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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 10/7 松田 英一(a) 11.11/+2.9

駿河台大

庄司 郁也(a) 11.13/+2.9

足立陸協

興津 正人(a) 11.18/+2.9

足立陸協

吉田 直稀(a) 11.18/+2.9

上野高校陸上部OB

芹澤 孟(高1a) 11.25/+3.1

都足立新田高

飯島 宏太 11.34/+2.9

足立学園OB

爲我井 駿(高1a) 11.51/+2.3

都足立新田高

小髙 歩(高1a) 11.59/+2.9

都足立新田高

２００ｍ 10/8 庄司 郁也(a) 22.10/+1.5

NGR足立陸協

松田 英一(a) 22.33/+1.5

NGR駿河台大

興津 正人(a) 22.50/+1.5

NGR足立陸協

吉田 直稀(a) 22.97/+0.7

上野高校陸上部OB

鈴木 雄飛(a) 23.09/+0.7

上野高校陸上部OB

久保木 慶成(高2a) 23.22/+0.2

都足立新田高

伴野 公宣 23.43/+0.2

帝京科学大

尾崎 航(高2a) 23.66/-0.9

都足立高

４００ｍ 10/7 小阪 滉太(高1a) 53.50

都足立新田高

大西 亜門(高1a) 54.04

都足立高

渡辺 航太(高2a) 54.08

都足立高

長崎 達士(高2a) 54.32

都足立新田高

尾形 篤史(高1a) 54.73

都足立高

神田 佳磨(高1a) 54.84

都足立新田高

久保木 慶成(高2a) 55.01

都足立新田高

石田 拳人(a) 55.07

東京陸協

８００ｍ 10/8 豊桑 逸(a)  2:02.69

R・J・K

古谷 渉(高2a)  2:06.35

足立学園高

川本 龍之介(高2a)  2:08.27

都江北高

小川 幸平(a)  2:09.47

R・J・K

西田 幸平(a)  2:09.73

東京陸協

小林 祐斗(高2a)  2:10.04

都江北高

石田 拳人(a)  2:10.18

東京陸協

吉川 敦(a)  2:10.76

R・J・K

１５００ｍ 10/7 豊桑 逸(a)  4:13.49

R・J・K

石井 大智(高2a)  4:33.79

青山学院

斎藤 康洋(a)  4:36.12

ｴｱﾗﾝ東京

西田 幸平(a)  4:37.60

東京陸協

行之内 達雄(高2a)  4:40.46

都足立新田高

川井 伸行(a)  4:40.78 小川 真之介(高1a)  4:41.96

足立学園高

木津 友弥(a)  4:47.58

R・J・K

５０００ｍ 10/8 佐藤 直也(a) 14:53.35

NGR帝京科学大

石井 大智(高2a) 16:36.68

青山学院

加賀谷 輔(a) 16:55.19

CR2東日本

後藤 耀一(a) 16:55.52

帝京科学大

鶴澤 惇心(高1a) 17:03.14

都足立高

南部 翔太(高2a) 17:25.05

都足立新田高

齋藤 勇太(a) 17:25.63

帝京科学大ＡＣ

小山 貴之(a) 17:34.66

R・J・K

４×１００ｍ 10/7 都足立高 A 44.12

NGR中山 哲也(高1a)

石橋 凌太(高1a)

渡辺 航太(高2a)

尾崎 航(高2a)

都足立高 B 45.61

知久 隼也(高1a)

尾形 篤史(高1a)

小橋 知倫(高1a)

信濃 颯太(高1a)

都足立高 C 46.60

渡邉 周平(高1a)

大西 亜門(高1a)

伊津井 勇眞(高1a)

山本 修平(高1a)

４×４００ｍ 10/8 都足立高 A  3:33.82

尾形 篤史(高1a)

渡辺 航太(高2a)

大西 亜門(高1a)

尾崎 航(高2a)

都江北高 A  3:37.28

勝又 一徹(高1a)

渡辺 匡(高2a)

小林 祐斗(高2a)

川本 龍之介(高2a)

都足立高 B  3:41.54

中山 哲也(高1a)

信濃 颯太(高1a)

石橋 凌太(高1a)

伊津井 勇眞(高1a)

R・J・K　 A  3:43.36

小川 幸平(a)

吉川 敦(a)

木津 友弥(a)

豊桑 逸(a)

足立学園OB  3:49.60

黒津 雅治(a)

津田 桂佑(a)

鈴木 颯(a)

袴田 翔(a)

都足立高 C  3:50.60

知久 隼也(高1a)

小橋 知倫(高1a)

山本 修平(高1a)

渡邉 周平(高1a)

上野高校陸上部OB A  3:50.69

橋本 育磨(a)

安井 陸人(a)

大竹 瑛生(a)

鈴木 雄飛(a)

走高跳 10/8 薊 優介 1m84

ニューモードAC

走幅跳 10/7 尾崎 航(高2a)   6m64/+2.1

都足立高

石橋 凌太(高1a)   6m18/+1.8

都足立高

滝口 匠(a)   5m84/+1.0

足立学園OB

露木 大空(高1a)   5m78/+1.2

都足立新田高

大塚 紀弥(高1a)   4m83/+1.8

足立学園高

中村 楓也(高1a)   4m74/+2.2

都足立新田高

砲丸投

(6.000kg)

10/8 和田 渓(高1a)  10m91

NGR都足立新田高

山森 大雅(高1a)   9m06

都足立高

山本 修平(高1a)   8m44

都足立高

佐藤 龍太(高2a)   7m81

足立学園高

砲丸投

(7.260kg)

10/8 井上 浩太郎(a)   8m10

帝京科学大

小澤 和晃(a)   8m04

やり投

(0.800kg)

10/8 廣澤 聖太(高1a)  43m09

都足立新田高

岩岡 諒(高2a)  42m57

都足立新田高

大塚 竜吾(高2a)  40m60

都荒川商高

山本 修平(高1a)  37m32

都足立高

網野 龍真(高2a)  33m85

都足立新田高

小澤 和晃(a)  24m82 山森 大雅(高1a)  24m39

都足立高

男子高校
・一般都
体予選

１００ｍ 10/8 本間 拓二郎(a) 11.94/-1.4 根米 宏冶(a) 12.21/-1.4

NGR足立陸協

中田 竜二(a) 13.65/-1.4男子壮年
40歳代都
体予選

１００ｍ 10/8 森畑 孝志(a) 12.96/+0.1

板橋陸協

松崎 研之(a) 14.11/+0.1

走和会十四

前田 浩一(a) 14.63/+0.1

ガンバル会

山川 重巡(a) 15.03/+0.1

１２分団

男子壮年
50歳代都
体予選

３０００ｍ 10/8 石井 正人(a)  9:43.31

NGR東京陸協

斎藤 康洋(a)  9:55.75

NGRｴｱﾗﾝ東京

米田 桂司(a) 10:05.91

東京ドリーム

中田 竜二(a) 11:16.90 加藤 秀明(a) 11:17.71男子壮年
40歳代都
体予選

３０００ｍ 10/8 市川 豊(a) 10:50.71

NGR足立陸協

吉留 隆行(a) 10:52.38

NGR東京陸協

吉岡 二郎(a) 11:41.56

東京ドリーム

石川 正一(a) 12:08.62

足立陸協

森浦 満義(a) 12:23.64

ガンバル会

男子壮年
50歳代都
体予選

３０００ｍ 10/8 高柳 義人(a) 12:41.04

ガンバル会

男子壮年
60歳以上
都体予選

砲丸投

(4.000kg)

10/8 横田 誠一(a)   9m90 新井 幸吉(a)   7m39

足立陸協

やり投

(0.600kg)

10/8 近藤 敏孝(a)  27m51

NGR足立陸協

澤 好幸(a)  25m96

TeamSHOIN

新井 幸吉(a)  23m84

足立陸協

男子壮年
都体予選

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 10/7 高瀬 希香(高2a) 13.02/+2.7

都足立新田高

前浦 希香(高2a) 13.12/+2.7

都足立高

渡利 愛実(高1a) 14.47/+2.2

都足立新田高

２００ｍ 10/8 前浦 希香(高2a) 27.50/-1.2

都足立高

本間 成美(高2a) 27.88/-1.2

都足立新田高

醍醐 花菜(高2a) 28.76/+1.5

都足立高

新矢 瑞希(高2a) 28.83/+1.5

都足立高

本村 優衣(a) 28.86/-1.2

帝京科学大

鈴木 美穂(高1a) 29.49/+1.2

都足立新田高

石神 すずか(高2a) 30.67/+1.2

都江北高

４００ｍ 10/7 小林 風花(高2a)  1:01.77

NGR都足立新田高

桑原 胡桃(高1a)  1:04.68

都足立新田高

８００ｍ 10/8 若松 真生(高2a)  2:31.97

NGR都足立高

河野 瑠菜(高2a)  2:40.15

都江北高

小幡 愛実(高2a)  2:47.97

都荒川商高

宗方 ニコール(高2a)  2:58.28

都荒川商高

１５００ｍ 10/7 若松 真生(高2a)  5:17.49

NGR都足立高

小幡 愛実(高2a)  5:55.22

都荒川商高

川岸 妙子(a)  9:12.98

上高OB

３０００ｍ 10/8 工藤 笑琉(高2a) 10:53.77

NGR都足立新田高

小倉 智愛(a) 14:42.99

４×４００ｍ 10/8 都足立高 A  4:20.33

前浦 希香(高2a)

醍醐 花菜(高2a)

若松 真生(高2a)

新矢 瑞希(高2a)

走高跳 10/8 田中 葉月(高2a) 1m55

NGR都足立新田高

走幅跳 10/7 醍醐 花菜(高2a)   5m08/+1.6

NGR都足立高

新矢 瑞希(高2a)   4m62/+1.2

都足立高

砲丸投

(4.000kg)

10/8 芦川 詩絵璃(高1a)   7m33

都荒川商高

島倉 花南(高1a)   5m63

都荒川商高

やり投

(0.600kg)

10/8 山﨑 実祐(高2a)  29m58

都荒川商高

宗方 ニコール(高2a)  24m70

都荒川商高

女子高校
・一般都
体予選

３０００ｍ 10/8 冨永 里実(a) 11:38.78

NGRR・J・K

女子壮年
35歳以上
都体予選

凡例（NGR:大会新記録）


