏(6)

川瀬 佑磨(6)

中野 新太(6)

岡 楓貴(6)

ﾌｫﾙﾃ世田谷 55.25

尾澤 賢人(6)

松岡 晄成(6)

鎌田 健矢(5)

土本 隼(6)

男子5
・6年

５０ｍ 8/18 高頭 愛仁香(1)  9.54/-2.4

バディ陸上・東京

荒巻 友美(1)  9.57/-2.4

ホークアイ・千葉

菊池 和沙(1)  9.64/-2.4

ゆめおりAC・東京

根本 利佳(1)  9.68/-2.4

ゆめおりAC・東京

直井 美風(1)  9.72/-2.4

国本小・東京

髙木 舞由菜(1)  9.94/-2.4

バディ陸上・東京

深谷 美月(1)  9.97/-2.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

山田 望琴(1) 10.19/-2.4

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

女子1
年

５０ｍ 8/18 小森 妃翠(2)  8.59/-2.8

精華清水RC・静岡

新井 心唯(2)  8.66/-2.8

東京KC・東京

伊東 莉歩(2)  8.91/-2.8

川崎陸上・神奈川

川山 翼(2)  8.92/-2.8

大泉二小・東京

小森 姫華(2)  8.99/-2.8

精華清水RC・静岡

二階堂 優子(2)  9.02/-2.8

TRAC・東京

西岡 笙(2)  9.30/-2.8

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

斉藤 夏海(2)  9.35/-2.8

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

女子2
年

６０ｍ 8/18 斎藤 ありす(3)  9.84/-2.0

ima・千葉

辻井 杏莉(3)  9.90/-2.0

ima・千葉

小林 優空(3)  9.93/-2.0

東葛RC・千葉

小川ﾎﾞｨ 笑凛明(3) 10.01/-2.0

A.F.T.C.・東京

永田 愛香音(3) 10.01/-2.0

SLRC・東京

太田 萌彩(3) 10.05/-2.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

石橋 優珠香(3) 10.21/-2.0

清新JAC・東京

宮本 園子(3) 10.21/-2.0

SLRC・東京

６０ｍＨ 8/18 小野 詩織(3) 11.72/-3.0

ＫＭＣ陸上ク・東京

大井 名佐(3) 11.75/-0.1

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

辻井 杏莉(3) 11.77/-0.1

ima・千葉

小野寺 玲衣(3) 12.49/-3.3

ima・千葉

荒川 紗瑛(3) 12.66/-0.1

野田ジュニア・千葉

須田 遥(3) 12.79/-3.0

府中AC・東京

五島 瑠亜(3) 13.47/-3.3

ゆめおりAC・東京

原 愛莉(3) 13.50/-3.3

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC・神奈川

走幅跳 8/19 小坂 雫(3)   3m18/+2.8

RUN.jp・埼玉

尾﨑 楓(3)   3m16/+1.8

ima・千葉

太田 萌彩(3)   3m13/+0.6

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

石橋 優珠香(3)   2m91/+1.9

清新JAC・東京

日野 紗彩(3)   2m82/+2.7

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

鈴木 希緒(3)   2m82/+1.5

ゆめおりAC・東京

吉田 望乃(3)   2m80/+1.0

RFF・東京

永田 愛香音(3)   2m77/+0.8

SLRC・東京

女子3
年

凡例（NGR:大会新記録）



第23回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ 21130955 2021年8月18日(水)～19日(木)      決勝一覧表
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場陸上競技場 132090

 

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
ジャベリックボール投 8/19 大井 名佐(3)  24m86

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

尾崎 優柚(3)  22m25

府中AC・東京

鈴木 希緒(3)  21m20

ゆめおりAC・東京

松村 樹生(3)  20m50

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

尾﨑 楓(3)  18m11

ima・千葉

吉永 もなみ(3)  16m19

川崎陸上・神奈川

内山 心晴(3)   9m66

ゆめおりAC・東京

女子3
年

６０ｍ 8/18 新井 凛生(4)  8.86/-1.4

ペンタスAC・東京

日景 ﾚｲﾁｪﾙ(4)  9.16/-1.4

RUN.jp・埼玉

厚川 茉那(4)  9.36/-1.4

RUN.jp・埼玉

中村 結愛(4)  9.39/-1.4

デカキッズ・埼玉

原 実鈴(4)  9.40/-1.4

ちはやAC・神奈川

松田 朱莉(4)  9.49/-1.4

ゆめおりAC・東京

安室 ここな(4)  9.67/-1.4

川崎陸上・神奈川

山口 夏穂(4)  9.69/-1.4

ﾌｫﾙﾃ江東・東京

６０ｍＨ 8/18 酒井  鈴奈(4) 11.61/-5.1

川崎陸上・神奈川

田部井 蘭(4) 11.72/-3.9

バディ陸上・東京

横山 菜奈(4) 11.80/-5.1

ゆめおりAC・東京

山崎 稟々輝(4) 11.91/-5.1

バディ陸上・東京

細井 穂香(4) 12.00/-3.9

横浜ジュニア・神奈川

松田 朱莉(4) 12.07/-3.9

ゆめおりAC・東京

小栁 らら(4) 12.18/-0.2

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

林 瑠海(4) 12.32/-3.2

ima・千葉

走幅跳 8/19 若林 茜李(4)   3m69/+1.2

ゆめおりAC・東京

原 実鈴(4)   3m60/+3.4

ちはやAC・神奈川

長谷川 美風(4)   3m50/+2.1

R-キッズ・東京

大川 舞美(4)   3m43/+2.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

藤原 圭希(4)   3m39/+0.6

港AC・東京

細部 日和(4)   3m34/+1.9

ハピネスAC・神奈川

木村 蒼香(4)   3m27/+2.5

ima・千葉

川 絢菜(4)   3m26/+1.9

いんばジュニア・千葉

ジャベリックボール投 8/19 武内 美鈴(4)  31m63

野田ジュニア・千葉

川 絢菜(4)  27m07

いんばジュニア・千葉

吉田 朱里(4)  23m33

GrowSports・東京

山本 笑舞(4)  21m83

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC・神奈川

松田 紗也加(4)  20m98

東京ドリーム・東京

藤原 圭希(4)  20m67

港AC・東京

平良  海花(4)  20m31

川崎陸上・神奈川

岩井 友香(4)  18m41

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

女子4
年

１００ｍ 8/19 沼田 志都(5) 14.50/-1.5

ﾌｫﾙﾃ渋谷・東京

根本 梨咲(5) 14.51/-1.5

ゆめおりAC・東京

関 奈ﾀ莉(5) 14.60/-1.5

A.F.T.C.・東京

松井 杏莉(5) 14.66/-1.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

大野 紗(5) 14.71/-1.5

TONDEN.RC・北海道

青木 愛莉(5) 14.80/-1.5

ima・千葉

原 よしの(5) 14.81/-1.5

横浜ジュニア・神奈川

秦 悠華(5) 15.00/-1.5

いんばジュニア・千葉

８００ｍ 8/19 小森 心結(5)  2:31.99

東葛RC・千葉

長田 美海(5)  2:41.63

渋谷JRC・東京

藤井  結希(5)  2:43.25

川崎陸上・神奈川

内藤 沙奈(5)  2:44.00

東葛RC・千葉

小林 杏菜(5)  2:44.26

東葛RC・千葉

佐藤 朱莉(5)  2:45.74

東葛RC・千葉

冨田 理乃(5)  2:46.70

千住ジュニア・東京

山内 美沙(5)  2:50.72

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

８０ｍＨ 8/19 田中 柚南(5) 14.92/-2.8

清新JAC・東京

高木 柚奈(5) 15.22/-2.3

ＫＭＣ陸上ク・東京

守屋 詩珠(5) 15.46/-2.8

川崎陸上・神奈川

石井 緩奈(5) 15.69/-2.3

ima・千葉

北古賀 暖埜(5) 16.30/-2.8

ima・千葉

小林 心海(5) 16.58/-0.7

ハピネスAC・神奈川

北野 蒼空(5) 16.94/-2.9

府中AC・東京

大島 文(5) 17.26/-0.7

ﾌｫﾙﾃ江東・東京

走高跳 8/18 佐藤 妃莉(5) 1m23

いんばジュニア・千葉

志村 凛子(5) 1m20

ちはやAC・神奈川

田端 琴葉(5) 1m20

渋谷本町学園小・東京

松井 杏莉(5) 1m15

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

白石 陽詩(5) 府中AC・東京 1m15

佐々木 純葉(5) ゆめおりAC・東京

藤本 美理(5) 1m10

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

松川 玖歩(5) 1m10

ゆめおりAC・東京

走幅跳 8/18 秦 悠華(5)   4m09/+3.2

いんばジュニア・千葉

青木 愛莉(5)   4m07/+3.5

ima・千葉

佐藤 妃莉(5)   3m99/+3.4

いんばジュニア・千葉

初澤 凜(5)   3m94/+0.3

ちはやAC・神奈川

北古賀 暖埜(5)   3m81/+4.5

ima・千葉

田中 柚南(5)   3m79/+1.2

清新JAC・東京

安田 妃南香(5)   3m78/+4.1

アカデミーJr・東京

山本 七海(5)   3m78/+1.9

ﾌｫﾙﾃ世田谷・東京

ジャベリックボール投 8/18 小高 花菜(5)  31m25

いんばジュニア・千葉

込山 梨奈(5)  30m81

いんばジュニア・千葉

山内 美沙(5)  30m19

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

藤本 美理(5)  28m76

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

森川  葵(5)  28m35

川崎陸上・神奈川

峯岸 亜実(5)  25m90

RUN.jp・埼玉

大塚 安希子(5)  24m40

白金クラブ・東京

白石 陽詩(5)  22m62

府中AC・東京

女子5
年

１００ｍ 8/19 吉永  ひまり(6) 13.12/-2.5

川崎陸上・神奈川

奥澤 晴(6) 13.59/-2.5

つばさ小・埼玉

西山 凛星(6) 13.60/-2.5

ima・千葉

ﾊﾞｯｾﾙ 季恵(6) 13.66/-2.5

川崎陸上・神奈川

好村 風花(6) 13.95/-2.5

ハピネスAC・神奈川

田中 里音(6) 13.99/-2.5

ＫＭＣ陸上ク・東京

鈴木 菜央(6) 14.05/-2.5

静岡葵AC・静岡

石川  結愛(6) 14.26/-2.5

川崎陸上・神奈川

８００ｍ 8/19 柿沼 日恋(6)  2:26.52

清新JAC・東京

長塚 結南(6)  2:33.90

東葛RC・千葉

小林 彩音(6)  2:33.92

清新JAC・東京

飯田 優里菜(6)  2:34.44

ima・千葉

宮永 愛美(6)  2:38.02

草加ジュニア・埼玉

長  優里花(6)  2:39.21

千住ジュニア・東京

増子 柚衣(6)  2:39.46

草加ジュニア・埼玉

廣田 みちる(6)  2:43.11

青戸AC・東京

８０ｍＨ 8/19 内山 ｿﾆｱ(6) 12.86/-3.9

ゆめおりAC・東京

嶋中 心優(6) 12.86/-3.2

ハピネスAC・神奈川

瀧口 瀬奈(6) 12.86/-3.3

千代田AC・静岡

小林 真梨奈(6) 13.46/-5.4

千代田AC・静岡

堀内 なな(6) 13.49/-0.9

千代田AC・静岡

増子 芽衣(6) 13.55/-3.2

草加ジュニア・埼玉

山﨑 結生(6) 13.85/-3.9

千代田AC・静岡

東山 幸穂(6) 13.87/-0.9

ＫＭＣ陸上ク・東京

走高跳 8/18 内山 ｿﾆｱ(6) 1m45

NGRゆめおりAC・東京

嶋中 心優(6) 1m38

ハピネスAC・神奈川

瀧口 瀬奈(6) 1m35

千代田AC・静岡

東山 幸穂(6) 1m32

ＫＭＣ陸上ク・東京

堀内 なな(6) 1m29

千代田AC・静岡

市 佑菜(6) 1m26

府中AC・東京

山田 梨紗子(6) 1m23

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

村上 月季子(6) 1m20

府中AC・東京

走幅跳 8/18 奥澤 晴(6)   4m51/+3.9

つばさ小・埼玉

佐藤 杷奈(6)   4m49/+2.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

山﨑 結生(6)   4m33/+1.1

千代田AC・静岡

星崎 佑月(6)   4m25/+2.1

千代田AC・静岡

小林 真梨奈(6)   4m16/+1.2

千代田AC・静岡

平田 椛七(6)   4m15/+0.8

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

神山 英恵(6)   4m11/+5.1

いんばジュニア・千葉

草間  彩羽(6)   4m05/+1.6

新座陸協・埼玉

ジャベリックボール投 8/18 星崎 心玖(6)  35m57

千代田AC・静岡

小林 夕芽(6)  34m98

いんばジュニア・千葉

田村  真優(6)  34m44

川崎陸上・神奈川

神山 英恵(6)  34m40

いんばジュニア・千葉

星崎 佑月(6)  33m63

千代田AC・静岡

江場 妃菜里(6)  28m40

東京ドリーム・東京

渡辺 雅(6)  28m00

RUN.jp・埼玉

鈴木 まこ(6)  27m92

ゆめおりAC・東京

女子6
年

４×１００ｍＲ 8/18 RUN.jp  1:00.30

長島 椿(4)

厚川 茉那(4)

小坂 雫(3)

日景 ﾚｲﾁｪﾙ(4)

ima  1:02.11

辻井 杏莉(3)

浮貝 幸歩(4)

林 麻央(4)

斎藤 ありす(3)

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ  1:03.04

浦邉 春子(4)

小栁 らら(4)

大井 名佐(3)

田汲 莉々奈(4)

バディ陸上  1:03.08

北見 くるみ(4)

田部井 蘭(4)

千葉 華(4)

山崎 稟々輝(4)

デカキッズ  1:03.58

坂田 陽菜(4)

中村 結愛(4)

山口 璃子(4)

高梨 真央(4)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ  1:03.82

太田 萌彩(3)

安藤 晴乃(4)

日野 紗彩(3)

大川 舞美(4)

ハピネスAC  1:04.59

池上 瑠美明(4)

田中 碧璃(4)

好村 美佑(4)

田本 美希(4)

横浜ジュニア  1:05.77

藤原 さくら(4)

細井 穂香(4)

佐藤 心絆(3)

宮下 紗乙(4)

女子3
・4年

４×１００ｍＲ 8/19 川崎陸上 53.97

伊東  優衣(6)

吉永  ひまり(6)

石川  結愛(6)

ﾊﾞｯｾﾙ 季恵(6)

ハピネスAC 55.10

後藤 朱里(6)

嶋中 心優(6)

鈴木 芽維(6)

好村 風花(6)

ima 55.62

石井 緩奈(5)

西山 凛星(6)

石郷岡 暖(6)

青木 愛莉(5)

ゆめおりAC 56.07

山内 うた(6)

内山 ｿﾆｱ(6)

河田  天(6)

藤井 日菜乃(5)

千代田AC 56.08

山﨑 結生(6)

堀内 なな(6)

小林 真梨奈(6)

瀧口 瀬奈(6)

いんばジュニア 57.21

小高 花菜(5)

小林 夕芽(6)

神山 英恵(6)

秦 悠華(5)

SLRC 57.75

秋山 実遥(6)

西郷 咲成(6)

関 理紗(6)

太田 楓生(6)

東京ドリーム 58.62

小杉 野乃香(6)

東海林 柚茉(6)

和田 朋佳(6)

木嶋 涼巴(6)

女子5
・6年

４×１００ｍＲ 8/19 ＫＭＣ陸上ク 53.39

川崎 翔吾(6)

東山 幸穂(6)

田中 里音(6)

岩本 然(6)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 53.73

佐藤 杷奈(6)

三宅 将太(6)

平田 椛七(6)

榛葉 孝紀(6)

デカキッズ 54.53

安部 梨愛奈(6)

戸田 睦己(6)

小野田 明日香(6)

酒井 ﾋﾞﾚ(6)

新宿AC 54.98

花形 風歌(6)

時津 響(6)

合頭 彩乃(6)

保坂 龍秀(6)

横浜ジュニア 55.62

鈴木 凜子(6)

安藤 健大(6)

原 よしの(5)

小谷 柚貴(5)

ゆめおりAC 55.92

力石 依里香(6)

根本 梨咲(5)

上野 柚貴(5)

安波 慎二(5)

Joint Flow 56.77

上林 美結(6)

木場 羽菜(6)

松村 高成(6)

埼玉 瑛太(6)

BESTSPORTS 57.06

増田 陽太(6)

横江 豪(6)

尻無濱 せな(5)

岸本 花(6)

混合5
・6年

凡例（NGR:大会新記録）



第24回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京 21130955 2021年10月2日(土)～3日(日)      決勝一覧表
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場陸上競技場 132090

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
５０ｍ 10/2 五十嵐  将(1)  8.66/-1.0

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

前嶋  稜貴(1)  8.93/-1.0

東京陸協・東京

塚原  泰朝(1)  8.93/-1.0

FFTC・東京

森下  貴斗(1)  9.04/-1.0

バディ陸上・東京

吉田  芽功(1)  9.12/-1.0

RUN.jp・埼玉

荻原  祥(1)  9.15/-1.0

東京陸協・東京

佐竹  海琉(1)  9.26/-1.0

ﾌｫﾙﾃ世田谷・東京

上野  叶翔(1)  9.26/-1.0

東京陸協・東京

男子1
年

５０ｍ 10/2 小暮  慶翔(2)  8.27/-0.6

GA・東京

佐藤  琉我(2)  8.41/-0.6

清新JAC・東京

鵜澤  こはく(2)  8.41/-0.6

バディ陸上・東京

小島  颯(2)  8.43/-0.6

Ｒ－キッズ・埼玉

荻原  培(2)  8.47/-0.6

東京陸協・東京

米川  澄夜(2)  8.51/-0.6

ゆめおりAC・東京

入江  健太(2)  8.70/-0.6

バディ陸上・東京

真藤  悠生(2)  8.77/-0.6

SLRC・東京

男子2
年

６０ｍ 10/2 菅野  優平(3)  9.15/-2.2

ゆめおりAC・東京

河野  成悟(3)  9.43/-2.2

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

橘田  青真(3)  9.43/-2.2

ゆめおりAC・東京

髙橋  大地(3)  9.58/-2.2

ゆめおりAC・東京

南出  朝葵(3)  9.61/-2.2

MJアスリーツ・東京

小出  大翔(3)  9.74/-2.2

ゆめおりAC・東京

中野  睦良(3)  9.77/-2.2

いだてん・東京

林  龍成(3)  9.97/-2.2

ゆめおりAC・東京

６０ｍＨ 10/2 山上  大空心(3) 11.65/-1.5

野田ジュニア・千葉

春原  宏成(3) 12.08/-1.6

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

若林  晃希(3) 12.41/-1.6

野田ジュニア・千葉

澤田  秀斗(3) 12.51/-1.5

JointFlow・東京

高木  旺亮(3) 12.61/-1.6

cheese・埼玉

北條  巧人(3) 13.11/-1.5

草加ｼﾞｭﾆｱ・埼玉

互  捷(3) 13.45/-1.6

野田ジュニア・千葉

田部  龍汰(3) 14.02/-1.5

野田ジュニア・千葉

走幅跳 10/2 渡辺  泰成(3)   3m67/+1.8

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

丹羽  龍(3)   3m46/+2.6

ﾌｫﾙﾃ世田谷・東京

松下  葵(3)   3m23/+0.6

ゆめおりAC・東京

高松  亮太(3)   3m10/+1.4

いんばジュニア・千葉

町田  湊祐(3)   3m05/+1.6

ＫＭＣ陸上ク・東京

戸村  大祇(3)   2m97/+0.9

SRC・千葉

奥見  尚昌(3)   2m90/+0.1

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

井岡  楓人(3)   2m82/+1.1

草加ｼﾞｭﾆｱ・埼玉

ジャベリックボール投 10/2 林  勇吹(3)  31m83

東京ドリーム・東京

龍田  昊賢(3)  28m64

白金クラブ・東京

北口  瑛介(3)  26m75

ゆめおりAC・東京

今泉  颯真(3)  23m11

デカキッズ・埼玉

石野  裕太(3)  21m93

草加ｼﾞｭﾆｱ・埼玉

遠藤  隼(3)  21m80

SRC・千葉

高橋  ﾌﾟﾗｰﾀﾅ陸(3)  21m74

RFF・東京

清水  悠翔(3)  20m17

東京ドリーム・東京

男子3
年

６０ｍ 10/2 吉川  悠真(4)  8.95/-1.8

ちはやAC・神奈川

板垣  星那(4)  9.06/-1.8

ﾌｫﾙﾃ江東・東京

猪狩  惺吾(4)  9.07/-1.8

習志野ＮＢＳ・千葉

福原  瑚央(4)  9.10/-1.8

バディ陸上・東京

池田  夏(4)  9.21/-1.8

RUN.jp・埼玉

吉田  空矢(4)  9.22/-1.8

RUN.jp・埼玉

山本  大貴(4)  9.29/-1.8

RUN.jp・埼玉

佐々木  陽太(4)  9.47/-1.8

RUN.jp・埼玉

６０ｍＨ 10/2 山下  篤人(4) 10.92/-0.2

ima・千葉

小口  大翔(4) 11.60/-1.9

清新JAC・東京

石毛  仁(4) 11.64/-1.9

ima・千葉

三木  治人(4) 11.85/-0.2

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

大西  凌駆(4) 11.88/-0.2

ゆめおりAC・東京

新納  吾蓮(4) 12.21/-1.9

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

志田  航次(4) 12.23/-1.9

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

渡邉  光(4) 12.37/-0.2

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

走幅跳 10/2 加藤  嵩都(4)   4m04/+4.4

ゆめおりAC・東京

杉本  修都(4)   3m93/+1.9

MJアスリーツ・東京

寺嶋  旺生(4)   3m74/+2.0

ima・千葉

深谷  尚史(4)   3m37/+1.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

野見山  開治(4)   3m34/+0.2

ﾌｫﾙﾃ江東・東京

平石  凛玖(4)   3m30/+0.6

GrowSports・東京

原田  健吾(4)   3m29/+1.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

須山  慶(4)   3m21/+0.5

清新JAC・東京

ジャベリックボール投 10/2 山口  裕海(4)  41m02

朝日小・東京

神山  恵大(4)  40m68

いんばジュニア・千葉

加瀬  健太郎(4)  40m55

ima・千葉

藤本  航輔(4)  37m16

ＫＭＣ陸上ク・東京

田中  峻希(4)  36m35

デカキッズ・埼玉

杉田  晴哉(4)  32m98

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

遠藤  駈(4)  32m97

白金クラブ・東京

廣橋  大河(4)  30m85

朝日小・東京

男子4
年

１００ｍ 10/3 石橋  朔太郎(5) 14.07/-1.1

東葛RC・千葉

左近  耀太郎(5) 14.13/-1.1

FFTC・東京

佐々木  洸成(5) 14.15/-1.1

みちるＡＣ・千葉

早瀬  舜(5) 14.15/-1.1

ﾌｫﾙﾃ世田谷・東京

山本  恵人(5) 14.20/-1.1

デカキッズ・埼玉

伊藤  壮歩(5) 14.53/-1.1

ゆめおりAC・東京

厨川  十羽(5) 14.54/-1.1

ゴーワイルド・東京

得田  海(5) 14.55/-1.1

バディ陸上・東京

８００ｍ 10/3 伊藤  洋輝(5)  2:20.24

NGR清新JAC・東京

宍倉  遙馬(5)  2:22.24

東葛RC・千葉

横山  晴馬(5)  2:26.85

清新JAC・東京

五十嵐  大晴(5)  2:29.52

チーム柴又・東京

倉持  壮(5)  2:31.00

東葛RC・千葉

野口  大輔(5)  2:32.71

チーム柏・千葉

土井  悠暉(5)  2:32.83

いんばジュニア・千葉

高橋  泰大(5)  2:33.83

杉田クラブ・神奈川

８０ｍＨ 10/3 嶋津  海寿(5) 14.07/-1.5

ＫＭＣ陸上ク・東京

岡野  丈(5) 14.15/-1.5

ima・千葉

前澤  樹希(5) 14.55/-1.2

ＫＭＣ陸上ク・東京

片桐  碧(5) 14.65/-1.2

逗子文十郎S・神奈川

石川  征樹(5) 15.34/-1.2

ちはやAC・神奈川

崎尾  祥瑛(5) 15.39/-1.2

ゆめおりAC・東京

高木  倖成(5) cheese・埼玉 15.85/-1.5

岸  建瑠(5) バディ陸上・東京 15.85/-1.2

走高跳 10/3 芳賀  淳平(5) 1m25

ゆめおりAC・東京

粟津  琥士郎(5) 1m20

バディ陸上・東京

石川  佳樹(5) 1m15

ちはやAC・神奈川

服部  巧生(5) 1m05

東京ドリーム・東京

走幅跳 10/3 安藤  光太郎(5)   4m70/+1.9

NGRima・千葉

松岡  晶佑(5)   4m60/+0.9

NGRちはやAC・神奈川

阿部  奏音(5)   4m47/ 0.0

いんばジュニア・千葉

上野  柚貴(5)   4m42/-0.4

ゆめおりAC・東京

田中  泰成(5)   4m12/+0.9

ima・千葉

藤田  優吾(5)   3m99/+2.2

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

池三津  遼(5)   3m93/-0.8

流山ﾎｰｸｱｲ・千葉

森  蓮晴(5)   3m90/+1.7

ちはやAC・神奈川

ジャベリックボール投 10/3 杉原  颯馬(5)  47m69

NGRﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

笠原  空(5)  45m75

GrowSports・東京

井手上  陽祐(5)  44m37

横浜AC・神奈川

戸村  健大(5)  43m17

いんばジュニア・千葉

安波  慎二(5)  41m82

ゆめおりAC・東京

浜口  佑斗(5)  40m45

川崎陸上・神奈川

龍田  一摯(5)  39m69

白金クラブ・東京

安齋  帆十(5)  39m50

GrowSports・東京

男子5
年

１００ｍ 10/3 後藤  大樹(6) 12.75/-1.1

ima・千葉

横江  豪(6) 12.86/-1.1

BESTSPORTS・東京

堀井  徳仁(6) 13.02/-1.1

SLRC・東京

川崎  翔吾(6) 13.39/-1.1

ＫＭＣ陸上ク・東京

橋本  優真(6) 13.39/-1.1

川崎市陸協・神奈川

野村  彩斗(6) 13.52/-1.1

JointFlow・東京

中野  新太(6) 13.53/-1.1

いだてん・東京

目黒  蓮大(6) 13.97/-1.1

東京陸協・東京

８００ｍ 10/3 深井  真生(6)  2:16.56

乙畑小・栃木

樋口  隼(6)  2:21.41

東京陸協・東京

多比良  京弥(6)  2:22.10

千住ジュニア・東京

倉持  元気(6)  2:22.83

野田ジュニア・千葉

山下  匠(6)  2:23.41

ima・千葉

根上  漣(6)  2:25.31

東葛RC・千葉

村松  丈慈(6)  2:26.93

千住ジュニア・東京

小石沢  大翔(6)  2:27.24

野田ジュニア・千葉

８０ｍＨ 10/3 岩本  然(6) 12.57/-2.0

ＫＭＣ陸上ク・東京

大木  千宙(6) 13.06/-1.7

ima・千葉

岩名  秀斗(6) 13.06/-1.7

ゆめおりAC・東京

小野寺  宙(6) 13.19/-1.5

ima・千葉

松村  高成(6) 13.28/-2.0

JointFlow・東京

小笠原  結大(6) 13.73/-1.5

ゆめおりAC・東京

難波  樹生(6) 13.80/-2.0

ハピネスAC・神奈川

冨松  慶貴(6) 13.96/-1.5

ちはやAC・神奈川

走高跳 10/3 新井  伶(6) 1m33

ちはやAC・神奈川

児成  優真(6) 1m30

RFF・東京

大和田  諒太朗(6) 府中ＡＣ・東京 1m25

羽鳥  朔空(6) みちるＡＣ・千葉

近藤  作太朗(6) 1m25

ＫＭＣ陸上ク・東京

松村  卓弥(6) 1m20

JointFlow・東京

中村  賢冴(6) 1m10

デカキッズ・埼玉

河野  圭一郎(6) 1m05

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

走幅跳 10/3 辻田  矩理(6)   4m79/+4.5

東京ドリーム・東京

川村  諒平(6)   4m63/+0.4

いんばジュニア・千葉

辻井  祐稀(6)   4m45/+0.7

ima・千葉

田中  汰知(6)   4m34/+2.2

ゆめおりAC・東京

杉山  大輝(6)   4m08/+1.0

杉田クラブ・神奈川

戸澤  航太朗(6)   4m07/+2.2

横浜AC・神奈川

上野  尊琉(6)   3m85/+2.3

みちるＡＣ・千葉

十亀  薫市(6)   3m72/+1.4

くにたち陸上・東京

ジャベリックボール投 10/3 松岡  晄成(6)  47m32

ﾌｫﾙﾃ世田谷・東京

赤岡  岳(6)  46m75

いんばジュニア・千葉

飯塚  蒼士(6)  46m57

玉川学園小・東京

佐藤  海吏(6)  43m92

渋谷JRC・東京

関  悠生(6)  39m52

東京ドリーム・東京

鉄尾  凌真(6)  38m56

杉田クラブ・神奈川

笹川  豪輝(6)  35m06

渋谷JRC・東京

野口  泰雅(6)  30m73

日野JAC・東京

男子6
年

４×１００ｍＲ 10/2 RUN.jp 57.14

NGR池田  夏(4)

吉田  空矢(4)

山本  大貴(4)

佐々木  陽太(4)

ゆめおりAC 59.44

髙橋  大地(3)

加藤  嵩都(4)

橘田  青真(3)

菅野  優平(3)

ima  1:00.40

加瀬  健太郎(4)

寺嶋  旺生(4)

石毛  仁(4)

金子  颯真(4)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ  1:01.43

河野  成悟(3)

北田  悠真(4)

行廣  駿太(4)

深谷  尚史(4)

ＫＭＣ陸上ク  1:01.96

藤本  航輔(4)

町田  湊祐(3)

鈴木  郁巳(4)

門脇  蓮(4)

BESTSPORTS  1:02.02

江藤  航晟(4)

伊勢崎  夢人(4)

新田  成優(4)

立山  新(4)

いんばジュニア  1:02.02

加藤  駿(4)

伊藤  朱生(4)

竹内  雅陽(4)

神山  恵大(4)

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ  1:02.27

井手  希(3)

上原  正太郎(4)

渡辺  泰成(3)

三木  治人(4)

男子3
・4年

４×１００ｍＲ 10/3 ima 52.65

大木  千宙(6)

小野寺  宙(6)

辻井  祐稀(6)

後藤  大樹(6)

いんばジュニア 53.76

篠塚  倖志朗(5)

川村  諒平(6)

沖田  朔久(6)

井林  祐海(6)

ちはやAC 53.94

今井  洋太(6)

小場  海人(6)

冨松  慶貴(6)

新井  伶(6)

SLRC 54.29

堀井  徳仁(6)

北村  皆登(6)

高橋  利(6)

大竹  巧馬(6)

ﾌｫﾙﾃ世田谷 54.42

早瀬  舜(5)

松岡  晄成(6)

土本  隼(6)

深田  奈義(6)

デカキッズ 54.60

谷  康太(5)

斉藤  優太(6)

明田川  温(6)

山本  恵人(5)

BESTSPORTS 54.81

緑川  弦成(5)

横江  豪(6)

ﾄﾙｰｼｭ  雄里(5)

増田  陽太(6)

みちるＡＣ 54.97

佐々木  洸成(5)

田山  蒼空(6)

羽鳥  朔空(6)

上野  尊琉(6)

男子5
・6年

５０ｍ 10/2 荒巻  友美(1)  9.21/-1.5

流山ﾎｰｸｱｲ・千葉

髙木  舞由菜(1)  9.22/-1.5

バディ陸上・東京

小池  杏実(1)  9.23/-1.5

バディ陸上・東京

前田  ななみ(1)  9.28/-1.5

cheese・埼玉

直井  美風(1)  9.44/-1.5

国本小・東京

根本  利佳(1)  9.46/-1.5

ゆめおりAC・東京

山田  望琴(1)  9.47/-1.5

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

武田  紗希(1)  9.55/-1.5

みちるＡＣ・千葉

女子1
年

５０ｍ 10/2 小森  妃翠(2)  8.40/-0.3

精華清水RC・静岡

新井  心唯(2)  8.56/-0.3

東京KC・東京

川山  翼(2)  8.68/-0.3

大泉二小・東京

伊丹  莉璃衣(2)  8.69/-0.3

草加ｼﾞｭﾆｱ・埼玉

奥澤  英(2)  8.81/-0.3

つばさ小・埼玉

西岡  笙(2)  8.85/-0.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

田口  夏稀(2)  8.90/-0.3

小針北小・埼玉

三上  環(2)  8.95/-0.3

清新JAC・東京

女子2
年

６０ｍ 10/2 永田  愛香音(3)  9.61/-0.2

SLRC・東京

石川  鈴(3)  9.65/-0.2

Vell・東京

小林  優空(3)  9.76/-0.2

東葛RC・千葉

小川ﾎﾞｨ  笑凛明(3)  9.80/-0.2

A.F.T.C.・東京

石橋  優珠香(3)  9.83/-0.2

清新JAC・東京

佐藤  ｻﾗ(3)  9.90/-0.2

杉並Jr.・東京

太田  萌彩(3) 10.01/-0.2

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

金沢  陽香(3) 10.06/-0.2

デカキッズ・埼玉

６０ｍＨ 10/2 辻井  杏莉(3) 11.22/-2.4

NGRima・千葉

大井  名佐(3) 11.47/-2.4

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

小野  詩織(3) 11.56/-2.3

ＫＭＣ陸上ク・東京

小野寺  玲衣(3) 12.44/-2.3

ima・千葉

荒川  紗瑛(3) 12.84/-2.4

野田ジュニア・千葉

麻生  友奏(3) 12.98/-2.3

ＫＭＣ陸上ク・東京

鈴木  希緒(3) 13.41/-2.4

ゆめおりAC・東京

岩本  粋(3) 14.17/-2.4

ＫＭＣ陸上ク・東京

走幅跳 10/2 小坂  雫(3)   3m36/-0.4

RUN.jp・埼玉

尾﨑  楓(3)   3m23/-0.4

ima・千葉

木下  心春(3)   2m98/-0.8

ima・千葉

野口  侑里(3)   2m88/+0.9

野田ジュニア・千葉

伊藤  莉愛(3)   2m87/+1.3

清新JAC・東京

張谷  澪友(3)   2m71/+1.4

野田ジュニア・千葉

本田  莉佳(3)   2m64/+0.2

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

ジャベリックボール投 10/2 尾崎  優柚(3)  21m58

府中ＡＣ・東京

森下  結月(3)  12m42

いんばジュニア・千葉

女子3
年

６０ｍ 10/2 新井  凛生(4)  8.81/-1.8

ペンタスAC・東京

日景  ﾚｲﾁｪﾙ(4)  9.13/-1.8

RUN.jp・埼玉

厚川  茉那(4)  9.22/-1.8

RUN.jp・埼玉

川山  葵(4)  9.30/-1.8

大泉二小・東京

加賀山  奈音(4)  9.36/-1.8

エムズ８１・東京

寺井　妃乃  9.38/-1.8

埼玉

中村  結愛(4)  9.45/-1.8

デカキッズ・埼玉

香取  花奈(4)  9.59/-1.8

いんばジュニア・千葉

女子4
年

凡例（NGR:大会新記録）



第24回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京 21130955 2021年10月2日(土)～3日(日)      決勝一覧表
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場陸上競技場 132090

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
６０ｍＨ 10/2 松田  朱莉(4) 10.75/-0.2

ゆめおりAC・東京

田部井  蘭(4) 11.06/-1.1

バディ陸上・東京

酒井  鈴奈(4) 11.23/-0.9

川崎陸上・神奈川

山崎  稟々輝(4) 11.40/-0.2

バディ陸上・東京

横山  菜奈(4) 11.51/-1.3

ゆめおりAC・東京

小栁  らら(4) 11.67/-1.1

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

柴垣  結愛(4) 11.78/-0.9

ゆめおりAC・東京

林  瑠海(4) 11.95/-1.1

ima・千葉

走幅跳 10/2 長谷川  美風(4)   3m78/-0.2

Ｒ－キッズ・東京

若林  茜李(4)   3m64/+0.3

ゆめおりAC・東京

藤原  圭希(4)   3m46/+0.4

港AC・東京

木村  蒼香(4)   3m43/-0.1

ima・千葉

大野  ｸﾞｪﾝ亜優(4)   3m42/+2.5

清新JAC・東京

江上  遙夏(4)   3m19/+1.4

ゆめおりAC・東京

名取  舞桜(4)   3m11/+0.7

朝日小・東京

髙木  彩葉(4)   3m03/+0.1

いだてん・東京

ジャベリックボール投 10/2 川  絢菜(4)  32m36

いんばジュニア・千葉

松田  紗也加(4)  27m22

東京ドリーム・東京

横井  千咲(4)  26m01

Ｒ－キッズ・東京

新田  梨紗(4)  14m37

渋谷JRC・東京

松尾  悠(4)  14m07

草加ｼﾞｭﾆｱ・埼玉

女子4
年

１００ｍ 10/3 関  奈ﾀ莉(5) 14.07/-1.6

A.F.T.C.・東京

松井  杏莉(5) 14.28/-1.6

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

秦  悠華(5) 14.40/-1.6

いんばジュニア・千葉

沼田  志都(5) 14.47/-1.6

ﾌｫﾙﾃ渋谷・東京

根本  梨咲(5) 14.69/-1.6

ゆめおりAC・東京

松田  花乃(5) 14.79/-1.6

横浜AC・神奈川

青木  愛莉(5) 14.92/-1.6

ima・千葉

山口  結光(5) 14.97/-1.6

RUN.jp・埼玉

８００ｍ 10/3 小森  心結(5)  2:28.41

東葛RC・千葉

内山  和奏(5)  2:31.17

ゆめおりAC・東京

森谷  日向夕(5)  2:33.56

東葛RC・千葉

小林  杏菜(5)  2:37.26

東葛RC・千葉

渡邉  沙紀(5)  2:37.72

チーム柴又・東京

冨田  理乃(5)  2:39.54

千住ジュニア・東京

長田  美海(5)  2:39.95

渋谷JRC・東京

佐藤  朱莉(5)  2:40.33

東葛RC・千葉

８０ｍＨ 10/3 田中  柚南(5) 14.22/-1.2

清新JAC・東京

高木  柚奈(5) 14.52/-0.3

ＫＭＣ陸上ク・東京

栗山  莉奈(5) 14.61/-1.2

ima・千葉

小林  心海(5) 14.96/-0.3

ハピネスAC・神奈川

佐々木  純葉(5) 15.01/-0.3

ゆめおりAC・東京

石井  緩奈(5) 15.31/-0.3

ima・千葉

藤井  結希(5) 15.79/-0.3

川崎陸上・神奈川

竹内  りりか(5) 16.10/-1.2

バディ陸上・東京

走高跳 10/3 志村  凛子(5) 1m20

ちはやAC・神奈川

草苅  綺穂(5) 1m20

逗子文十郎S・神奈川

横井  更紗(5) 1m15

Ｒ－キッズ・東京

石川  琳子(5) 1m10

逗子文十郎S・神奈川

田端  琴葉(5) 1m10

渋谷本町学園小・東京

走幅跳 10/3 佐藤  妃莉(5)   4m02/+0.7

いんばジュニア・千葉

柴田  愛理(5)   4m00/-0.7

ティガAC・東京

櫻庭  茉歩(5)   3m86/+0.3

SEIV・東京

北古賀  暖埜(5)   3m81/+2.0

ima・千葉

水上  花蓮(5)   3m72/+1.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

谷本  緒(5)   3m70/+0.6

IPVA・千葉

滝澤  愛音花(5)   3m37/+1.4

ちはやAC・神奈川

大塚  未桜(5)   3m35/+2.2

横浜AC・神奈川

ジャベリックボール投 10/3 小高  花菜(5)  38m85

いんばジュニア・千葉

片倉  心優(5)  33m90

いんばジュニア・千葉

峯岸  亜実(5)  33m79

RUN.jp・埼玉

石井  麻利亜(5)  29m72

白金クラブ・東京

高橋  彩夢(5)  28m43

TRAC・東京

森川  葵(5)  27m24

川崎陸上・神奈川

鳥井  絢子(5)  22m95

白金クラブ・東京

上野  冬芽(5)  22m58

横浜ジュニア・神奈川

女子5
年

１００ｍ 10/3 ﾊｯｻﾝ  ｱﾏｰﾙ(6) 13.20/-0.3

みちるＡＣ・千葉

吉永  ひまり(6) 13.24/-0.3

川崎陸上・神奈川

西山  凛星(6) 13.49/-0.3

ima・千葉

ﾊﾞｯｾﾙ  季恵(6) 13.56/-0.3

川崎陸上・神奈川

田中  里音(6) 13.85/-0.3

ＫＭＣ陸上ク・東京

鈴木  菜央(6) 13.96/-0.3

静岡葵AC・静岡

好村  風花(6) 13.98/-0.3

ハピネスAC・神奈川

松野  玲来(6) 14.23/-0.3

横浜AC・神奈川

８００ｍ 10/3 柿沼  日恋(6)  2:24.45

清新JAC・東京

増子  柚衣(6)  2:31.15

草加ｼﾞｭﾆｱ・埼玉

小林  彩音(6)  2:31.33

清新JAC・東京

長塚  結南(6)  2:32.11

東葛RC・千葉

椎橋  千怜(6)  2:33.30

チーム柏・千葉

長  優里花(6)  2:34.64

千住ジュニア・東京

矢萩  芽衣(6)  2:35.13

KMSCRC・千葉

田口  心愛(6)  2:35.48

EVOT.C・埼玉

８０ｍＨ 10/3 嶋中  心優(6) 12.47/-0.6

NGRハピネスAC・神奈川

増子  芽衣(6) 12.73/-0.7

草加ｼﾞｭﾆｱ・埼玉

熊田  莉穂(6) 13.08/-1.7

寺尾小・埼玉

東山  幸穂(6) 13.24/-0.6

ＫＭＣ陸上ク・東京

細田  侑杏(6) 13.29/-0.7

桜木小・埼玉

齋藤  菜々佳(6) 13.50/-1.7

ima・千葉

蘆田  希実(6) 13.68/-0.6

ＫＭＣ陸上ク・東京

奥村  柚香(6) 13.72/-1.7

SEIV・東京

走高跳 10/3 飯島  三絢(6) 1m36

東京町田AC・東京

山田  梨紗子(6) 1m29

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ・東京

市  佑菜(6) 1m26

府中ＡＣ・東京

吉野  樹芽(6) 杉田クラブ・神奈川 1m15

村上  月季子(6) 府中ＡＣ・東京

小田中  琴音(6) 1m15

Ｒ－キッズ・東京

走幅跳 10/3 内山  ｿﾆｱ(6)   4m68/+1.2

ゆめおりAC・東京

奥澤  晴(6)   4m68/+1.5

つばさ小・埼玉

佐藤  杷奈(6)   4m66/+1.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

押木  広海(6)   4m53/+1.5

武蔵野東AC・東京

神山  英恵(6)   4m49/+1.6

いんばジュニア・千葉

平田  椛七(6)   4m46/+0.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

草間  彩羽(6)   4m46/+1.0

新座陸協・埼玉

大庭  唯奈(6)   4m31/+1.7

J.VIC・東京

ジャベリックボール投 10/3 小林  夕芽(6)  44m83

いんばジュニア・千葉

田村  真優(6)  38m69

川崎陸上・神奈川

渡辺  雅(6)  37m95

RUN.jp・埼玉

大島  由維(6)  37m29

ハピネスAC・神奈川

鈴木  まこ(6)  34m51

ゆめおりAC・東京

江場  妃菜里(6)  33m73

東京ドリーム・東京

奥平  佑香(6)  33m47

杉田クラブ・神奈川

阪口  心彩(6)  30m70

ima・千葉

女子6
年

４×１００ｍＲ 10/2 RUN.jp 59.55

NGR長島  椿(4)

厚川  茉那(4)

小坂  雫(3)

日景  ﾚｲﾁｪﾙ(4)

ゆめおりAC  1:02.01

松田  朱莉(4)

平島  羽香(4)

若林  茜李(4)

黒崎  結花(4)

バディ陸上  1:02.08

山崎  稟々輝(4)

田部井  蘭(4)

北見  くるみ(4)

千葉  華(4)

いんばジュニア  1:02.09

渡邊  優花(4)

江花  瑞穂(4)

岡野  心結(4)

小林  未來(4)

ﾌｫﾙﾃ江東  1:03.20

税所  ももな(4)

山口  夏穂(4)

丸山  愛花(4)

建  琴葉(3)

RFF  1:03.88

籾山  香都(3)

吉田  望乃(3)

岡田  実桜(4)

吉田  結(4)

FFTC  1:04.09

辰井  陽香(4)

服部  亜依佳(4)

高羽  郁奈(4)

山本  栞菜(4)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ  1:04.10

日野  紗彩(3)

太田  萌彩(3)

大川  舞美(4)

井上  薫子(4)

女子3
・4年

４×１００ｍＲ 10/3 川崎陸上 52.97

伊東  優衣(6)

吉永  ひまり(6)

石川  結愛(6)

ﾊﾞｯｾﾙ  季恵(6)

みちるＡＣ 54.19

吉田  渚沙(6)

ﾊｯｻﾝ  ｱﾏｰﾙ(6)

比嘉  杏奈(5)

比嘉  杏樹(6)

ハピネスAC 54.93

嶋中  心優(6)

好村  風花(6)

鈴木  芽維(6)

後藤  朱里(6)

ima 55.02

平野  いろは(6)

西山  凛星(6)

石郷岡  暖(6)

青木  愛莉(5)

ゆめおりAC 55.67

山内  うた(6)

内山  ｿﾆｱ(6)

力石  依里香(6)

河田  天(6)

草加ｼﾞｭﾆｱ 56.20

伊丹  茉莉花(6)

増子  芽衣(6)

宮永  愛美(6)

増子  柚衣(6)

いんばジュニア 56.61

樋口  千紘(5)

小林  夕芽(6)

神山  英恵(6)

黒澤  夏音(6)

東京ドリーム 57.40

小杉  野乃香(6)

東海林  柚茉(6)

和田  朋佳(6)

木嶋  涼巴(6)

女子5
・6年

４×１００ｍＲ 10/3 ＫＭＣ陸上ク 52.23

川崎  翔吾(6)

東山  幸穂(6)

田中  里音(6)

岩本  然(6)

Joint Flow 53.80

上林  美結(6)

木場  羽菜(6)

野村  彩斗(6)

松村  高成(6)

デカキッズ 54.34

安部  梨愛奈(6)

戸田  睦己(6)

小野田  明日香(6)

酒井  ﾋﾞﾚ(6)

横浜AC 55.41

北島  大地(6)

松野  玲来(6)

松田  花乃(5)

飯塚  洵平(5)

Bloom PJT 55.46

並木  琉生(6)

栗林  賢輔(6)

福島  凪咲(6)

中川  夏凛(6)

横浜ジュニア 56.09

鈴木  凜子(6)

安藤  健大(6)

原  よしの(5)

小谷  柚貴(5)

ゆめおりAC 56.15

伊藤  壮歩(5)

上野  柚貴(5)

藤田  凛音(5)

根本  梨咲(5)

RUN.jp 57.17

池畑  優月(5)

山口  結光(5)

矢野  透麻(5)

小倉  隆聖(5)

混合5
・6年

凡例（NGR:大会新記録）
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