
　２０１９年　東京都中学校地域別陸上競技大会　ランキング表① 　　　

１年男子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 12.50 +0.6 宗形　涼太 (1) 三　鷹 三鷹三
2. 12.67 -0.4 山本　隼暉 (1) 杉　並 國學院久我山

3. 12.69 +0.5 津島　彪冴 (1) 町　田 町田二
4. 12.72 -0.6 中村　佳捺汰 (1) 武蔵野 成　蹊
5. 12.74 +0.6 片岡　勇人 (1) 府　中 府中三
6. 12.75 -1.6 奥井　進平 (1) 江戸川 小岩三
7. 12.80 +0.4 熊田　寛 (1) 府　中 府中二
8. 12.81 -0.1 加納　名流 (1) 府　中 府中八
9. 12.82 -0.9 中島　崇太 (1) 三　鷹 三鷹一

10. 12.85 -1.4 早坂　朋弥 (1) 小金井 武蔵野東

２年男子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 11.33 +1.5 栗原　主玖 (2) 江戸川 松江四
2. 11.62 +2.6 東　隆翔 (2) 八王子 南多摩
3. 11.64 +1.8 武藏　大地 (2) 練　馬 南が丘
4. 11.68 +2.3 飯澤　航洋 (2) 板　橋 赤塚二
5. 11.71 +3.2 五味　優太 (2) 町　田 南大谷
6. 11.72 +1.2 東　柾利 (2) 世田谷 船橋希望
7. 11.73 +1.8 鮎川　大輝 (2) 調　布 調布三
8. 11.76 +1.3 諸隈　航 (2) 町　田 日大三
9. 11.79 -0.1 池田　優世 (2) 葛　飾 亀　有

10. 11.86 -0.8 金　寛人 (2) 板　橋 板橋一
10. 11.86 +0.7 菅原　優太 (2) 八王子 楢　原

３年男子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 11.25 +1.1 中瀬　桜嘉 (3) 立　川 立川九
2. 11.28 -1.7 片山　大地 (3) 杉　並 杉並和田
3. 11.32 +0.8 大澤　友貴 (3) 町　田 町田二
4. 11.35 +1.5 渡辺　光輝 (3) 調　布 神　代
4. 11.35 +1.1 古屋　新太 (3) 世田谷 用　賀
6. 11.38 +1.5 鶴丸　力都 (3) 町　田 小山田
7. 11.48 +1.3 渡邊　凜太郎 (3) 町　田 鶴　川
8. 11.49 +0.7 杉野　辰磨 (3) 昭　島 拝　島
8. 11.49 -0.7 谷　和士 (3) 八王子 横　山

10. 11.51 -0.3 谷川　友哉 (3) 西東京 田無四

共通男子２００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 22.86 +1.5 古屋　新太 (3) 世田谷 用　賀

2. 23.08 -0.1 中本　太一 (3) 江　東 亀　戸
3. 23.15 -0.8 林　明良 (3) 品　川 攻玉社
4. 23.17 +0.9 谷　和士 (3) 八王子 横　山

5. 23.19 +2.1 中村　駿太朗 (3) 渋　谷 渋　谷

6. 23.29 +0.5 三浦　泰廉 (3) 江戸川 南葛西
7. 23.31 +2.3 大澤　友貴 (3) 町　田 町田二
8. 23.34 +1.7 古川　謙慎 (3) 日　野 日野二
9. 23.42 +1.5 永野　嶺 (3) 八王子 穎明館

10. 23.43 +2.0 大門　龍平 (3) 練　馬 南が丘

共通男子４００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 52.09 添田　勇翔 (3) 足　立 千寿桜堤
2. 52.92 髙野　航季 (3) 八王子 南多摩
3. 53.09 吉川　昂輝 (3) 大　田 貝　塚
4. 53.18 山本　守凛 (3) 中　野 明大中野
5. 53.23 田邊　泰幹 (3) 国分寺 国分寺五
6. 53.49 小川　慶生 (3) 町　田 つくし野
7. 53.69 岡田　時人 (3) 八王子 八王子四
8. 53.77 御子神　圭 (3) 国　立 桐　朋
9. 53.85 木村　広志 (3) 府　中 府中八

10. 54.25 八波　夏毅 (3) 八王子 椚　田

共通男子８００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  2:01.55 爲政　龍大 (3) 台　東 柏　葉
2.  2:01.82 大竹　爾喜 (3) 西東京 ひばりが丘
3.  2:02.03 桜井　遥之丞 (3) 江戸川 南葛西
4.  2:02.05 寺田　向希 (2) 立　川 立川五
5.  2:02.08 鈴木　宏太郎 (3) 調　布 神　代
6.  2:03.48 松田　岬汰 (3) 小　平 小平三
7.  2:04.06 小松　幹汰 (3) 青　梅 青梅西
8.  2:04.57 釘貫　航 (3) 町　田 金　井
9.  2:04.62 小林　蒼平 (3) 葛　飾 立　石

10.  2:04.70 田路　凌大 (3) 北　　 十条富士見

１年男子１５００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  4:24.88 神邑　亮佑 (1) 江戸川 葛西二
2.  4:36.65 吉澤　登吾 (1) 国　立 桐　朋
3.  4:37.82 角張　　凛 (1) 豊　島 西池袋
4.  4:38.09 向津　翼 (1) 文　京 音　羽
5.  4:45.83 中野　康生 (1) 杉　並 日大二
6.  4:46.71 増田　陸斗 (1) 足　立 足立十一
7.  4:46.76 中村　佑真 (1) 足　立 足立十一
8.  4:47.32 中里　温明 (1) 江戸川 二之江
9.  4:50.70 深澤　宏樹 (1) 大　田 大森七

10.  4:51.18 井口　隼斗 (1) 板　橋 志村三

共通男子１５００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  4:13.90 田中　純 (3) 練　馬 開進四
2.  4:15.78 本間　創 (3) 江戸川 南葛西
3.  4:15.91 伊藤　大和 (3) 江　東 第二砂町
4.  4:17.10 三井　悠暉 (3) 港　　 芝
5.  4:17.74 髙木　　陽 (3) 練　馬 大泉西
6.  4:18.21 及川　雄翔 (2) 江戸川 清新一
7.  4:18.69 伊藤　匠海 (3) 八王子 椚　田
8.  4:18.83 三好　修司 (3) 港　　 芝
9.  4:18.86 髙見　隼人 (3) 世田谷 千　歳

10.  4:19.09 平井　璃空 (2) 武村山 村山学園

共通男子３０００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  9:03.29 田中　純 (3) 練　馬 開進四
2.  9:04.80 花井　日友雅 (3) 葛　飾 一之台
3.  9:07.18 本間　創 (3) 江戸川 南葛西
4.  9:08.78 永野　佑迅 (3) 豊　島 学習院
5.  9:11.31 山室　陽太 (3) 練　馬 開進二
6.  9:12.12 中村　柊一 (2) 大　田 東　蒲
7.  9:12.94 三井　悠暉 (3) 港　　 芝
8.  9:15.31 伊藤　卓斗 (3) 江　東 深川四
9.  9:15.67 三好　修司 (3) 港　　 芝

10.  9:19.19 鈴木　耕太郎 (3) 国分寺 国分寺一

共通男子１１０ｍH
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 14.73 +0.6 大谷　優斗 (3) 多　摩 落　合
2. 14.99 -0.4 堂端　晴琉 (3) 江　東 亀　戸
3. 15.01 +1.0 大野　広文 (3) 立　川 立川四
4. 15.56 +2.1 関　昭斗 (3) 葛　飾 東金町
5. 15.81 -0.4 石原　叶翔 (3) 八王子 浅　川
6. 15.84 -0.4 城野　哲郎 (3) 豊　島 本　郷
7. 15.95 -1.0 伊藤　良晟 (3) 町　田 山　崎
8. 15.97 -0.1 吉岡　稜平 (3) 練　馬 大　泉
9. 16.05 +1.2 瀬戸　凱 (3) 江戸川 鹿　骨

10. 16.13 +1.3 鎌田　孝道 (3) 八王子 恩　方

低学年男子４×１００ｍR
記録 学校名 支　部

1. 48.84 府中八 府　中
2. 49.42 南多摩 八王子
3. 49.60 南大谷 町　田
4. 49.91 神代 調　布
5. 50.24 調布三 調　布
6. 50.30 小岩三 江戸川
7. 50.45 町田二 町　田
8. 50.47 府中二 府　中
9. 50.49 国分寺一 国分寺

10. 50.54 堺 町　田

共通男子４×１００ｍR
記録 学校名 支　部

1. 44.78 亀戸 江　東
2. 45.09 駒場東邦 世田谷
3. 45.37 椚田 八王子
4. 45.51 小山田 町　田
5. 45.56 日野一 日　野
6. 45.65 成城 新　宿
7. 45.67 日大三 町　田
8. 45.69 第二砂町 江　東
9. 45.79 桐朋 国　立

10. 45.90 攻玉社 品　川
10. 45.90 鶴川二 町　田

共通男子走高跳
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 1m85 佐藤　虹太郎 (3) 練　馬 石神井西

2. 1m82 相原　悠人 (3) 荒　川 諏訪台

3. 1m73 髙嶋　一帆 (3) 江戸川 小岩三

4. 1m68 金田　翔太郎 (3) 荒　川 南千住二

4. 1m68 松島　丈斗 (3) 葛　飾 奥　戸

4. 1m68 田中　健斗 (3) 渋　谷 松　濤

4. 1m68 山本　敦士 (3) 調　布 調布三

4. 1m68 五十嵐　優一 (3) 立　川 立川五

4. 1m68 林　大地 (3) 昭　島 拝　島

4. 1m68 渡辺　倖弘 (3) 西東京 田無一

4. 1m68 柳田　俊 (2) 国　立 桐　朋
4. 1m68 入谷　瑠 (3) あきる野 五日市

１年男子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   5m14 ±0.0 岡崎　冨 (1) 江　東 大　島
2.   5m13 +1.7 足立　直緒己 (1) 練　馬 練馬中村
3.   4m98 ±0.0 香山　颯汰 (1) 足　立 足立九
4.   4m97 -0.3 杉田　淳 (1) 江戸川 小岩五
5.   4m94 -1.4 小椋　南 (1) 江　東 亀　戸
6.   4m93 -0.2 加納　名流 (1) 府　中 府中八
7.   4m92 -0.2 宮坂　怜皇 (1) 江戸川 南葛西二
8.   4m90 ±0.0 守屋　遥翔 (1) 東大和 東大和一
8.   4m90 -0.4 津島　彪冴 (1) 町　田 町田二
8.   4m90 -0.8 奥井　進平 (1) 江戸川 小岩三

共通男子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   6m37 ±0.0 杉野　辰磨 (3) 昭　島 拝　島
2.   6m36 ±0.0 外島　大翔 (3) 江　東 第三亀戸
3.   6m25 +0.9 佐藤　匠真 (3) 練　馬 石神井西
4.   6m24 +2.2 岡部　拓海 (3) 八王子 八王子四
5.   6m23 +1.9 中瀬　桜嘉 (3) 立　川 立川九
6.   6m12 +0.2 前田　修吾 (3) 練　馬 谷　原
7.   6m11 +1.7 髙原　一希 (2) 立　川 立川七
8.   6m08 +0.3 吉良　光平 (3) 世田谷 世田谷桜丘
8.   6m08 +1.0 中上　飛河 (3) 稲　城 稲城二

10.   6m07 +1.2 渡辺　蓮 (3) 清　瀬 清瀬三

共通男子砲丸投
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  12m78 三橋　風太 (3) 調　布 調布三

2.  11m17 岡本　陽資 (3) 世田谷 駒場東邦

3.  10m76 ﾁｬﾝﾗ　ﾌｨｰｺﾞ (3) あきる野 御　堂

4.  10m49 須藤　隼斗 (3) 江　東 深川五

5.  10m44 ﾍｲｳﾞﾝ　光汰吉田 (3) 世田谷 三田国際

6.  10m26 山﨑　澪 (3) 葛　飾 葛飾新宿

7.  10m17 石島　健太郎 (3) 北　　 十条富士見

8.  10m16 染谷　拓海 (3) 練　馬 練　馬

9.  10m15 櫻井　ﾗﾑﾃｨﾝ (3) 板　橋 高島二

10.  10m06 梅田　義博 (3) 小　平 上　水



　２０１９年　東京都中学校地域別陸上競技大会　ランキング表② 　　　　　

１年女子８００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  2:22.60 中尾　夕菜 (1) 町　田 町田南
2.  2:30.27 矢作　彩音 (1) 江戸川 松江六
3.  2:31.13 村上　芽衣 (1) 荒　川 南千住二
4.  2:31.45 野口　麻衣子 (1) 大　田 出　雲
5.  2:32.28 大塚　あかり (1) 台　東 忍　岡
6.  2:32.53 大畑　晴菜 (1) 日　野 大坂上
7.  2:32.53 多治見　優 (1) 足　立 東島根
8.  2:32.82 熊倉　花萌 (1) 羽　村 羽村一
9.  2:32.83 松尾　茄南 (1) 稲　城 稲城二

10.  2:33.08 宇野　木花 (1) 西東京 青　嵐

共通男子四種競技
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 2431 板山　光太朗 (3) 練　馬 開進一
2. 2313 高橋　諒 (2) 国　立 桐　朋
3. 2272 大谷　優斗 (3) 多　摩 落　合
4. 2256 中本　太一 (3) 江　東 亀　戸
5. 2247 鮎川　大輝 (2) 調　布 調布三
6. 2105 鎌田　孝道 (3) 八王子 恩　方
7. 2080 大野　広文 (3) 立　川 立川四
8. 2074 荒井　遼大 (3) 青　梅 青梅新町
9. 2048 島野　楓真 (2) 北　　 十条富士見

10. 2040 渡辺　敬耀 (3) 武蔵野 成　蹊

1年女子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 13.05 +0.5 ﾛｽ　瑚花ｱﾃﾞｨｱ (1) 世田谷 駒　沢

2. 13.17 +0.8 ﾇﾜｴﾒ　ｸﾞﾚｰｽ (1) 港　　 白金の丘

3. 13.24 -1.4 𣘺本　天青大 (1) 江戸川 二之江

4. 13.50 +0.4 明石　侑奈 (1) 調　布 調布三

5. 13.55 +0.5 小若　歩羽 (1) 足　立 足立十二

5. 13.65 -0.7 高橋　小蒔 (1) 葛　飾 高　砂

7. 13.74 +1.9 内田　帆風 (1) 葛　飾 金　町

8. 13.75 +0.8 多治見　優 (1) 足　立 東島根

9. 13.76 +0.8 石澤　結菜 (1) 葛　飾 葛飾新宿

10. 13.79 -0.3 千葉　玲奈 (1) 杉　並 松　溪

２年女子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 12.90 +1.1 新奥　恵香 (2) 八王子 ひよどり山
2. 12.99 +2.2 醍醐　未玖 (2) 小　平 小平二
3. 13.03 +1.7 倉崎　なつみ (2) 葛　飾 立　石
4. 13.09 +0.5 長谷部　可蓮 (2) 板　橋 高島一
5. 13.13 -0.5 三上　アミナ (2) 江　東 深川三
5. 13.13 +1.7 川﨑　啓子 (2) 練　馬 石神井西
7. 13.15 +1.7 来山　柚子 (2) 府　中 府中六
7. 13.15 +1.1 岩竹　彩加里 (2) 墨　田 吾嬬立花
9. 13.18 +0.3 田沼　今日子 (2) 世田谷 駒　沢

10. 13.20 +1.1 中村　彩良 (2) 府　中 府中八

３年女子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 12.49 +0.7 佐藤　結月 (3) 江戸川 小岩三
2. 12.57 -0.7 上島　周子 (3) 世田谷 昭和女子大附

3. 12.70 +3.3 藤島　明日賀 (3) 練　馬 光が丘三
4. 12.74 +1.5 有村　実寿々 (3) 文　京 筑波大附
5. 12.76 +0.8 関田　結穂 (3) 小金井 武蔵野東
6. 12.79 -0.6 板垣　唯来 (3) 江　東 第二砂町
7. 12.85 +0.2 遅澤　朱音 (3) 葛　飾 葛　美
7. 12.85 ±0.0 宮島　和花 (3) 杉　並 阿佐ヶ谷
9. 12.89 +1.7 大和　乃々佳 (3) 江戸川 松江六

10. 12.91 +0.8 上田　彩月 (3) 練　馬 石神井西

共通女子２００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 25.90 -2.4 板垣　唯来 (3) 江　東 第二砂町
2. 26.01 +2.5 佐藤　結月 (3) 江戸川 小岩三
3. 26.07 -0.2 有村　実寿々 (3) 文　京 筑波大附
4. 26.29 -1.5 弥永　優希 (3) 葛　飾 金　町
5. 26.35 +0.9 宮島　和花 (3) 杉　並 阿佐ヶ谷
6. 26.37 +0.4 森　優月 (3) 世田谷 三田国際
7. 26.55 ±0.0 関田　結穂 (3) 小金井 武蔵野東
8. 26.57 +1.0 宮村　真実 (3) 多　摩 諏　訪
9. 26.67 +3.7 遅澤　朱音 (3) 葛　飾 葛　美
9. 26.67 +1.1 荒井　凜月 (3) 府　中 府中四

2.3年女子８００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  2:22.17 石上　栞理 (3) 足　立 東綾瀬
2.  2:23.20 大木　志桜 (2) 府　中 明星中学
3.  2:24.24 磯野　友希 (3) 江戸川 鹿　骨
4.  2:24.53 緑川　莉亜 (3) 八王子 石　川
5.  2:24.71 大渕　葵 (2) 八王子 南多摩
6.  2:24.79 阿比留　まい (3) 渋　谷 代々木
7.  2:24.93 田中　優菜 (2) 足　立 西新井
8.  2:25.42 鈴木　翼沙 (3) 世田谷 千　歳
9.  2:25.65 木田　輝 (2) 練　馬 光が丘三

10.  2:25.75 林　侑希子 (2) 葛　飾 金　町

共通女子１５００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  4:41.10 小倉　紘 (3) 町　田 町田一
2.  4:45.09 石上　栞理 (3) 足　立 東綾瀬
3.  4:45.79 大木　志桜 (2) 府　中 明星中学
4.  4:49.20 勝　くるみ (3) 小　平 小平四
5.  4:49.75 岡　夢乃 (3) 町　田 町田南
6.  4:50.15 堀井　海 (2) 足　立 足立十一
7.  4:50.19 緑川　莉亜 (3) 八王子 石　川
8.  4:52.33 松井　晴希 (2) 杉　並 向　陽
9.  4:53.31 磯野　友希 (3) 江戸川 鹿　骨

10.  4:53.82 伊藤　実生 (2) 世田谷 駒　沢

共通女子１００ｍＨ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 14.89 +1.3 山﨑　花菜子 (3) 多　摩 落　合
2. 14.97 +2.2 大野　華奈 (3) 足　立 足立十一
3. 15.10 +1.7 岡　小春 (3) 福　生 福生二
4. 15.23 +0.7 菊竹　舞 (3) 町　田 堺
5. 15.31 +0.2 宮田　稜子 (3) 八王子 由　井
6. 15.32 +2.2 醍醐　未玖 (2) 小　平 小平二
7. 15.33 +1.2 遠藤　心美 (3) 調　布 調布三
8. 15.40 +2.8 田中　美優 (1) 渋　谷 渋谷本町学園

9. 15.45 +2.0 久保下　愛子 (3) 板　橋 赤塚一
10. 15.47 +3.7 藤原　結衣 (3) 町　田 山　崎

低学年女子4×１００ｍＲ
記録 学校名 支部

1. 53.05 二之江 江戸川
2. 53.73 深川三 江　東
3. 53.78 駒沢 世田谷
4. 53.81 金町 葛　飾
5. 54.20 石神井西 練　馬
6. 54.39 稲城二 稲　城
7. 54.84 滝野川紅葉 北　　
8. 54.90 練馬中村 練　馬
9. 55.03 八王子一 八王子

10. 55.09 小山田 町　田

共通女子４×１００ｍR
記録 学校名 支　部

1. 50.81 深川三 江　東
1. 50.81 駒沢 世田谷
3. 50.87 阿佐ヶ谷 杉　並
4. 50.92 光が丘三 練　馬
5. 51.36 足立十一 足　立
6. 51.48 二之江 江戸川
7. 51.75 大泉 練　馬
8. 51.93 石神井西 練　馬
9. 52.02 福生二 福　生

10. 52.14 谷原 練　馬

共通女子走高跳
記録 氏名 支　部 学校名

1. 1m59 佐藤　沙弥花 (2) 府　中 府中六

2. 1m56 宇野　華音 (3) 大　田 大森四

2. 1m56 篠﨑　愛里 (2) 八王子 八王子二

2. 1m56 森崎　優希 (2) 八王子 八王子六

5. 1m53 中山　幸来 (2) 福　生 福生一

6. 1m50 川﨑　未来 (3) 北　　 十条富士見

6. 1m50 高宮　芙季 (3) 西東京 田無四

6. 1m50 大口　桃果 (3) 青　梅 青梅新町

6. 1m50 坂本　恵美 (3) 八王子 八王子学園

１年女子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   4m83 +0.3 真野　友芭 (1) 八王子 八王子学園
2.   4m66 -0.1 田中　美優 (1) 渋　谷 渋谷本町学園

3.   4m46 +0.5 手島　花奈 (1) 八王子 椚　田
4.   4m38 ±0.0 明石　侑奈 (1) 調　布 調布三
4.   4m38 +0.6 加藤　優奈 (1) 町　田 桜美林
6.   4m37 -0.5 宮澤　美桜 (1) 八王子 八王子二
7.   4m30 +0.3 村松　瑠奈 (1) 小金井 武蔵野東
8.   4m29 -0.2 中河　愛海 (1) 府　中 府中九
8.   4m29 +1.2 仮屋　愛優 (1) 稲　城 稲城三

10.   4m25 +1.3 山田　南 (1) 葛　飾 立　石

２．３年女子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   5m40 +1.4 鈴木　真愛華 (3) 青　梅 吹　上
2.   5m32 +1.6 菊竹　舞 (3) 町　田 堺
3.   5m30 -0.9 宮本　里乃亜 (2) 渋　谷 松　濤
4.   5m24 +1.6 宮田　稜子 (3) 八王子 由　井
5.   5m12 +0.9 渡邊　希咲 (3) 板　橋 高島三
6.   5m07 +1.4 小川　和那 (3) 府　中 府中四
7.   5m05 +0.4 小宮　愛子 (3) 練　馬 練馬中村
8.   5m03 +0.3 桐井　瑞季 (3) 世田谷 梅　丘
9.   5m02 +0.6 森山　にこ (3) 府　中 府中八
9.   5m02 -0.2 大友　愛子 (3) 東村山 東村山七

共通女子砲丸投
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  12m10 尾崎　明維 (2) 府　中 府中六
2.  11m70 二村　優里香 (3) 多　摩 落　合
3.  11m01 比留間　沙奈 (3) 品　川 八潮学園
4.  10m82 星野　紗良 (3) 世田谷 三田国際
5.  10m77 髙山　海歩 (3) 江戸川 上一色
6.  10m70 本多　真那 (3) 武村山 村山学園
7.  10m66 上原　彩香 (3) 江　東 深川二
8.  10m45 川﨑　未来 (3) 北　　 十条富士見
9.  10m38 新村　心結 (3) 八王子 恩　方

10.  10m09 橋本　智華 (3) 福　生 福生二

共通女子四種競技
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 2905 遠藤　心美 (3) 調　布 調布三
2. 2724 下元　香凜 (2) あきる野 御　堂
3. 2452 和田　桃李 (3) 葛　飾 葛　美
4. 2394 佐藤　芽依 (3) 稲　城 稲城四
5. 2382 篠﨑　愛里 (2) 八王子 八王子二
6. 2343 小野澤　佳乃 (3) 北　　 十条富士見
7. 2332 森山　にこ (3) 府　中 府中八
8. 2184 小泉　璃莉 (3) 府　中 府中八
9. 2177 木我　波夢 (3) 町　田 つくし野

10. 2158 富田　心乃 (3) 練　馬 開進四


