
□開催日／平成３０年８月２６日（日） □開催会場／味の素スタジアム西競技場

□参加者数／延べ３１９人

56秒18１年／４×１００ｍ 三中Ａ 51秒87 五中 52秒52 神代中Ａ

12秒34

２年／１５００ｍ 水野 凛 第五中 4分47秒60

5分25秒77

１年／１００ｍＨ ベイトマン 礼門 第三中 16秒44 ― ―

１年／１５００ｍ 風間 大和 調布中 5分08秒19 木曽 敬太 第五中 5分17秒20 髙橋 海翔 第三中

中学生男子の部

１年／１００ｍ 鮎川 大輝 第三中 12秒43 平井 滉大 第五中 12秒94 鈴木 獅煌 神代中 13秒01

砲丸投（４ｋｇ） 馬面 知春 5m57cm ― ―

走幅跳 佐々木あおば 調布五中ＯＧ 5m00cm 福井 真由 2m98cm 馬面 知春 2m95cm

走高跳 ― ― ―

４×１００ｍ ― ― ―

１５００ｍ ― ― ―

８００ｍ ― ― ―

２００ｍ ― ― ―

一般女子の部

１００ｍ 佐々木あおば 調布五中ＯＧ 13秒74 三井 祐実 17秒79 福井 真由 18秒46

研精会山田病院駅伝部

明大明治高校

松原高校

南大沢学園

東大和高校

明大明治高校

関東国際高校

明大明治高校

(株)医学映像教育センター

(株)いきるちからファインキッズ

ソニー銀行

種目

大東学園

明大明治高校

田村 次郎 5分54秒13 青柳 正義

及川 太一 5分10秒91 高橋 豊

田口 恭輔 9m48cm 山本 翔太

５０歳以上１５００ｍ

一般男子の部

間橋 怜 1m75 原口 立 1m55cm ―

１００ｍ

6分07秒87 佐々木政美 8分18秒20

石橋 邦隆 8秒77 安藤 昌弘 9秒01 佐々木政美 13秒60日本文教出版(株)

5分19秒38 吉田 銘 5分50秒85

髙橋 秀之 12秒29 福井 義和 13秒15 新村 孔広 13秒26

7m15cm ―

― ―

中森 大智 10m16cm ― ―

福井 義和 5m37cm

砲丸投（７．２６ｋｇ）

４０歳以上１００ｍ

４０歳以上１５００ｍ

５０歳以上６０ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

１５００ｍ

５０００ｍ

４×１００ｍ

走高跳

走幅跳

三段跳

ＤＲＥＡＭ 45秒60 複素数平面 46秒56 ―

五十峯大貴 18分20秒18 伊原 一登 18分47秒07 小川 倖大 19分32秒65

石田 拳人 4分25秒91 紺野 勝規 4分40秒06 五十峯大貴 4分41秒40

石田 拳人 2分09秒15 森田悠太郎 2分12秒44 紺野 勝規 2分23秒69明大明治高校

秋山 広樹 23秒80

中森 大智 54秒75 ― ―

明大明治高校ＯＢ平田 瑶 22秒95 村松 璃久 23秒01

大東学園宮尾幸太郎 10秒63 平田 瑶 11秒08 澤田 峻平

第３位記録第１位記録 第２位記録

１Ｓ－ｓｐｏｒｔｓ 11秒16

野溝 遼太 神代中 4分53秒96 鈴木宏太郎 神代中 4分57秒17

２年／１００ｍ 渡辺 光輝 神代中 11秒62 小澤 輝 第三中 11秒80 黒田 淳史 第五中

２年／４×１００ｍ 三中Ａ 48秒64 五中 52秒38 三中Ｂ 55秒66

２年／１１０ｍＨ 寶達 大輝 第三中 18秒95 古川 涼介 第三中 19秒79 ―

―

12秒14３年／１００ｍ 磯崎 匠利 第五中 11秒70 横垣内裕貴 第五中 12秒05 伊藤 太洋 神代中

３年／１１０ｍＪＨ 布施川瑠音 第三中 20秒18 ―

【陸上競技】



１・２年／走幅跳 山本 敦士 第三中 5m05cm 鮎川 大輝 第三中 4m86cm 石塚 悠吾 第七中

共通／３０００ｍ 丸茂 光樹 第三中 10分21秒07 田山 舷斗 調布中 10分21秒15 鈴木宏太郎 神代中 10分25秒07

4m80cm

鈴木 淳平 調布中 6m98cm 鈴木 蔵馬 第三中 6m69cm

１・２年／走高跳

３年／走高跳

山本 敦士 第三中 1m50cm 神宮 孝祐 調布中 1m30cm 中本 雅義 第三中 1m25cm

5m24cm

共通／２００ｍ 澤田 樹輝 第三中 23秒69 渡辺 光輝 神代中 23秒94 横垣内裕貴 第五中 24秒36

３年／走幅跳 清水 春希 第三中 5m57cm 辻 聖斗 神代中 5m26cm 出口 功 調布中

１・２年／砲丸投（４ｋｇ） 三橋 風太 第三中 9m72cm

1分00秒11

共通／８００ｍ 南雲 絢斗 神代中 2分19秒54 水野 凛 第五中 2分20秒76 桜井 翔太 神代中 2分25秒09

共通／４００ｍ 掛場 大直 調布中 58秒20 辻 聖斗 神代中 59秒22 山本 悠稀 第五中

共通／砲丸投（５ｋｇ） 山崎 寛人 第三中 10m04cm 廣石真稀人 神代中 7m77cm ―

共通／１１０ｍＨ ― ― ―

47秒65共通／４×１００ｍ 三中Ａ 46秒32 五中Ａ 46秒87 神代中Ａ

58秒59

14秒48１年／１００ｍ 山上 沙羅 第三中 14秒14 髙橋 鈴々 第五中 14秒38 須田 怜未 桐朋女子中

１年／４×１００ｍ 五中 55秒65 三中Ａ 55秒88 神代中Ａ

１年／１００ｍＨ 山上 沙羅 第三中 16秒19 井関 南 第五中 16秒99 續谷 そら 調布中

２年／１００ｍ 遠藤 心美 第三中 13秒41 中崎 花菜 第三中 13秒79 種橋 千尋 第五中

２年／１００ｍＨ 遠藤 心美 第三中 16秒18 鈴木 華恵 桐朋女子中 17秒84 岩永 真詩 桐朋女子中

２年／４×１００ｍ 三中Ａ 55秒42 神代中Ａ 55秒72 五中

３年／１００ｍ 飯田 愛花 桐朋女子中 13秒95 三浦 梓 神代中 14秒16 青山 紗和 第五中

３年／１００ｍＹＨ 山野邉若奈 神代中 19秒10 花形 朝希 桐朋女子中 21秒40 武谷 藍子 神代中

３年／砲丸投（２．７２１ｋｇ） 須永 遥花 第三中 8m95cm 山本いず美 桐朋女子中 7m27cm 稲田 清香 桐朋女子中

1m30cm

１・２年／８００ｍ 梶 星音 晃華学園 2分35秒12 横溝 美希 第五中 2分39秒13 田畑 芦香 神代中 2分44秒21

岩﨑れいら 第五中 1m40cm 山田ひかる 桐朋女子中 1m30cm 岩見 采里 神代中１・２年／走高跳

１・２年／砲丸投（２．７２１ｋｇ） 加藤まりあ 神代中 7m25cm 濱名 亜也 第三中 6m81cm 甲斐 朱莉 6m81cm

１・２年／走幅跳 井関 南 第五中 4m59cm 山本 伊織 第三中 4m29cm 成川 実那 第五中 4m20cm

神代中

56秒37

小学生男子の部

29秒43

共通／１５００ｍ 鈴木 詩万 晃華学園 5分10秒63 梶 花音 晃華学園 5分15秒40 横溝 美希 第五中 5分29秒83

共通／２００ｍ 中崎 花菜 第三中 28秒40 種橋 千尋 第五中 29秒23 飯田 愛花 桐朋女子中

共通／４×１００ｍ 五中Ａ 54秒99 桐朋女子 55秒39 神代中Ａ

2分50秒72３年／８００ｍ 成川 佳那 第五中 2分37秒55 吉田 明世 第三中 2分45秒67 小津 智愛 神代中

4m16cm

1m15cm

１・２年／１００ｍＨ ― ―

３年／走高跳

３年／走幅跳 稲田 清香 桐朋女子中 4m35cm 藤瀬そらり 第五中 4m19cm 河野真帆子

安達 結菜 第五中 1m40cm 花形 朝希 桐朋女子中 1m35cm 角野 美奈

清水 春希 第三中 1m55cm 結城 京介 神代中 1m50cm 風間 大介 神代中 1m30cm

―

神代中

第五中

21秒54

7m23cm

56秒59

14秒20

18秒72

19秒62

14秒03

中学生女子の部

8秒75

低学年／走幅跳 中村 環久 多摩川小 2m63cm 白旗 圭佑 滝坂小 2m58cm 水上 朝陽 第二小 2m48cm

低学年／５０ｍ 浅井 大侑 富士見台小 8秒39 冨田 嵐丸 調和小 8秒67 水上 朝陽 第二小

17秒12

高学年／１０００ｍ 田山 湊太 富士見台小 3分45秒04 冨田 颯心 調和小 4分01秒00 黒木 柑汰 深大寺小 4分13秒93

高学年／１００ｍ 山口 凌平 深大寺小 15秒62 黒木 柑汰 深大寺小 16秒86 馬面 秋生 調和小

小学生女子の部

低学年／５０ｍ 新村 万智 柏野小 9秒40 中村 依鞠 多摩川小 9秒48 髙橋ひかり 滝坂小 10秒37

高学年／走幅跳 田山 湊太 富士見台小 3m38cm 馬面 秋生 調和小 2m93cm ―



緑ヶ丘小 15秒20 永井麻百合 １Ｓ－ｓｐｏｒｔｓ 17秒06 斎藤 小春 第三小 17秒48

低学年／走幅跳 中村 依鞠 多摩川小 2m31cm 髙橋ひかり 滝坂小 1m90cm ―

高学年／走幅跳 永井麻百合 １Ｓ－ｓｐｏｒｔｓ 3m40cm 青柳 理子 富士見台小 2m79cm ―

高学年／１０００ｍ 片桐 茉瑚 飛田給小 4分45秒57 ― ―

高学年／１００ｍ 清原 美帆


