
□開催日／令和元年８月２５日（日） □開催会場／味の素スタジアム ＡＧＦフィールド

□参加者数／延べ４７５人

第三中 神代中 調布中 59秒17１年／４×１００ｍ 52秒23 52秒32

12秒26

２年／１５００ｍ 三浦 想太 第五中 4分36秒43 高橋 海翔 第三中 4分42秒88

5分08秒68

１年／１００ｍＨ ― ― ―

１年／１５００ｍ 東 遥雄 第三中 5分06秒22 後藤 駿 第五中 5分06秒84 奥住 太一 調布中

中学生男子の部

１年／１００ｍ 榎橘 径徒 ドルトン東京 12秒50 北条 陽一 神代中 12秒78 横山 然 第五中 12秒83

砲丸投（４ｋｇ） 馬面 知春 チームＴＯＢＵ 5m49cm 福井 真由 チームＴＯＢＵ 4m84cm ―

走幅跳 河出 佳純 3m03cm 馬面 知春 チームＴＯＢＵ 2m84cm 喜多川智子 チームＴＯＢＵ 2m82cm

走高跳 三井 祐実 チームＴＯＢＵ 1m00cm ― ―

４×１００ｍ 70秒07

１５００ｍ ― ― ―

チームＴＯＢＵ ― ―

８００ｍ 喜多川智子 チームＴＯＢＵ 3分40秒67 ― ―

２００ｍ ― ― ―

一般女子の部

１００ｍ 三井 祐実 チームＴＯＢＵ 16秒56 河出 佳純 17秒13 福井 真由 チームＴＯＢＵ 18秒18

明大明治高校

明大明治高校

東大和高校

東大和高校

調布陸協

横河電気(株)

(株)いきるちからファインキッズ

明大明治高校

明大明治高校

東つつじヶ丘パパーズ

くまクラブ

明大明治高校

明大明治高校

歌舞伎町アームレスリングクラブ

(株)いきるちからファインキッズ

種目

日本ウエルネススポーツ大学

明大明治高校

立正大ＯＢ

東京陸協

野中 裕之 5分28秒84 吉田 銘

米山 修平 4分49秒00 金山 拓郎

上木 昭彦 7m73cm 山本 翔太

５０歳以上１５００ｍ

一般男子の部

大和 恒瑛 1m40cm ― ―

１００ｍ

5分38秒51 前迫 功雄 7分29秒43山田病院

石橋 邦隆 9秒02 ― ―

4分58秒44 高橋 豊 5分07秒49

髙橋 秀之 12秒68 福井 義和 13秒15 吉田 英雄 13秒72

５０歳以上６０ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

１５００ｍ

５０００ｍ

４×１００ｍ

走高跳

走幅跳

三段跳

47秒82 48秒56さくらんぼいーず ケンナルカイヤーズ顔回 ―

砲丸投（７．２６ｋｇ）

４０歳以上１００ｍ

４０歳以上１５００ｍ

6m80cm 辻 剣人 5m98cm

髙橋 秀之 4m88cm 池田 昌也 4m68cm

竹山 颯人 10m78cm 北島 璃音 10m51cm ―

福井 義和 5m23cm

伊藤 雅紀 18分39秒52 小川 倖大 18分57秒89 駒井 雄一 19分04秒71トヨタ自動車

石田 拳人 4分36秒53 紺野 勝規 4分42秒77 伊藤 雅紀 4分50秒59調布陸協

井畑 圭喬 2分08秒26 石田 拳人 2分10秒99 紺野 勝規 2分24秒05東京陸協

原口 立 24秒52

辻 剣人 54秒23 竹山 颯人 54秒48 石橋 元邦 58秒06

ＮＴＴ中央研修センター

明大明治高校

平田 瑶 22秒18 佐藤 道由 24秒31

ＮＴＴ中央研修センター平田 瑶 10秒92（大会新） 佐藤 道由 11秒94 原口 立

第３位記録第１位記録 第２位記録

日本ウエルネススポーツ大学 12秒03

太田 直希 第五中 4分42秒88

２年／１００ｍ 平井 滉太 第五中 11秒80 鮎川 大輝 第三中 12秒00 枝松倖太郎 第三中

２年／４×１００ｍ 47秒78 48秒07 53秒69

２年／１１０ｍＨ ベイトマン礼門 第三中 16秒31 ― ―

第三中 第五中Ａ 調布中

―

11秒95３年／１００ｍ 渡辺 光輝 神代中 11秒37（大会新） 小澤 輝 第三中 11秒77 古川 涼介 第三中

３年／１１０ｍＪＨ 賽達 大輝 第三中 16秒68 ―

【陸上競技】



１・２年／走幅跳 石塚 悠吾 第七中 5m22cm 鮎川 理希 第三中 4m92cm 江田 一暁 第三中

共通／３０００ｍ 鈴木宏太郎 神代中 9分54秒76 風間 大和 調布中 10分02秒92 野溝 遼太 神代中 10分43秒08

4m59cm

枝松倖太郎 第三中 10m75cm 鈴木 淳平 調布中 7m58cm

１・２年／走高跳

３年／走高跳

大岡 虹瑛 神代中 1m50cm 増子 遥斗 神代中 1m40cm ―

共通／２００ｍ 渡辺 光輝 神代中 23秒25 小澤 輝 第三中 24秒21 古川 涼介 第三中 24秒50

３年／走幅跳 小川 響 調布中 4m47cm ― ―

１・２年／砲丸投（４ｋｇ） 鮎川 大輝 第三中 11m14cm

共通／８００ｍ 鈴木宏太郎 神代中 2分11秒29 野溝 遼太 神代中 2分14秒68 留場 海 神代中 2分30秒44

共通／４００ｍ 中村 祥成 第五中 56秒28 水野 凛 第五中 58秒08 ―

共通／４×１００ｍ 45秒80 49秒27 ―第三中 第五中

共通／砲丸投（５ｋｇ） 三橋 風太 第三中 13m32cm（大会新） 鈴木 蔵馬 第三中 8m77cm ―

61秒61

14秒16１年／１００ｍ 明石 侑奈 第三中 13秒29（追風参考） 清原 美帆 第八中 13秒96 本田 花蓮 調布中

１年／４×１００ｍ 56秒85 59秒70第三中 神代中 第五中

１年／１００ｍＨ 澤井 唯乃 晃華学園 18秒73 ― ―

２年／１００ｍ 山上 沙羅 第三中 13秒47 嶋岡 蛍吏 第三中 13秒53 須田 怜未 桐朋女子中

２年／４×１００ｍ 54秒79 55秒45第三中 第五中 桐朋女子中

２年／１００ｍＨ 山上 沙羅 第三中 15秒74 野田 珂暖 調布中 20秒96 續谷 そら 調布中

３年／１００ｍ 種橋 千尋 第五中 13秒59 岩見 采里 神代中 13秒81 木村 心乃 神代中

３年／１００ｍＹＨ 遠藤 心美 第三中 16秒31 鈴木 綾夏 桐朋女子中 19秒04 ―

３年／砲丸投（２．７２１ｋｇ） 遠藤 心美 第三中 10m25cm 加藤まりあ 神代中 7m78cm 山田ひかる 桐朋女子中

１・２年／８００ｍ 荒井 万悠 明星学園 2分37秒08 田中 優衣 調布中 2分42秒07 田畑 芦香 神代中 2分44秒19

田巻 野乃 桐朋女子中 1m30cm 金堀 渚 神代中 1m25cm ―１・２年／走高跳

１・２年／砲丸投（２．７２１ｋｇ） 濱名 亜也 第三中 10m25cm 6m35cm

１・２年／走幅跳 明石 侑奈 第三中 4m62cm 成川 実那 第五中 4m61cm 松岡 莉央 第三中 4m21cm

第三中

小学生男子の部

28秒88

共通／１５００ｍ 梶 花音 晃華学園 5分14秒90 田中 優衣 調布中 5分25秒85 横溝 美希 第五中 5分42秒55

共通／２００ｍ 須田 怜未 桐朋女子中 27秒92 嶋岡 蛍吏 第三中 28秒38 種橋 千尋 第五中

共通／４×１００ｍ 54秒59 56秒82

３年／８００ｍ 梶 星音 晃華学園 2分28秒95 ― ―

3m98cm

1m30cm

１・２年／１００ｍＨ ― ―

57秒28

上永 美咲 第三中 8m17cm 金子 絢美

３年／走高跳

３年／走幅跳 斉藤 知優 第五中 4m34cm 石神 麻琴 晃華学園 3m99cm 島井 舞香

山田ひかる 桐朋女子中 1m48cm 岩﨑れいら 第五中 1m40cm 岩見 采里

山本 敦士 第三中 1m76cm ― ―

―

神代中

神代中

6m99cm

56秒19

13秒84

22秒31

13秒61

中学生女子の部

8秒57

低学年／走幅跳 里田 壮 柏野小 3m04cm 白旗 圭佑 滝坂小 2m97cm 三井龍之介 若葉小 2m87cm

低学年／５０ｍ 冨田 嵐丸 調和小 8秒20 黒田 壮 柏野小 8秒56 水上 朝陽 第二小

16秒37

高学年／１０００ｍ 渡辺 徳人 明星小 3分38秒96 田山 湊太 富士見台小 3分39秒16 冨田 颯心 調和小 3分50秒70

高学年／１００ｍ 五十嵐夏樹 柏野小 15秒72 前田 悠 調和小 15秒91 南畑 遥輝 杉森小

3m68cm

小学生女子の部

低学年／５０ｍ 河出 愛理 滝坂小 9秒39 前川 琳南 多摩川小 9秒44 野崎 楓夏 布田小 9秒65

高学年／走幅跳 山口 凌平 深大寺小 4m20cm 田山 湊太 富士見台小 3m79cm 渡辺 徳人 明星小

1m97cm低学年／走幅跳 河出 愛理 滝坂小 2m23cm 福井 詩子 若葉小 2m06cm 高橋 琉心 第三小

神代中Ａ 第五中 晃華学園



高学年／１００ｍ 永井麻百合 １Ｓ－ｓｐｏｒｔｓ 16秒03 中村 依鞠 多摩川小 17秒72 池田 香凛 第二小 17秒91

4分29秒56

高学年／走幅跳 永井麻百合 １Ｓ－ｓｐｏｒｔｓ 3m53cm 増本 黎虹 飛田給小 3m29cm 中村 依鞠 多摩川小 2m92cm

高学年／１０００ｍ 増本 黎虹 飛田給小 3分52秒60 池田 香凛 第二小 4分27秒48 遠藤 彩輝 第三小



第５１回／平２３ 14秒19

３年／１００ｍＹＨ 清水 羽菜 第三中 第５６回／平２８ 14秒68

52秒9

11秒3

２年／４×１００ｍ 47秒78 第３２回／平４

八田和明（第五中）第３０回／平２   平野真一（第三中）第３３回／平５

３年／砲丸投 西川路蘭奈 桐朋女子中 第３８回／平９

第五中 第４９回／平２１

１年／１５００ｍ 青木 雅史 明大明治中 4分46秒06

１年／１００ｍ 高田 亮 調布中 12秒12 明石 侑奈 第三中

第５０回／平２２

第七中 第三中

第三中 桐朋女子中

島川あすか 第五中

澤田イレーネオギモンギ 第四中

第５９回／令元

第４３回／平１５

第４２回／平１４

第１回／昭３６

第２３回／昭５８

第５０回／平２２

第５９回／令元

第５１回／平２３

第４３回／平１５

第４３回／平１５

第５７回／平２９

第５７回／平２９

第２０回／昭５５

第５５回／平２７

10m25cm第４０回／平１２ 第５９回／令元

1m40cm

１・２年／砲丸投 小林 典宗 第七中 12m02cm 濱名 亜也 第三中

4m71cm

１・２年／走高跳 1m65cm 久保西そら 第五中

第５５回／平２７

第５５回／平２７植田寛文（神代中）第４２回／平１４   植松拓郎（第三中）第４８回／平２０

吉村暁（第五中）第３０回／平２   平野真一（第三中）第３１回／平３

1m56cm

１・２年／走幅跳 5m33cm 光井 杏 神代中

5m00cm

３年／走高跳 植田 寛文 神代中 1m86cm 永田 早苗 第三中

第２８回／昭６３

第３０回／平２

１・２年／８００ｍ 島川あすか

３年／走幅跳

2分25秒33

10m29cm

古家 嗣久 山﨑 英美 第三中

13秒00

３年／１１０ｍＪＨ 岡部 亮 第三中 15秒11

大倉円（神代中）第２９回／平元   加藤佳代（調布中）第３４回／平６

３年／８００ｍ 2分24秒96

３年／１００ｍ

第５０回／平２２

神代中 6m42cm

16秒01 澤田イレーネオギモンギ 第四中 第５１回／平２３

２年／１１０ｍＨ 岡部 亮 第三中 15秒63

12秒67

２年／１５００ｍ 青木 雅史 明大明治中 4分31秒02第４９回／平２１

２年／１００ｍＨ

13秒32（予選）

５０歳以上６０ｍ 松本 勇 7秒7

55秒25

２年／１００ｍ 塩野 将志 第七中 11秒7 澤田イレーネオギモンギ 第四中

14秒19

１年／４×１００ｍ 49秒5第３９回／平１１

第４０回／平１２ 第５１回／平２３

第５４回／平２６

１年／１００ｍＨ 深津 大輝 第五中

４０歳以上１５００ｍ 西岡 勝義 味スタＲＣ 4分38秒12

第５９回／令元第４７回／平１９

第４８回／平２０

中学生男子の部・中学女子の部

５０歳以上１５００ｍ 乗松 良昌 4分58秒51

10m31cm第１８回／昭５３

４０歳以上１００ｍ 髙橋 秀之 (株)いきるちからファインキッズ 12秒39

砲丸投 渡波 一郎 中央学園 14m35cm 内藤 慶子

第２０回／昭５５

第１３回／昭４８

5m35cm第６回／昭４１

三段跳 三枝 幸雄 14m81cm

1m45cm第２５回／昭６０

走幅跳 岸 一正 桐朋女高教 6m76cm 鈴木久美江

第２９回／平元

第２０回／昭５５

調布市民体育祭陸上競技 大会記録

種目 男子 女子

一般男子の部・一般女子の部

12秒6第３２回／平４

２００ｍ 坂本 翼 21秒72 北山 八与

１００ｍ 平田 瑶 日本ウエルネススポーツ大学

27秒20第４４回／平１６

令和元年１１月２１日現在

10秒92 行木寿美代

４００ｍ 得田 良信 七中ＯＢ 52秒74

5分26秒06第５６回／平２８

５０００ｍ 崎辺 太望 15分50秒8

2分10秒99第２５回／昭６０

１５００ｍ 崎辺 太望

８００ｍ 松本 平

4分12秒9 丸田 凛子 法政大学

2分00秒8 峯岸 伴江 調布北高

54秒00第１５回／昭５０

走高跳 永島昇太郎 1m90cm 室賀しのぶ 調布北高

ＡＳふくもり 桐朋女高４×１００ｍ 41秒74

第２３回／昭５８

第４３回／平１５



甲本 まお 第六中 第５４回／平２６

第４１回／平１３

3m83cm高学年／走幅跳 田浦 周 柏野小 4m65cm 樋口 紗千

4分20秒74

14秒11

8秒62

小学生男子の部・小学生女子の部

高学年／１０００ｍ 菅沼 昇平 北ノ台小 3分30秒02 遠藤 優花 第三小

3m06cm

高学年／１００ｍ ベイトマン礼門 杉森小 13秒64 久語 采果 ＫＭＣ

低学年／走幅跳 中村 健士 1m82cm 永井麻百合 １Ｓ－ｓｐｏｒｔｓ

第５７回／平２９ 第４６回／平１８

第５２回／平２４

第４９回／平２１

第５４回／平２６

第４８回／平２０

低学年／５０ｍ 樋口 仁亮 ＫＭＣ 8秒2 北折 音乃 緑ヶ丘小

第４６回／平１８

第５１回／平２３

第５７回／平２９

第４９回／平２１

52秒00共通／４×１００ｍ 45秒73 第２９回／平元

第５９回／令元

第４４回／平１６

共通／砲丸投 三橋 風太 第三中 13m32cm

神代中 桐朋女子中

第４１回／平１３共通／３０００ｍ 江口 拓 調布中 9分46秒08

4分50秒89

共通／８００ｍ 青木 雅史 明大明治中 2分08秒85第４９回／平２１

共通／１５００ｍ

26秒25

共通／４００ｍ 塩野 将志 第七中 51秒9

共通／２００ｍ 渡辺 光輝 神代中 23秒25 清水 羽菜 第三中 第５６回／平２８第５９回／令元


