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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 7/31 阿部  光希(小2) 17.24/-2.0

くにたち陸上

北澤  秀明(小2) 17.95/-2.0

FFTC

高橋  央(小1) 22.96/-2.0

KMC陸上ｸ

走幅跳 7/31 北澤  秀明(小2)   2m77/+2.7

FFTC

高橋  央(小1)   1m65/+0.2

KMC陸上ｸ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙｽﾛｰ 7/31 岡田  未来(小2)  10m94

東京ﾄﾞﾘｰﾑ

男子小
学3年
以下

１００ｍ 7/31 嶋津  海寿(小6) 14.16/-0.9

KMC陸上ｸ

遠藤  翔吾(小6) 14.46/-0.9

ｸﾗﾌﾞE

鈴木  郁巳(小5) 15.35/-0.9

KMC陸上ｸ

播磨  虎太郎(小6) 15.50/-0.9

KMC陸上ｸ

福士  徹平(小4) 15.69/+0.6

町田六小

鈴木  朝日(小6) 15.86/-0.6

KMC陸上ｸ

数  祐星(小5) 15.89/-0.6

KMC陸上ｸ

高橋  奏(小5) 16.56/-0.9

KMC陸上ｸ

８００ｍ 7/31 嶋津  海寿(小6)  2:29.10

NGRKMC陸上ｸ

福士  徹平(小4)  2:50.90

町田六小

阿部  透空(小5)  2:52.06

くにたち陸上

高橋  奏(小5)  2:54.02

KMC陸上ｸ

和田  直太朗(小4)  2:54.88

東大和10小

小田  督士(小5)  3:03.77

KMC陸上ｸ

谷田  尚揮(小5)  3:06.28

KMC陸上ｸ

岡本  吉平(小6)  3:06.31

KMC陸上ｸ

走幅跳 7/31 蔡  嶺応(小6)   3m77/+0.5

東京ﾄﾞﾘｰﾑ

鈴木  郁巳(小5)   3m42/+0.1

KMC陸上ｸ

田原  陽真(小6)   3m35/+0.4

のざるJAC

岡田  大空(小6)   3m23/+1.9

東京ﾄﾞﾘｰﾑ

鈴木  朝日(小6)   3m18/+2.5

KMC陸上ｸ

播磨  虎太郎(小6)   2m52/+0.4

KMC陸上ｸ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙｽﾛｰ 7/31 蔡  嶺応(小6)  46m50

東京ﾄﾞﾘｰﾑ

岡田  大空(小6)  33m31

東京ﾄﾞﾘｰﾑ

清水  悠翔(小4)  30m62

東京ﾄﾞﾘｰﾑ

野口  叶太(小5)  25m82

東京ﾄﾞﾘｰﾑ

川﨑  雄一(小4)  13m46

46DASH

藤田  蓮(小4)  12m77

46DASH

男子小
学4年
以上

１００ｍ 7/31 川崎  翔吾(中1) 12.75/-1.6

KMC陸上ｸ

新保  陽琉(中1) 12.87/-1.6

立川国際中

山本  悠生(中1) 12.89/-1.2

館中

安藤  駿太(中1) 12.91/-1.6

町田一中

秋廣  壮祐(中1) 12.94/-1.6

堺中

鎌田  夏(中1) 12.96/-1.6

KMC陸上ｸ

西田  龍輝(中1) 12.98/-1.0

忠生中

佐藤  慎哉(中1) 忠生中 13.05/-1.0

大村  謙介(中1) 南多摩中 13.05/-0.7

１５００ｍ 7/31 宮崎  寛大(中1)  4:41.76

NGR堺中

堤  陽哉(中1)  4:49.99

NGR町田二中

花岡  陽太(中1)  4:58.33

南大谷中

上條  ｱﾀﾙ(中1)  5:03.10

恩方中

益田  まつり(中1)  5:05.87

町田二中

大島  佑諒(中1)  5:07.70

三沢中

櫻井  祐太(中1)  5:11.94

つくし野中

西山  楓悟(中1)  5:12.08

忠生中

走高跳 7/31 野月  嘉人(中1) 1m27

堺中

岩崎  蒼大(中1) 1m20

南大谷中

小林  樹輝(中1) 1m15

八王子四中

陶山  匠吾(中1) 1m10

堺中

走幅跳 7/31 大村  謙介(中1)   5m12/+1.8

NGR南多摩中

綱島  伊吹(中1)   4m85/+1.5

諏訪中

髙   蒼斗(中1)   4m68/+1.7

忠生中

大河  春斗(中1)   4m66/ 0.8

町田二中

日出山  洋(中1)   4m59/+0.5

多摩中

児成  優真(中1)   4m49/+1.2

吾嬬立花中

川崎  翔吾(中1)   4m46/+1.0

KMC陸上ｸ

芹田  琉可(中1)   4m38/+0.9

南多摩中

砲丸投

(5.000kg)

7/31 小泉  葵(中1)   6m98

NGR町田南中

平賀  翔(中1)   5m93

つくし野中

今村  仁(中1)   5m36

立川国際中

坂下  蒼士(中1)   5m28

恩方中

佐藤  大雅(中1)   4m90

三田国際学園中

井上  和士(中1)   4m82

八王子四中

田代  和茶(中1)   4m68

福島中

品田  大輝(中1)   3m54

八王子四中

男子中
学1年

１００ｍ 7/31 八巻  陽(中2) 11.86/-0.7

三沢中

松田  瑚虎(中2) 11.99/-0.7

町田一中

下地  東弥(中2) 12.17/-0.7

三沢中

真島  悠吾(中2) 12.23/-0.7

大坂上中

岩坪  那武(中2) 12.36/-0.7

諏訪中

原田  大輝(中2) 12.42/-0.7

三沢中

樋川  大知(中2) 忠生中 12.46/-0.7

岩佐  虹人(中2) 木曽中 12.46/-0.6

１５００ｍ 7/31 岩橋  祐大(中2)  4:38.23

立川三中

市村  星海(中2)  4:41.90

つくし野中

伊東  佳悟(中2)  4:45.97

大坂上中

吉川  優亮(中2)  4:46.25

吾嬬立花中

元木  雄介(中2)  4:48.67

三沢中

井田  志燕(中2)  4:50.95

諏訪中

溝口  聡太(中2)  4:52.35

三鷹五中

永井  慎一(中2)  4:53.00

町田二中

走高跳 7/31 田口  琉太(中2) 1m65

NGR恩方中

紺野  莉空冬(中2) 1m50

東村山一中

工藤  友哉(中2) 1m50

東村山一中

篠原  京雅(中2) 1m44

小山中

伊藤  利玖(中2) 1m41

諏訪中

中村  海澄(中2) 1m38

三沢中

三浦  心和(中2) 1m35

恩方中

走幅跳 7/31 真島  悠吾(中2)   6m11/+1.3

大坂上中

髙橋  俐玖(中2)   5m84/+2.5

恩方中

岩坪  那武(中2)   5m62/+1.3

諏訪中

田口  琉太(中2)   5m62/ 0.0

恩方中

関野  瑛介(中2)   5m26/+0.4

大坂上中

ﾀﾝ  ｼﾞｱﾝ(中2)   5m21/+0.7

三沢中

植田  翔己(中2)   5m19/+0.6

KMC陸上ｸ

大迫  夏希(中2)   5m01/+0.8

青陵中

砲丸投

(5.000kg)

7/31 吉澤  飛陽(中2)   8m98

三田国際学園中

高橋  佳弘(中2)   8m11

恩方中

土居  詢太(中2)   7m73

三鷹五中

大石  蒼生(中2)   7m52

町田南中

橋詰  勇樹(中2)   6m77

町田南中

陳  峰(中2)   6m57

三沢中

堀  透磨(中2)   6m32

多摩中

男子中
学2年

１００ｍ 7/31 金森  陽(中3) 11.43/-1.0

NGR青梅西中

高崎  颯太(中3) 11.49/-1.0

NGRKMC陸上ｸ

平川  佳祐(中3) 11.59/-1.0

NGR吾嬬立花中

平賀  優聖(中3) 11.74/-1.0

つくし野中

門田  明日翔(中3) 11.82/-1.0

つくし野中

佐藤  丈斗(中3) 11.83/-1.0

鶴牧中

大塚  凪(中3) 11.93/-1.0

恩方中

北村  勇次郎(中3) 11.94/-0.7

鶴牧中

１５００ｍ 7/31 瀬口  祥丸(中3)  4:21.83

NGRつくし野中

荒木田  零生(中3)  4:22.54

NGR青陵中

中山  怜音(中3)  4:23.02

NGR吾嬬立花中

大木  朔(中3)  4:29.07

KMC陸上ｸ

西平  晃大(中3)  4:31.87

つくし野中

佐々木  励(中3)  4:43.97

忠生中

亀山  愛瑠(中3)  4:48.24

つくし野中

河野  光誠(中3)  4:54.37

吾嬬立花中

走高跳 7/31 小沢  優樹(中3) 1m71

八王子四中

北村  勇次郎(中3) 1m62

鶴牧中

岩井  空音(中3) 1m44

鶴牧中

走幅跳 7/31 ﾎﾞﾝｺﾞｰﾗﾝ  ｼﾞｮｾﾌ瑛(中3)  6m10/ 0.0

青陵中

大塚  凪(中3)   5m92/+1.7

恩方中

佐藤  丈斗(中3)   5m52/+0.6

鶴牧中

田丸  歩(中3)   5m52/+0.2

吾嬬立花中

高崎  颯太(中3)   5m46/+1.9

KMC陸上ｸ

宮川  悠太郎(中3)   5m37/+1.3

吾嬬立花中

竹内  謙信(中3)   5m28/+3.4

山崎中

荒谷  創希(中3)   5m24/+1.4

諏訪中

砲丸投

(5.000kg)

7/31 原田  颯輔(中3)  12m29

つくし野中

山浦  龍誠(中3)   9m46

恩方中

佐久間  伶音(中3)   9m43

恩方中

野崎  留楓(中3)   9m43

八王子四中

北藤  隆太(中3)   6m71

八王子四中

木村  正伸(中3)   6m52

吾嬬立花中

齋藤  蓮(中3)   5m90

八王子四中

男子中
学3年

４００ｍ 7/31 平賀  優聖(中3) 50.81

NGRつくし野中

金森  陽(中3) 52.98

青梅西中

勝又  航希(中3) 53.49

和田中

三森  陽向(中3) 55.34

日野一中

佐久間  伶音(中3) 56.09

恩方中

中原  靖仁(中3) 56.53

KMC陸上ｸ

高岡  渚(中2) 56.63

青陵中

下地  東弥(中2) 57.40

三沢中

３０００ｍ 7/31 中山  怜音(中3)  9:40.64

吾嬬立花中

大木  朔(中3)  9:47.47

KMC陸上ｸ

平山  藍斗(中3)  9:47.62

つくし野中

西平  晃大(中3)  9:51.39

つくし野中

古閑  順雄(中2) 10:01.87

中山中

宮崎  寛大(中1) 10:14.03

堺中

市村  星海(中2) 10:15.97

つくし野中

元木  雄介(中2) 10:49.30

三沢中

１１０ｍＨ

(0.914m)

7/31 平川  佳祐(中3) 14.54/-1.0

NGR吾嬬立花中

八巻  陽(中2) 16.28/-1.0

三沢中

加藤  陽汰(中3) 17.51/-1.0

日野一中

岩田  輝月(中3) 17.53/-1.0

八王子四中

井出  清義(中3) 18.25/-1.4

八王子四中

西本  智(中3) 18.45/-1.0

日野一中

深澤  亮祐(中3) 18.50/-1.4

鶴牧中

田中  瑠(中2) 18.97/-1.4

吾嬬立花中

４×１００ｍ 7/31 日野一中A 45.73

NGR西山  颯(中3)

三森  陽向(中3)

三宅  虹旗(中3)

阿川  幸史郎(中3)

日野･三沢中 46.04

原田  大輝(中2)

八巻  陽(中2)

下地  東弥(中2)

ﾀﾝ  ｼﾞｱﾝ(中2)

ＫＭＣ陸上クA 46.06

大木  朔(中3)

中原  靖仁(中3)

村山  樟乃介(中3)

高崎  颯太(中3)

多摩･青陵中 47.66

大野  彰人(中2)

荒木田  零生(中3)

高岡  渚(中2)

ﾎﾞﾝｺﾞｰﾗﾝ  ｼﾞｮｾﾌ瑛(中3)

立川国際中A 47.67

殿村  昂大(中2)

羽野  遼太郎(中2)

鈴木  悠矢(中3)

若林  諄之(中3)

八王子･恩方中A 47.69

金野  耀飛(中3)

大塚  凪(中3)

山浦  龍誠(中3)

佐久間  伶音(中3)

八王子･恩方中B 48.10

高橋  佳弘(中2)

髙橋  俐玖(中2)

濵﨑  恒大(中2)

田口  琉太(中2)

多摩･鶴牧中C 48.23

深澤  亮祐(中3)

宮澤  永遠(中3)

石川  嘉倫(中3)

漂川  然(中3)

男子中
学共通

１００ｍ 7/31 樋口  裕太(高2) 11.11/+0.8

日大鶴ヶ丘高

坂田  喜夏(高2) 11.41/+0.8

都南平高

宇賀神  太地(高2) 11.52/+0.8

拓大一高

川口  玲於(高2) 11.60/+0.8

KMC陸上ｸ

菊池  羚(高2) 11.75/-0.4

三田国際学園高

中尾  優和(高2) 11.78/-0.4

都南平高

松本  碧生(高1) 11.88/-0.8

拓大一高

石川  翔梧(高2) 11.91/-0.4

拓大一高

４００ｍ 7/31 ｼｬｻﾞｰﾄﾞ  明歩(高2) 52.01

立川国際高

菊池  羚(高2) 53.48

三田国際学園高

福井  悠真(高1) 56.84

拓大一高

川口  玲於(高2) 58.48

KMC陸上ｸ

尾崎  俊輔(高1) 58.61

拓大一高

谷口  佳(高2)  1:00.02

立川国際高

出島  大資(高2)  1:00.19

八王子東高

８００ｍ 7/31 伊藤  瑛太郎(高1)  2:04.71

八王子東高

桐生  翔(高1)  2:06.34

都南平高

木田  和希(高2)  2:29.58

都南平高

１５００ｍ 7/31 伊藤  瑛太郎(高1)  4:20.98

八王子東高

千葉  真裕(高1)  4:31.81

都南平高

柿島  颯太(高1)  4:50.74

八王子東高

小林  大智(高2)  4:52.81

都南平高

磯前  翔駿(高2)  5:02.64

都南平高

渡邊  勇仁(高1)  5:04.71

都南平高

平野  智士(高2)  5:07.63

立川国際高

依田  誠吾(高1)  5:09.34

都南平高

走高跳 7/31 松川  凛(高2) 1m60

三田国際学園高

男子高
校

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
走幅跳 7/31 佐山  直毅(高3)   6m83/+0.0

NGRかえつ有明高

鎌田  龍雄(高1)   6m36/+0.0

都南平高

藤野  史琉(高2)   5m17/+0.0

立川国際高

長井  薫平(高3)   5m05/+0.2

KMC陸上ｸ

伊藤  遙風(高2)   4m44/+0.9

KMC陸上ｸ

野島  晶(高1)   3m40/+2.0

都南平高

男子高
校

１００ｍ 7/31 小嶋  愛依(小3) 18.39/-1.3

46DASH

播磨  里咲(小3) 19.08/-1.3

KMC陸上ｸ

田中  蘭(小2) 19.89/-1.3

KMC陸上ｸ

谷田  鈴紗(小2) 20.78/-1.3

KMC陸上ｸ

走幅跳 7/31 播磨  里咲(小3)   2m50/+1.5

KMC陸上ｸ

田中  蘭(小2)   2m18/+2.3

KMC陸上ｸ

谷田  鈴紗(小2)   1m82/+3.5

KMC陸上ｸ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙｽﾛｰ 7/31 小嶋  愛依(小3)   6m72

46DASH

女子小
学3年
以下

１００ｍ 7/31 秦  みすず(小6) 13.92/-1.4

青梅ｼﾞｭﾆｱ

山崎  稟々輝(小5) 15.03/+0.1

ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ

高木  柚奈(小6) 15.16/-0.6

KMC陸上ｸ

大川  舞美(小5) 15.25/+0.1

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

小野  詩織(小4) 15.44/-0.6

KMC陸上ｸ

高井  梨依亜(小5) 16.09/-1.4

KMC陸上ｸ

山中  花音(小4) 16.31/-1.4

日野JAC

関野  史織(小6) 16.77/+0.1

KMC陸上ｸ

８００ｍ 7/31 山中  花音(小4)  3:08.18

日野JAC

工藤  環奈(小4)  3:17.45

日野JAC

走幅跳 7/31 秦  みすず(小6)   4m08/+1.3

青梅ｼﾞｭﾆｱ

大川  舞美(小5)   3m65/+0.1

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

山崎  稟々輝(小5)   3m37/+1.1

ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ

井上  薫子(小5)   3m33/+1.8

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

小野  詩織(小4)   3m17/+0.1

KMC陸上ｸ

高木  柚奈(小6)   3m11/+1.6

KMC陸上ｸ

渡邉  麗(小5)   2m96/+1.5

KMC陸上ｸ

麻生  友奏(小4)   2m77/+0.7

KMC陸上ｸ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙｽﾛｰ 7/31 松本  莉央(小4)  15m54

46DASH

小泉  璃乃(小4)  14m63

46DASH

田口  陽南子(小5)  11m37

46DASH

藤田  朱莉(小5)   9m73

46DASH

女子小
学4年
以上

１００ｍ 7/31 中口  愛梨(中1) 14.04/-2.7

小山中

田中  里音(中1) 14.05/-2.7

KMC陸上ｸ

井上  里桜(中1) 14.06/-2.3

堺中

小西  優花(中1) 14.11/-1.2

大坂上中

鈴木  莉奈(中1) 14.15/-2.7

鶴牧中

川越  茉緒(中1) 14.16/-2.7

木曽中

馬場  愛羽(中1) 14.25/-2.1

青陵中

奥津  柊(中1) 14.50/-2.3

諏訪中

１５００ｍ 7/31 古見  芽泉(中1)  5:32.19

町田二中

永井  玲衣(中1)  5:39.32

鶴牧中

神田  実優(中1)  5:39.73

八王子四中

大西  菜々(中1)  5:43.17

永山中

関口  若葉(中1)  5:59.00

府中五中

五十子  優菜(中1)  6:05.04

町田一中

松本  京珠(中1)  6:10.16

忠生中

上土井  莉奈(中1)  6:10.42

町田二中

走高跳 7/31 萩原  杏胡(中1) 1m30

八王子四中

細谷  環(中1) 立川国際中 1m20

田島  彩夏(中1) つくし野中

鈴木  二琴(中1) 1m10

立川国際中

菊地  花(中1) 1m10

三田国際学園中

内田  優花(中1) 1m05

堺中

福富  暖香(中1) 三田国際学園中 1m00

松田  涼花(中1) 三田国際学園中

走幅跳 7/31 飯島  三絢(中1)   4m50/-0.1

薬師中

川越  茉緒(中1)   4m35/+1.1

木曽中

鈴木  緒実(中1)   4m30/ 0.0

八王子四中

中口  愛梨(中1)   4m09/ 0.0

小山中

井上  麗子(中1)   3m93/+1.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

中山  陽まり(中1)   3m93/+0.1

諏訪中

小鳥居  星七(中1)   3m92/+1.6

南大谷中

岡本  多結(中1)   3m86/+0.2

諏訪中

砲丸投

(2.721kg)

7/31 大淵  彩楽(中1)   6m05

南多摩中

杉本  陽菜(中1)   5m79

恩方中

原  彩莉奈(中1)   5m35

町田南中

犬塚  菜月(中1)   4m90

三田国際学園中

菱田  夏歩(中1)   4m34

三田国際学園中

女子中
学1年

１００ｍ 7/31 高村  碧海(中2) 13.91/-0.5

三田国際学園中

福士  天音(中2) 13.92/-0.5

町田二中

横山  莉子(中2) 13.95/-0.5

三沢中

千田  美音(中2) 14.01/-0.5

三沢中

熊野  詞(中2) 14.11/-0.9

恩方中

鈴鹿  楓(中2) 14.12/-0.5

忠生中

ｳｸﾞ  ﾁﾑﾀﾞﾙ(中2) 14.15/-1.2

中山中

宮澤  眞花(中2) 14.16/-0.5

三沢中

１５００ｍ 7/31 髙橋  樹莉(中2)  5:06.60

諏訪中

藤澤  季陽(中2)  5:39.13

町田南中

岡部  菜々子(中2)  5:42.67

多摩中

藤田  杏奈(中2)  5:46.46

山崎中

湯浅  みなみ(中2)  5:52.88

永山中

阿部  怜奈(中2)  5:53.78

諏訪中

小林  友香(中2)  5:54.04

多摩中

峯尾  結衣(中2)  5:55.05

恩方中

走幅跳 7/31 岡田  奈菜子(中2)   4m62/+1.1

鶴牧中

芦谷  奈緒(中2)   4m60/+0.7

三田国際学園中

高村  碧海(中2)   4m53/+1.7

三田国際学園中

渡邊  未來(中2)   4m31/+1.0

のざるJAC

横山  莉子(中2)   4m28/+0.9

三沢中

立仙  優月(中2)   4m09/+0.2

つくし野中

熊野  詞(中2)   4m09/+1.4

恩方中

小林  沙月(中2)   4m08/+1.5

堺中

砲丸投

(2.721kg)

7/31 貫井  彩羅(中2)   9m51

NGR三田国際学園中

依田  もあな(中2)   9m43

NGR三田国際学園中

熊谷  奏(中2)   8m83

三沢中

加藤  里紗(中2)   8m19

南大谷中

松本  愛桜(中2)   7m98

恩方中

中野  莉瑚(中2)   6m83

南多摩中

野口  嬉与(中2)   6m56

諏訪中

八巻  陽香(中2)   6m44

東村山一中

女子中
学2年

１００ｍ 7/31 村松  碧(中3) 12.99/-1.8

諏訪中

松本  朱莉(中3) 13.18/-1.8

大坂上中

別所  由希菜(中3) 13.27/-1.8

南多摩中

槇村  せいあ(中3) 13.29/-1.8

KMC陸上ｸ

伊藤  美波(中3) 13.35/-1.2

つくし野中

堀口  美空(中3) 13.41/-1.8

青梅西中

宮川  祐花(中3) 13.58/-1.8

つくし野中

中山  空海(中3) 13.61/-1.2

諏訪中

１５００ｍ 7/31 前田  知花(中3)  5:01.68

中山中

高橋  くるみ(中3)  5:04.61

中山中

森田  楓空(中3)  5:28.02

吾嬬立花中

大村  彩夏(中3)  5:34.19

南大谷中

菊地  花音(中3)  5:40.06

つくし野中

石川  佳夢(中3)  5:40.89

恩方中

走高跳 7/31 藤本  優月(中3) 1m51

=GRつくし野中

増田  愛奈(中3) 1m42

諏訪中

黒澤  ﾏﾘｰｱｲｼｬ(中3) 1m42

恩方中

西川  実花(中3) 1m39

諏訪中

佐藤  ひなの(中3) 1m39

KMC陸上ｸ

工藤  梨音(中3) 1m36

鶴牧中

足立  茄凜(中3) 1m33

八王子四中

浅見  陽彩(中3) 1m30

大坂上中

走幅跳 7/31 井上  可蓮(中3)   4m80/+1.2

八王子四中

堀口  美空(中3)   4m66/+3.3

青梅西中

藤野  結葵(中3)   4m43/+2.0

薬師中

岡本  雪乃(中3)   4m27/+1.9

恩方中

池田  聖奈(中3)   3m92/+0.5

山崎中

地蔵  凛(中3)   3m19/+1.4

東村山一中

砲丸投

(2.721kg)

7/31 横田  優(中3)  11m40

NGR吾嬬立花中

遠藤  実千友(中3)   8m89

吾嬬立花中

向野  陽菜(中3)   8m30

大坂上中

杉山田  優奈(中3)   7m29

南多摩中

女子中
学3年

２００ｍ 7/31 村松  碧(中3) 25.86/-0.0

NGR諏訪中

別所  由希菜(中3) 26.63/-0.0

南多摩中

伊藤  美波(中3) 27.34/-0.0

つくし野中

麦島  萌々七(中3) 27.59/-0.0

木曽中

宮川  祐花(中3) 27.86/-0.9

つくし野中

中山  空海(中3) 27.97/-0.9

諏訪中

稲見  明莉(中3) 28.16/-0.0

吾嬬立花中

酒井  澪(中3) 28.45/-0.9

三田国際学園中

１００ｍＨ

(0.762m)

7/31 槇村  せいあ(中3) 14.81/-1.2

KMC陸上ｸ

佐藤  ひなの(中3) 15.21/-1.2

KMC陸上ｸ

小林  優夏(中3) 15.84/-1.2

つくし野中

西川  実花(中3) 16.03/-1.2

諏訪中

松本  朱莉(中3) 16.19/-1.2

大坂上中

増谷  心奏(中3) 16.39/-1.2

つくし野中

藤本  優月(中3) 16.61/-1.2

つくし野中

蘆田  希実(中1) 16.80/-0.7

KMC陸上ｸ

４×１００ｍ 7/31 多摩諏訪中A 50.79

NGR増田  愛奈(中3)

村松  碧(中3)

中山  空海(中3)

西川  実花(中3)

つくし野中A 51.86

宮川  祐花(中3)

伊藤  美波(中3)

押田  心寧(中2)

立仙  優月(中2)

ＫＭＣ陸上ク 52.26

蘆田  希実(中1)

佐藤  ひなの(中3)

田中  里音(中1)

槇村  せいあ(中3)

忠生中A 53.83

鈴鹿  楓(中2)

根本  琳(中2)

猪又  美幸(中3)

荒木  明日香(中3)

日野･三沢中 53.90

鳥山  菜月(中2)

宮澤  眞花(中2)

横山  莉子(中2)

千田  美音(中2)

つくし野中C 54.23

畠山  芽(中3)

萩澤  愛唯(中3)

菊地  花音(中3)

小林  優夏(中3)

三田国際学園中A 54.30

貫井  彩羅(中2)

高村  碧海(中2)

依田  もあな(中2)

芦谷  奈緒(中2)

南多摩中C 54.75

小川  紗穂(中3)

別所  由希菜(中3)

杉山田  優奈(中3)

坪井  舞香(中3)

女子中
学共通

１００ｍ 7/31 中井  さとよ(高2) 13.28/-0.3

三田国際学園高

田村  優衣(高2) 13.37/-0.3

拓大一高

児玉  夏海(高2) 13.41/-1.2

三田国際学園高

吉田  若菜(高2) 13.44/-0.3

都南平高

射場  なつみ(高1) 13.69/+0.9

拓大一高

日置  茉緒(高2) 13.82/-0.3

三田国際学園高

柴  帆奈(高1) 13.83/-1.2

都南平高

髙橋  温(高1) 13.85/-0.3

三田国際学園高

２００ｍ 7/31 中井  さとよ(高2) 27.74/-1.8

三田国際学園高

児玉  夏海(高2) 27.85/-1.8

三田国際学園高

飯田  琴美(高2) 28.91/-1.8

KMC陸上ｸ

堀内  理緒(高2) 29.06/-1.8

三田国際学園高

小美濃  真尋(高1) 29.74/-1.8

拓大一高

田村  恵美莉(高2) 30.86/-1.8

三田国際学園高

重  亜沙美(高2) 31.15/-1.8

三田国際学園高

８００ｍ 7/31 嶋津  愛海(高2)  2:43.98

KMC陸上ｸ

臼井  琴美(高1)  2:44.99

都南平高

森  小倖(高2)  2:48.37

都南平高

１５００ｍ 7/31 関野  愛里(高1)  5:18.70

拓大一高

嶋津  愛海(高2)  5:30.76

KMC陸上ｸ

石川  里菜(高2)  5:47.35

拓大一高

竹内  香穏(高1)  6:24.31

八王子東高

走高跳 7/31 宮田  絹江(高2) 1m55

NGR三田国際学園高

日置  茉緒(高2) 1m35

三田国際学園高

走幅跳 7/31 髙橋  温(高1)   4m40/+0.5

三田国際学園高

小美濃  真尋(高1)   4m04/+1.6

拓大一高

女子高
校

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）


