
２年男子１００ｍ 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 11.51 1.8 1138 河田　凌 (2) 大　田 出　雲

2 11.66 1.8 2231 豊島　悠真 (2) 葛　飾 立　石

3 11.67 3.1 824 岡崎　冨 (2) 江　東 大　島

4 11.83 4.7 2165 浦野　了 (2) 足　立 六　月

5 11.90 2.2 805 春本　想輔 (2) 江　東 深川三

6 11.97 2.2 809 内藤　航 (2) 江　東 深川五

7 12.01 2.4 2305 伊藤　大智 (2) 江戸川 小松川三

8 12.05 3.8 2115 大久保　透羽 (2) 足　立 足立十一

12.05 3.1 2150 新沼　裕己 (2) 足　立 伊　興

12.11 0.9 817 村岡　隼人 (2) 江　東 亀　戸

12.12 3.1 2360 関口　優太 (2) 江戸川 小岩三

12.16 4.4 2322 片岡　十葵 (2) 江戸川 葛　西

12.17 2.6 1143 岡安　侑志 (2) 大　田 南六郷

12.18 3.1 2151 佐竹　竜弥 (2) 足　立 花畑北

12.18 2.5 1137 酒井　涼太郎 (2) 大　田 出　雲

区部西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 11.45 0.0 2068 藤原　駿成 (2) 練　馬 光が丘三

2 11.81 3.0 521 鈴木　司 (2) 文　京 小石川中等

3 11.84 3.6 1631 戸島　新  (2) 豊　島 城　西

4 11.86 -0.9 1424 野間　隼人 (2) 中　野 都立富士

5 11.86 1.7 1632 高沼　幸太  (2) 豊　島 城　西

6 11.87 1.6 1311 北村　朗生 (2) 渋　谷 松　濤

7 12.09 0.1 1615 菊地　悠太 (2) 豊　島 明　豊

8 12.11 2.0 1557 山本　　隼暉 (2) 杉　並 國學院久我山

12.12 0.9 1303 廣中　泰祐 (2) 渋　谷 鉢　山

１２秒１８まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

８名



共通男子２００ｍ 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 22.85 -0.6 2223 杉本　晴駿 (3) 葛　飾 大　道

2 23.39 -1.0 2230 池田　優世 (3) 葛　飾 亀　有

3 23.69 -0.4 2229 池田　大世 (3) 葛　飾 亀　有

4 23.88 -1.5 1138 河田　凌 (2) 大　田 出　雲

5 23.97 -1.6 1821 松江　遼大 (3) 荒　川 開　成

6 24.10 -0.4 802 町野　豪紀 (3) 江　東 深川一

7 24.10 -0.4 325 西山　靖一朗 (3) 港　　 麻　布

8 24.23 -1.5 2122 大森　克己 (3) 足　立 足立十四

24.24 -0.6 333 風間　晨 (3) 港　　 広尾学園

24.38 0.1 2121 林　郁斗 (3) 足　立 足立十四

24.42 -0.4 1803 山﨑　海誠 (3) 荒　川 荒川三

24.49 -1.6 334 内田　誠也 (3) 港　　 広尾学園

24.54 -1.6 2115 平中　暖樹 (3) 足　立 足立十一

24.57 -0.7 801 尾下　禾一 (3) 江　東 深川一

24.61 -0.4 713 板垣　拓志 (3) 墨　田 寺　島

24.64 0.1 1135 秋山　航太 (3) 大　田 糀　谷

24.66 -0.6 107 橘　亮人 (3) 千代田 暁　星

24.79 -0.6 1113 濟木　陸 (3) 大　田 貝　塚

24.94 -1.6 703 石原　悠三 (3) 墨　田 本　所

25.01 -0.7 2119 佐々木　天翔 (3) 足　立 足立十三

区部西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 23.70 -1.2 1243 髙橋　知宏 (3) 世田谷 千　歳

2 24.23 0.8 1517 鎌田　羽琉 (3) 杉　並 中　瀬

3 24.27 -1.0 1937 海老原　聖哉 (3) 板　橋 赤塚二

4 24.35 -1.5 1263 桂島　悠 (3) 世田谷 駒場東邦

5 24.56 -1.0 2033 星野　大和 (3) 練　馬 石神井西

6 24.64 -0.1 1923 宮澤　太陽 (3) 板　橋 中　台

7 24.77 -1.0 2017 大場　大輔 (3) 練　馬 北　町

8 24.84 -0.1 2067 田中　歩 (3) 練　馬 光が丘三

24.86 0.0 1429 菅野　圭祐 (3) 中　野 宝仙学園

25.05 -1.5 1425 青松　凌里 (3) 中　野 東大附属

25.07 -0.1 1711 八巻　健真 (3) 北　　 王子桜

25.14 0.8 2039 片山　空乃助 (3) 練　馬 大泉学園

※ 1935 有賀　宙 (3) 板　橋 赤塚一 ※救済措置

２５秒１４まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名



共通男子８００ｍ 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  2:02.77 2349 伊藤　大輝 (3) 江戸川 鹿　骨

2  2:02.78 1153 山﨑　悠貴 (3) 大　田 東　蒲

3  2:04.60 2336 及川　雄翔 (3) 江戸川 清新一

4  2:06.06 335 宮元　蒼 (3) 港　　 高　輪

5  2:08.64 2354 菊地　大和 (3) 江戸川 篠崎二

6  2:09.93 2115 山内　虎次郎 (3) 足　立 足立十一

7  2:11.88 2116 中村　佑真 (2) 足　立 足立十一

8  2:12.52 2204 中込　蒼 (3) 葛　飾 金　町

 2:12.70 2358 吉田　周平 (3) 江戸川 小岩二

 2:12.72 2357 八木沢　朱雀 (3) 江戸川 小岩二

 2:12.93 2135 貝塚　祐 (1) 足　立 竹の塚

 2:13.16 2327 衛本　和弘 (3) 江戸川 南葛西

 2:13.80 2203 水野　春久 (3) 葛　飾 金　町

 2:15.64 1123 深澤　宏樹 (2) 大　田 大森七

区部西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  2:05.48 1425 関澤　情 (3) 中　野 東大附属

2  2:07.50 1205 横山　拓真 (3) 世田谷 松　沢

3  2:07.93 1949 田中　優樹 (3) 板　橋 城　北

4  2:08.05 2016 阿比留　天平 (3) 練　馬 開進四

5  2:08.34 2033 中村　悠人 (3) 練　馬 石神井西

6  2:10.06 421 井上　湧有 (3) 新　宿 早稲田

7  2:10.25 411 久保　遥斗 (3) 新　宿 西新宿

8  2:10.66 521 荻田　智輝 (3) 文　京 小石川中等

 2:10.79 419 岡村　享一 (3) 新　宿 新宿西戸山

 2:10.95 2015 内山　遼太郎 (3) 練　馬 開進四

 2:11.83 1518 堀川　裕生 (3) 杉　並 中　瀬

 2:12.97 1927 林　春空 (2) 板　橋 上板橋二

 2:13.06 2040 高岩　海月 (3) 練　馬 大泉学園

 2:13.27 2025 三宅　　亮 (3) 練　馬 豊　渓

 2:13.67 1621 小林　大洋 (3) 豊　島 巣　鴨

 2:14.79 1916 井口　隼斗 (2) 板　橋 志村三

 2:15.18 2011 本間　虎太朗 (3) 練　馬 開進二

 2:15.45 519 向津　翼 (2) 文　京 音　羽

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名

２分１５秒６４まで



共通男子４００ｍＲ 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 学校名 支部 １走 ２走 ３走 ４走

1 45.62 小岩三 江戸川 田村　佑太 (3) 齋藤　裕人 (3) 長野　史歩 (3) 髙橋　由樹 (3)

2 46.05 足立十四 足　立 山口　大地 (3) 大森　克己 (3) 林　郁斗 (3) 瀬谷　駿風 (3)

3 46.51 鹿骨 江戸川 平岡　颯馬 (3) 金城　魁竜 (3) 長妻　雄飛 (3) 伊藤　大輝 (3)

4 46.58 深川一 江　東 秋本　丈太朗 (2) 町野　豪紀 (3) 樋浦　彰吾 (3) 尾下　禾一 (3)

5 46.58 出雲 大　田 酒井　涼太郎 (2) 久原　祐太 (3) 髙橋　翔太 (2) 河田　凌 (2)

6 46.68 篠崎二 江戸川 榎元　豪 (3) 藤原　世名 (3) 安部　陽翔 (3) 福島　翼 (3)

7 47.01 開成 荒　川 泉原　由音 (3) 大矢　孟見 (3) 本村　孝太 (2) 松江　遼大 (3)

8 47.04 南六郷 大　田 鮫島　健太 (3) 山内　陸翔 (3) 本田　守琉 (3) 大和田　芽 (3)

47.10 攻玉社 品　川 隅田　博貴 (3) 中嶋　琉 (3) 酒井　光太朗 (3) 工藤　壮一郎 (3)

47.13 広尾学園 港　　 並木　比呂 (1) 風間　晨 (3) 横山　春陽 (3) 内田　誠也 (3)

47.18 亀戸 江　東 小椋　南 (2) 髙橋　理央 (3) 村岡　隼人 (2) 成田　倭 (3)

47.19 葛西 江戸川 片岡　十葵 (2) 猪瀬　蓮 (3) 児玉　樹紀 (3) 高橋　駿 (3)

区部西部

順位 記録 学校名 支部 １走 ２走 ３走 ４走

1 44.93 赤塚二 板　橋 田中　玲音 (3) 海老原　聖哉 (3) 岩永　優月 (3) 飯澤　航洋 (3)

2 45.65 光が丘三 練　馬 田中　歩 (3) 長谷川　滉 (3) 河合　祐輝 (2) 藤原　駿成 (2)

3 46.15 國學院久我山 杉　並 寺田　直人 (2) 山本　　隼暉 (2) 高林　菱 (2) 中津　将真 (3)

4 46.37 千歳 世田谷 妹尾　優 (3) 髙橋　知宏 (3) 堀内　玲央 (3) 江渕　巧 (3)

5 46.55 船橋希望 世田谷 松本　昂大 (3) 東　柾利 (3) 小林　真士 (3) 塚原　琉資 (3)

6 46.58 石神井西 練　馬 中村　悠人 (3) 小倉　竜也 (3) 小泉　信明 (2) 星野　大和 (3)

7 46.86 中瀬 杉　並 樋口　陽大 (3) 鎌田　羽琉 (3) 竹内　優気 (3) 片山　遼太郎 (3)

8 46.97 緑野 中　野 梨本　湖太郎 (3) 酒井　紀一 (2) 松尾　空 (3) 南雲　結人 (3)

標準記録

通信

４７”３０

+入賞チーム



共通男子走高跳 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 1m73 2360 川口　将英 (3) 江戸川 小岩三

2 1m70 2209 髙木　一真 (3) 葛　飾 奥　戸

3 1m66 611 山口　歩紀 (3) 台　東 柏　葉

4 1m66 2359 山田　蓮乃介 (3) 江戸川 小岩三

5 1m66 841 奥本　怜苑 (3) 江　東 東　陽

6 1m62 2210 井上　恭吾 (2) 葛　飾 奥　戸

7 1m58 839 財賀　翔大 (3) 江　東 第二南砂

8 1m58 2141 大鰐　椋 (2) 足　立 蒲　原

区部西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 1m85 1717 島野　楓真 (3) 北　　 十条富士見

2 1m76 1929 関根　翔和 (3) 板　橋 上板橋三

3 1m73 1011 落合　佑 (3) 目　黒 目黒十一

4 1m70 1208 萩原　大知 (3) 世田谷 駒　沢

5 1m66 1911 齋藤　充 (3) 板　橋 志村一

6 1m62 1517 片山　遼太郎 (3) 杉　並 中　瀬

7 1m62 1723 吉田　琉海 (3) 北　　 赤羽岩淵

7 1m62 1207 中澤　優 (3) 世田谷 駒　沢

1m58 2033 高橋　慶次 (3) 練　馬 石神井西

1m58 1930 徳重　琉大 (3) 板　橋 上板橋三

標準記録

通信

１ｍ５８

+入賞者



２・３年男子走幅跳 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   6m21 1.5 2231 吉田　輝 (3) 葛　飾 立　石

2   5m89 1.6 803 稲崎　拓己 (3) 江　東 深川二

3   5m87 -0.4 824 岡崎　冨 (2) 江　東 大　島

4   5m73 0.5 810 小佐々　快斗 (2) 江　東 深川五

5   5m65 1.3 2363 杉田　淳 (2) 江戸川 小岩五

6   5m64 0.6 1819 木下　敬心 (3) 荒　川 諏訪台

7   5m45 0.4 2329 宮坂　玲皇 (2) 江戸川 南葛西二

8   5m44 0.4 2121 瀬谷　駿風 (3) 足　立 足立十四

区部西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   6m25 -0.3 1261 武田　知己 (3) 世田谷 筑波大駒場

2   6m20 0.5 1923 宮澤　太陽 (3) 板　橋 中　台

3   5m96 1.7 419 水村　慎 (3) 新　宿 新宿西戸山

4   5m92 0.0 1717 本郷　達也 (3) 北　　 十条富士見

5   5m90 -0.1 2021 安納　潤之佑 (3) 練　馬 貫　井

6   5m78 0.6 545 神津　弘輝 (3) 文　京 日大豊山

7   5m60 0.5 2008 足立　直緒己 (2) 練　馬 練馬中村

8   5m48 1.6 1258 塚原　琉資 (3) 世田谷 船橋希望

標準記録

通信

５ｍ６０

+入賞者



共通男子砲丸投 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  11m35 2117 大室　隼人 (3) 足　立 足立十二

2  10m75 1145 島田　悠慎 (3) 大　田 矢　口

3  10m52 2169 竹田　翔吾 (3) 足　立 千寿桜堤

4   9m47 840 戸田　裕仁 (3) 江　東 第二南砂

5   9m44 1123 黒木　成己 (3) 大　田 大森七

6   9m40 801 朝倉　靖太郎 (3) 江　東 深川一

7   9m36 2217 浅倉　勇武 (3) 葛　飾 桜　道

8   8m98 823 江塚　煌駕 (3) 江　東 大　島

区部西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  12m24 2017 佐藤　雄大 (3) 練　馬 北　町

2  11m52 415 川瀬　輝大 (3) 新　宿 西早稲田

3  10m06 1517 原　央輝 (3) 杉　並 中　瀬

4  10m05 1243 大河原　颯 (3) 世田谷 千　歳

5  10m02 1611 大谷　勇喜 (3) 豊　島 千登世橋

6   9m81 419 倉持　倖大 (3) 新　宿 新宿西戸山

7   9m66 1718 犬嶋　匠 (3) 北　　 十条富士見

8   9m48 1241 杉山　将 (3) 世田谷 烏　山

  9m33 1418 梨本　湖太郎 (3) 中　野 緑　野

  9m23 1235 松本　蒔人 (2) 世田谷 用　賀

  9m19 1620 岡野　湧生 (3) 豊　島 学習院

  9m13 2027 金田　遼平 (3) 練　馬 石神井

  9m05 1937 佐藤　光多 (3) 板　橋 赤塚二

  8m88 2067 髙橋　海志 (2) 練　馬 光が丘三

標準記録

通信

８ｍ８０

+入賞者



２年女子１００ｍ 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 12.70 0.7 2319 本　天青大 (2) 江戸川 二之江

2 12.86 2.0 341 岩本　真帆 (2) 港　　 普連土学園

3 13.44 1.7 2119 藤原　星々来 (2) 足　立 足立十三

4 13.46 1.3 2117 小若　歩羽 (2) 足　立 足立十二

5 13.55 1.3 327 宮原　紫乃 (2) 港　　 慶　應

6 13.60 1.0 2335 飯島　望結 (2) 江戸川 清新一

7 13.66 2.4 806 猪俣　美結 (2) 江　東 深川三

8 13.67 1.2 830 小方　愛紗 (2) 江　東 第二砂町

13.67 0.7 304 杉浦　めい (2) 港　　 白金の丘

13.68 2.4 2115 中田　葵 (2) 足　立 足立十一

13.73 0.3 2205 大角　奏歩 (2) 葛　飾 水　元

13.73 -0.4 2121 浅古　陽茉里 (2) 足　立 足立十四

13.84 0.7 2203 内田　帆風 (2) 葛　飾 金　町

区部西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 12.44 1.0 1207 ロス　瑚花アディア (2) 世田谷 駒　沢

2 13.10 0.5 1279 藤井　南月子 (2) 世田谷 鴎友女子

3 13.16 1.5 2033 長澤　りいらｴﾏﾝﾅ (2) 練　馬 石神井西

4 13.40 -0.1 1243 臼居　歩実 (2) 世田谷 千　歳

5 13.54 -0.2 1945 堀　結里加 (2) 板　橋 高島三

6 13.57 2.4 1511 千葉　玲奈 (2) 杉　並 松　溪

7 13.63 0.2 1417 津下　汐星 (2) 中　野 緑　野

8 13.65 0.5 1418 越永　詩衣梨 (2) 中　野 緑　野

13.66 1.8 1313 田中　美優 (2) 渋　谷 渋谷本町学園

13.68 -0.8 1721 福田　麻結 (2) 北　　 滝野川紅葉

13.75 0.3 1722 青野　由芽 (2) 北　　 滝野川紅葉

１３秒８４まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

８名



共通女子２００ｍ 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 26.55 -0.5 2319 本　天青大 (2) 江戸川 二之江

2 27.04 -0.5 2132 多治見　優 (2) 足　立 東島根

3 27.33 0.0 2231 倉﨑　なつみ (3) 葛　飾 立　石

4 27.84 -0.5 719 岩竹　彩加里 (3) 墨　田 吾嬬立花

5 28.08 -1.0 805 三上　アミナ (3) 江　東 深川三

6 28.10 -0.7 806 萩原　知衣子 (3) 江　東 深川三

7 28.24 -0.5 2145 田中　優菜 (3) 足　立 西新井

8 28.39 -0.5 603 倉井　悠衣 (3) 台　東 忍　岡

28.48 -0.7 2204 田中　愛海瑠 (3) 葛　飾 金　町

28.49 0.2 2320 本間　優来 (3) 江戸川 二之江

28.62 -1.0 2335 飯島　望結 (2) 江戸川 清新一

28.63 -1.9 2357 村上　夢空 (3) 江戸川 小岩二

28.89 0.0 715 柴田　珠里 (3) 墨　田 文　花

28.94 -1.3 1123 川原　彩月 (3) 大　田 大森七

28.94 -0.7 602 遠藤　千佳 (2) 台　東 上　野

28.94 -0.7 2351 髙木　結羽 (3) 江戸川 篠　崎

28.94 0.2 2203 片山　深桜 (3) 葛　飾 金　町

29.10 -1.0 2119 藤原　星々来 (2) 足　立 足立十三

29.11 -0.5 605 平野　小春 (2) 台　東 駒　形

区部西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1 25.92 -1.4 1208 ヌワエメ　グレース (2) 世田谷 駒　沢

2 26.94 -1.4 1941 長谷部　可蓮 (3) 板　橋 高島一

3 27.17 0.3 2034 川﨑　啓子 (3) 練　馬 石神井西

4 27.72 -1.9 2033 長澤　りいらｴﾏﾝﾅ (2) 練　馬 石神井西

5 27.96 -0.6 1911 原　あかり (3) 板　橋 志村一

6 27.98 0.1 2052 稲葉　かれん (3) 練　馬 谷　原

7 28.07 -1.3 1295 中井　さとよ (3) 世田谷 三田国際

8 28.40 -1.4 1721 福田　麻結 (2) 北　　 滝野川紅葉

28.47 0.1 1205 津田　花音 (3) 世田谷 松　沢

28.56 -1.3 1311 小川　華央 (3) 渋　谷 松　濤

28.67 0.3 2021 小松　優花 (3) 練　馬 貫　井

28.77 -1.9 1722 青野　由芽 (2) 北　　 滝野川紅葉

28.83 -1.4 2011 髙野　蒼唯 (3) 練　馬 開進二

２９秒１１まで

東西上位８位

＋

東西合わせた

上位９位以降

１６名



共通女子１５００ｍ 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  4:45.47 1138 野口　麻衣子 (2) 大　田 出　雲

2  4:50.25 2326 池田　悠音 (3) 江戸川 葛西三

3  4:51.21 2116 柏井　心乃 (2) 足　立 足立十一

4  4:51.69 2336 竹安　結衣 (2) 江戸川 清新一

5  4:53.70 829 石井　海翠 (3) 江　東 第二砂町

6  4:54.25 2217 田口　瑞季 (3) 葛　飾 桜　道

7  4:55.29 2207 杉田　好美 (3) 葛　飾 葛飾新宿

8  4:55.95 2115 保坂　萌 (3) 足　立 足立十一

 4:56.39 2208 大矢　涼夏 (1) 葛　飾 葛飾新宿

 4:59.94 2204 杉本　花音 (3) 葛　飾 金　町

 5:00.12 2319 三品　惠菜 (3) 江戸川 二之江

 5:01.97 604 大塚　あかり (2) 台　東 忍　岡

 5:02.90 2325 秋葉　乃菜 (3) 江戸川 葛西三

 5:04.90 2121 小幡　優菜 (2) 足　立 足立十四

 5:05.76 2138 吉岡　礼葉 (3) 足　立 東綾瀬

 5:07.08 115 岡本　満奈 (2) 千代田 白百合

 5:10.89 2317 矢作　彩音 (2) 江戸川 松江六

 5:12.35 2231 長谷川　このみ (3) 葛　飾 立　石

区部西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  5:00.23 2039 岡部　こころ (3) 練　馬 大泉学園

2  5:03.31 1533 松井　晴希 (3) 杉　並 向　陽

3  5:03.43 1417 吉野　友菜 (3) 中　野 緑　野

4  5:08.56 1244 木村　遙 (2) 世田谷 千　歳

5  5:12.03 1243 稲垣　木乃香 (3) 世田谷 千　歳

6  5:12.27 2010 今　海晴 (2) 練　馬 開進一

7  5:14.06 2067 仙波　知夏 (3) 練　馬 光が丘三

8  5:15.07 521 佐藤　芭奈 (2) 文　京 小石川中等

標準記録

通信

５’１５”００

+入賞者



共通女子４００ｍＲ 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 学校名 支部 １走 ２走 ３走 ４走

1 51.18 立石 葛　飾 権田　美凜 (3) 山田　南 (2) 樋田　なつ美 (3) 倉﨑　なつみ (3)

2 52.76 西葛西 江戸川 小笠原　望乃 (3) 仲村　莉恵 (3) 露木　美海 (3) 野邉　咲良 (3)

3 52.89 深川三 江　東 猪俣　美結 (2) 中村　柚稀 (3) 萩原　知衣子 (3) 三上　アミナ (3)

4 53.75 亀戸 江　東 中村　百花 (1) 坂上　己怜 (2) 室井　すず (3) 加藤　望実 (3)

5 53.80 吾嬬立花 墨　田 齊藤　志音 (3) 岩竹　彩加里 (3) 小川　千菊 (3) 本間　ミヤキ (3)

6 53.86 二之江 江戸川 酒井　優未 (3) 菅井　千晶 (3) 渡邊　理央 (3) 本間　優来 (3)

7 53.88 葛西三 江戸川 秋葉　乃菜 (3) 石川　優咲 (3) 白土　帆南 (3) 染谷　沙良 (3)

8 53.98 足立十四 足　立 大竹　莉美子 (2) 浅古　陽茉里 (2) 石井　琴美 (2) 花又　心愛 (3)

区部西部

順位 記録 学校名 支部 １走 ２走 ３走 ４走

1 48.72 駒沢 世田谷 田沼　今日子 (3) 門石　更紗 (3) ヌワエメ　グレース (2) ロス　瑚花アディア (2)

2 51.69 石神井西 練　馬 宮本　美桜 (3) 長澤　りいらｴﾏﾝﾅ 宮川　琴音 (3) 川﨑　啓子 (3)

3 52.33 緑野 中　野 越永　詩衣梨 (2) 髙橋　麻衣 (3) 津下　汐星 (2) 吉野　友菜 (3)

4 52.62 谷原 練　馬 和田　亜紗実 (3) 髙橋　萌夏 (3) 興津　花 (2) 稲葉　かれん (3)

5 52.86 松濤 渋　谷 渡邉　里緒 (2) 小川　華央 (3) 新田　蒼依 (3) 宮本　里乃亜 (3)

6 53.39 目黒中央 目　黒 遠藤　朱莉 (3) 杉本　果音 (2) 佐々木　希彩 (3) 荻原　　朱乃 (3)

7 53.78 練馬中村 練　馬 永田　夏海 (3) 江口　美蘭 (3) 小林　美南帆 (3) 佐藤　香帆 (3)

8 54.18 三田国際 世田谷 川田　愛花 (2) 中井　さとよ (3) 堀内　莉緒 (3) 児玉　夏海 (3)

標準記録

通信

５３”９０

+入賞チーム



共通女子走高跳 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 1m56 705 大西　月稀 (3) 墨　田 両　国

2 1m42 2353 金城　琴音 (3) 江戸川 篠崎二

3 1m38 2333 舘　朋花 (3) 江戸川 東葛西

4 1m38 801 髙橋　由紀 (3) 江　東 深川一

4 1m38 2366 竹之内　愛生 (3) 江戸川 上一色

6 1m38 829 若山　寧々 (3) 江　東 第二砂町

7 1m34 802 志村　萌々香 (3) 江　東 深川一

8 1m34 2141 和田　侑佳 (2) 足　立 蒲　原

区部西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1 1m46 1721 櫛引　映那 (3) 北　　 滝野川紅葉

2 1m42 1207 小宮　佳歩 (3) 世田谷 駒　沢

2 1m42 419 木内　伶奈 (3) 新　宿 新宿西戸山

4 1m42 1511 千葉　玲奈 (2) 杉　並 松　溪

4 1m42 1417 西原　陽菜美 (3) 中　野 緑　野

6 1m38 1296 宮田　絹江 (3) 世田谷 三田国際

7 1m38 2007 奥森　虹 (2) 練　馬 練馬中村

8 1m38 2011 田村　沙代子 (3) 練　馬 開進二

標準記録

通信

１ｍ３８

+入賞者



２・３年女子走幅跳 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   5m20 0.8 2232 山田　南 (2) 葛　飾 立　石

2   5m12 0.9 327 宮原　紫乃 (2) 港　　 慶　應

3   5m01 1.2 807 柿崎　菜々美 (3) 江　東 深川四

4   4m88 1.2 341 岩本　真帆 (2) 港　　 普連土学園

5   4m83 2.1 2331 露木　美海 (3) 江戸川 西葛西

6   4m73 1.0 2245 大竹　凛乃 (3) 葛　飾 葛　美

7   4m69 0.2 105 小林　花佳 (3) 千代田 九　段

8   4m67 1.3 1137 廣瀬　芭菜音 (3) 大　田 出　雲

区部西部

順位 記録 風 No 氏名 支部 所属

1   5m44 -1.5 1312 宮本　里乃亜 (3) 渋　谷 松　濤

2   4m98 -2.2 1425 棚部　さわ (3) 中　野 東大附属

3   4m93 0.7 2033 宮川　琴音 (3) 練　馬 石神井西

4   4m82 -1.8 1207 田沼　今日子 (3) 世田谷 駒　沢

5   4m70 -3.0 2052 稲葉　かれん (3) 練　馬 谷　原

6   4m67 -4.4 1015 荻原　　朱乃 (3) 目　黒 目黒中央

7   4m65 -1.3 1945 堀　結里加 (2) 板　橋 高島三

8   4m64 -2.7 2007 小林　美南帆 (3) 練　馬 練馬中村

標準記録

通信

４ｍ７０

+入賞者



共通女子砲丸投 通信大会標準記録突破者

区部東部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  10m35 1139 日比野　璃紗 (3) 大　田 六　郷

2  10m19 1115 橋本　知佳 (3) 大　田 大森四

3   9m86 2121 大竹　莉美子 (2) 足　立 足立十四

4   9m71 2217 横濱　希歩 (3) 葛　飾 桜　道

5   9m21 716 工藤　優里亜 (2) 墨　田 文　花

6   9m10 2339 笹本　　心優美 (3) 江戸川 瑞　江

7   8m98 809 佐藤　結愛 (3) 江　東 深川五

8   8m83 2331 渡部　雫琉 (2) 江戸川 西葛西

  8m74 839 須藤　綾子 (3) 江　東 第二南砂

区部西部

順位 記録 No 氏名 支部 所属

1  10m68 2067 加藤　桃香 (3) 練　馬 光が丘三

2  10m42 1315 松田　紗希子 (3) 渋　谷 原宿外苑

3  10m40 1311 中島　里彩 (3) 渋　谷 松　濤

4  10m22 2051 山本　佑奈 (3) 練　馬 谷　原

5   9m44 2009 稲田　朋夏 (2) 練　馬 開進一

6   9m30 1725 松本　実咲 (2) 北　　 武蔵野

7   8m97 1717 木下　優花 (2) 北　　 十条富士見

8   8m75 2068 西村　夢姫 (3) 練　馬 光が丘三

  8m74 2015 入ケ町　莉子 (3) 練　馬 開進四

  8m74 1935 飯野　七色花 (3) 板　橋 赤塚一

標準記録

通信

８ｍ７０

+入賞者
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