
　２０２０年　全日本中学校通信陸上競技大会　東京都大会地区予選会　男子ランキング表 　　　

１年男子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 11.94 +3.0 内海　皓太郎 (1) 豊　島 学習院
2. 12.05 +0.3 髙崎  颯太(1) 小　平 小平四
3. 12.09 +4.0 小泉　優星 (1) 板　橋 高島一
4. 12.10 +2.4 網野　真 (1) 江戸川 瑞江三
5. 12.11 +4.2 橋　心之介 (1) 足　立 六　月
6. 12.20 +3.6 猪狩　悠人 (1) 板　橋 赤塚二
7. 12.25 +3.1 前田　蒼空 (1) 江　東 深川三
8. 12.33 +2.4 丸井　陽太 (1) 葛　飾 立　石
8. 12.33 +4.2 福永　颯介 (1) 世田谷 千　歳

10. 12.42 +1.5 小沢  燿平(1) 三　鷹 明星学園

２年男子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 11.45 ±0.0 藤原　駿成 (2) 練　馬 光が丘三
2. 11.51 +1.8 河田　凌 (2) 大　田 出　雲
3. 11.66 +1.8 豊島　悠真 (2) 葛　飾 立　石
4. 11.67 +3.1 岡崎　冨 (2) 江　東 大　島
5. 11.78 -0.2 山下  悠斗(2) 立　川 立川一
6. 11.81 +3.0 鈴木　司 (2) 文　京 小石川中等
7. 11.83 +4.7 浦野　了 (2) 足　立 六　月
8. 11.84 +3.6 戸島　新  (2) 豊　島 城　西
9. 11.86 -0.9 野間　隼人 (2) 中　野 都立富士
9. 11.86 +1.7 高沼　幸太  (2) 豊　島 城　西

３年男子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 11.00 +3.7 栗原　主玖 (3) 江戸川 松江四
2. 11.03 +4.2 杉本　晴駿 (3) 葛　飾 大　道
3. 11.18 +3.0 東　柾利 (3) 世田谷 船橋希望
4. 11.20 +3.0 飯澤　航洋 (3) 板　橋 赤塚二
4. 11.22 +5.4 岩永　優月 (3) 板　橋 赤塚二
6. 11.25 +2.0 武蔵　大地 (3) 練　馬 南が丘
7. 11.26 +2.6 高橋　駿 (3) 江戸川 葛　西
7. 11.26 +2.7 松江　遼大 (3) 荒　川 開　成
8. 11.34 +4.8 長谷川　滉 (3) 練　馬 光が丘三

10. 11.35 +2.7 池田　優世 (3) 葛　飾 亀　有

共通男子２００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 22.85 -0.6 杉本　晴駿 (3) 葛　飾 大　道

2. 23.17 -0.5 平井  滉大(3) 調　布 調布五
3. 23.39 -1.0 池田　優世 (3) 葛　飾 亀　有
4. 23.50 +0.5 宇賀神  太地(3) 武村山 武蔵村山一

5. 23.69 -0.4 池田　大世 (3) 葛　飾 亀　有

6. 23.70 -1.2 髙橋　知宏 (3) 世田谷 千　歳
7. 23.76 +0.3 海野  翔平(3) 福　生 福生一
8. 23.88 -1.5 河田　凌 (2) 大　田 出　雲
8. 23.88 -0.5 黒坂  文弥(3) 国分寺 国分寺三

10. 23.90 +0.9 諸隈  航(3) 町　田 日大三

共通男子４００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 51.72 伊藤　大輝 (3) 江戸川 鹿　骨
2. 52.69 吉澤  登吾(2) 国　立 桐　朋
3. 53.29 渡部  楓(3) 武村山 武蔵村山五
4. 53.78 林　郁斗 (3) 足　立 足立十四
5. 53.98 風間　晨 (3) 港　　 広尾学園
6. 54.03 中村  祥成(3) 調　布 調布五
7. 54.43 成田　倭 (3) 江　東 亀　戸
8. 54.46 髙橋　知宏 (3) 世田谷 千　歳
9. 54.56 井上　大治 (3) 新　宿 早稲田

10. 54.61 須藤  壮良(3) 日　野 日野二

共通男子８００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  1:58.86 吉澤  登吾(2) 国　立 桐　朋
2.  2:02.77 伊藤　大輝 (3) 江戸川 鹿　骨
3.  2:02.78 山﨑　悠貴 (3) 大　田 東　蒲
4.  2:03.31 石井  優佑(3) 三　鷹 明星学園
5.  2:03.58 浅川  京平(3) 府　中 府中五
6.  2:03.87 岸本  真輝(3) 三　鷹 三鷹中等
7.  2:04.60 及川　雄翔 (3) 江戸川 清新一
8.  2:05.08 岡部  州(3) 日　野 日野四
9.  2:05.48 関澤　情 (3) 中　野 東大附属

10.  2:05.61 辻  昂介(3) 八王子 由　井

１年男子１５００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  4:30.04 小野　耕作 (1) 葛　飾 大　道
2.  4:30.64 貝塚　祐 (1) 足　立 竹の塚
3.  4:32.70 森　啓太 (1) 足　立 竹の塚
4.  4:34.26 樋口　総司 (1) 葛　飾 堀　切
5.  4:34.86 小林　天 (1) 江戸川 小松川二
6.  4:38.97 小林　駆 (1) 江戸川 小松川二
7.  4:42.21 曽我　瑛 (1) 江戸川 葛西三
8.  4:42.62 髙橋　大智 (1) 足　立 足立加賀
9.  4:49.75 西岡  楓真(1) あきる野 あきる野西

10.  4:54.46 山本  隼士(1) 日　野 日野一

２・３年男子１５００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  4:08.93 寺田  向希(3) 立　川 立川五
2.  4:09.42 中村　柊一 (3) 大　田 東　蒲
3.  4:12.60 神邑　亮佑 (2) 江戸川 葛西二
4.  4:14.70 平井  璃空(3) 武村山 村山学園
5.  4:14.88 増田　陸斗 (2) 足　立 足立十一
6.  4:15.59 宮元　蒼 (3) 港　　 高　輪
7.  4:16.30 飯國　新太 (3) 荒　川 南千住二
8.  4:16.34 岡部  州(3) 日　野 日野四
9.  4:16.85 関澤　情 (3) 中　野 東大附属

10.  4:16.87 田中　優樹 (3) 板　橋 城　北

共通男子１１０ｍH
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 14.38 +0.9 北條　友葵 (3) 世田谷 三田国際
2. 15.13 +0.2 髙原  一希(3) 立　川 立川七
3. 15.55 +1.1 小椋  拓和(3) 稲　城 稲城二
4. 15.74 +0.1 山下　桂汰 (3) 練　馬 大泉学園
5. 15.95 +2.2 髙橋　理央 (3) 江　東 亀　戸
6. 15.98 +1.8 遠藤　瑞樹 (3) 足　立 足立十四
7. 16.03 +0.9 増島　依吹 (3) 練　馬 谷　原
8. 16.04 +1.0 中村  友哉(3) 八王子 八王子二
9. 16.08 -0.1 荻原  遼平(3) あきる野 御　堂

10. 16.46 +1.8 川口　和真 (3) 足　立 蒲　原

共通男子４×１００ｍR
記録 学校名 支　部

1. 44.83 桐朋 国　立
2. 44.93 赤塚二 板　橋
3. 45.39 小平二 小　平
4. 45.43 小山 町　田
5. 45.62 小岩三 江戸川
6. 45.65 光が丘三 練　馬
7. 46.04 八王子二 八王子
8. 46.05 足立十四 足　立
9. 46.12 南大谷 町　田

10. 46.15 國學院久我山 杉　並
11.

共通男子走高跳
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 1m91 4 福士  湊(3) 八王子 八王子二
2. 1m85 7 島野　楓真 (3) 北　　 十条富士見
2. 1m85 1 鮎川  大輝(3) 調　布 調布三
4. 1m79 4 田中  祥龍(3) 八王子 八王子四
5. 1m76 9 関根　翔和 (3) 板　橋 上板橋三
5. 1m76 4 大塚  洸明(3) 八王子 由　井
7. 1m73 3 川口　将英 (3) 江戸川 小岩三
7. 1m73 0 落合　佑 (3) 目　黒 目黒十一
9. 1m70 2 髙木　一真 (3) 葛　飾 奥　戸
9. 1m70 2 萩原　大知 (3) 世田谷 駒　沢
9. 1m70 8 柳田  俊(3) 国　立 桐　朋
9. 1m70 4 佐藤  良祐(3) 八王子 椚　田

１年男子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   5m73 +2.0 猪狩　悠人 (1) 板　橋 赤塚二
2.   5m19 +2.6 大山　立起 (1) 板　橋 板橋一
3.   5m10 +2.4 手島　敬汰 (1) 世田谷 駒　沢
4.   5m03 -0.2 渡邉  光(1) 小金井 武蔵野東
5.   4m90 +0.2 中沢  太紀(1) 福　生 福生一
6.   4m89 +0.4 遠藤　博志 (1) 江戸川 東葛西
7.   4m83 -0.3 斎藤  道(1) 立　川 立川九
7.   4m83 +0.9 三科  未来(1) 八王子 宮　上
9.   4m80 -0.4 ヘラス  シュウジ(1) 小金井 武蔵野東

10.   4m78 +1.4 磯村　淳成 (1) 練　馬 開進四

２・３年男子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   6m42 +1.2 髙原  一希(3) 立　川 立川七
2.   6m28 +1.2 細萱  颯生(3) 国　立 桐　朋
3.   6m27 +1.5 中村  友哉(3) 八王子 八王子二
4.   6m25 -0.3 武田　知己 (3) 世田谷 筑波大駒場
5.   6m21 +1.5 吉田　輝 (3) 葛　飾 立　石
6.   6m20 +0.5 宮澤　太陽 (3) 板　橋 中　台
7.   6m15 +1.1 細田  裕哉(3) 八王子 八王子二
8.   5m96 +1.7 水村　慎 (3) 新　宿 新宿西戸山
9.   5m92 ±0.0 本郷　達也 (3) 北　　 十条富士見

10.   5m90 -0.1 安納　潤之佑 (3) 練　馬 貫　井

共通男子砲丸投
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  12m24 0 佐藤　雄大 (3) 練　馬 北　町

2.  11m78 4 中嶋  大稀(3) 八王子 いずみの森

3.  11m58 4 浜崎  瞬太(3) 八王子 八王子二

4.  11m52 川瀬　輝大 (3) 新　宿 西早稲田

5.  11m38 8 高橋  諒(3) 国　立 桐　朋

6.  11m35 1 大室　隼人 (3) 足　立 足立十二

7.  10m97 1 枝松  倖太郎(3) 調　布 調布三

8.  10m94 4 小倉  拓己(3) 八王子 南多摩

9.  10m75 1 島田　悠慎 (3) 大　田 矢　口

9.  10m75 4 菅野  颯輝(2) 八王子 八王子二

共通男子四種競技
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 2937 7 島野　楓真 (3) 北　　 十条富士見

2. 2865 8 高橋  諒(3) 国　立 桐　朋

3. 2466 4 福士  湊(3) 八王子 八王子二

4. 2315 6 古家  徳真(3) 稲　城 稲城二

5. 2284 6 小椋  拓和(3) 稲　城 稲城二

6. 2099 2 大熊  靖吾(3) 町　田 町田南

7. 2056 9 中沢  和樹(3) 福　生 福生一

8. 2039 4 大塚  洸明(3) 八王子 由　井

9. 1979 4 菊田  力輝(2) 八王子 恩　方

10. 1958 4 小倉  拓己(3) 八王子 南多摩



　２０２０年　全日本中学校通信陸上競技大会　東京都大会地区予選会　女子ランキング表 　　　　　

１年女子８００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  2:26.39 大矢　涼夏 (1) 葛　飾 葛飾新宿
2.  2:29.61 天宮　咲恵 (1) 台　東 駒　形
3.  2:31.82 渡辺　琴 (1) 江　東 第二砂町
4.  2:33.04 山本　莉那 (1) 北　　 稲　付
5.  2:33.20 松田  悠楽(1) 多　摩 多摩永山
6.  2:33.24 外川　杏奈 (1) 葛　飾 金　町
7.  2:34.36 大木  心夏(1) 府　中 明星中学
8.  2:34.39 鈴木　真央 (1) 板　橋 日大豊山女
9.  2:34.46 田　　優希 (1) 大　田 大森六

10.  2:34.73 ｶﾞｰﾄﾞﾅ　ﾚｲﾁｪﾙ (1) 渋　谷 松　濤

1年女子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 13.05 +3.6 前田　夏歩 (1) 品　川 八潮学園

2. 13.21 -0.5 大上  カレン(1) 国分寺 早稲田実業

3. 13.33 +1.1 槇村  せいあ(1) 調　布 神　代

4. 13.35 +4.0 管野　さくら (1) 葛　飾 立　石

5. 13.36 +1.5 佐藤  ひなの(1) 国分寺 国分寺三

6. 13.51 +1.4 本多  紗季(1) 府　中 府中七

7. 13.52 +3.2 巻渕　里紗 (1) 江戸川 小岩三

8. 13.62 +2.4 渡辺　琴 (1) 江　東 第二砂町

9. 13.65 +3.6 太田　凛 (1) 江戸川 鹿　骨

9. 13.65 +1.1 山口  采実(1) 調　布 調布三

２年女子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 12.44 +1.0 ロス　瑚花アディア (2) 世田谷 駒　沢
2. 12.70 +0.7 本　天青大 (2) 江戸川 二之江
3. 12.83 -0.7 福西  和香子(2) 府　中 府中六
4. 12.86 +2.0 岩本　真帆 (2) 港　　 普連土学園
5. 13.10 +0.5 藤井　南月子 (2) 世田谷 鴎友女子
6. 13.16 +1.5 長澤　りいらｴﾏﾝﾅ (2) 練　馬 石神井西
7. 13.26 +1.2 小野寺  優奈(2) 八王子 由　木
8. 13.28 +1.1 小俣  音琶(2) 日　野 日野一
9. 13.35 +0.5 佐藤  柚香(2) 日　野 日野一
9. 13.35 +1.3 金子  千紘(2) 八王子 椚　田

３年女子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 12.59 +2.0 長谷部　可蓮 (3) 板　橋 高島一
2. 12.60 +3.1 宮本　里乃亜 (3) 渋　谷 松　濤
3. 12.72 +1.7 新奥  恵香(3) 八王子 ひよどり山
4. 12.90 +2.9 石川　優咲 (3) 江戸川 葛西三
5. 12.91 +2.6 川﨑　啓子 (3) 練　馬 石神井西
6. 12.95 +3.1 鈴木　菜央 (3) 練　馬 開進一
7. 12.99 +1.8 仲村　莉恵 (3) 江戸川 西葛西
7. 12.99 +1.7 椎名  ひまり(3) 小金井 武蔵野東
9. 13.03 +2.1 門石　更紗 (3) 世田谷 駒　沢
9. 13.03 +1.3 松岡  志穏(3) 稲　城 稲城六

共通女子２００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 25.92 -1.4 ヌワエメ　グレース (2) 世田谷 駒　沢
2. 26.55 -0.5 本　天青大 (2) 江戸川 二之江
3. 26.93 -0.4 新奥  恵香(3) 八王子 ひよどり山
4. 26.94 -1.4 長谷部　可蓮 (3) 板　橋 高島一
5. 27.04 -0.5 多治見　優 (2) 足　立 東島根
6. 27.17 +0.3 川﨑　啓子 (3) 練　馬 石神井西
7. 27.33 ±0.0 倉﨑　なつみ (3) 葛　飾 立　石
8. 27.72 -1.9 長澤　りいらｴﾏﾝﾅ (2) 練　馬 石神井西
9. 27.76 -0.8 井出  日和(3) あきる野 あきる野東

10. 27.84 -0.5 岩竹　彩加里 (3) 墨　田 吾嬬立花

2.3年女子８００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  2:18.44 野口　麻衣子 (2) 大　田 出　雲
2.  2:19.52 鈴木  結衣(2) 立　川 立川六
3.  2:19.97 池田　悠音 (3) 江戸川 葛西三
4.  2:20.50 外川　歌恋 (3) 葛　飾 金　町
5.  2:24.99 大塚　あかり (2) 台　東 忍　岡
6.  2:25.05 吉野　友菜 (3) 中　野 緑　野
7.  2:25.61 岡本　満奈 (2) 千代田 白百合
8.  2:25.92 松尾  茄南(2) 稲　城 稲城二
9.  2:25.96 田口　瑞季 (3) 葛　飾 桜　道

10.  2:26.37 石井  優羽(3) 八王子 中　山

共通女子１５００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  4:45.47 野口　麻衣子 (2) 大　田 出　雲
2.  4:50.25 池田　悠音 (3) 江戸川 葛西三
3.  4:51.21 柏井　心乃 (2) 足　立 足立十一
4.  4:51.69 竹安　結衣 (2) 江戸川 清新一
5.  4:51.93 臼井  瑠花(2) 日　野 日野四
6.  4:53.70 石井　海翠 (3) 江　東 第二砂町
7.  4:54.25 田口　瑞季 (3) 葛　飾 桜　道
8.  4:55.29 杉田　好美 (3) 葛　飾 葛飾新宿
9.  4:55.95 保坂　萌 (3) 足　立 足立十一

10.  4:56.39 大矢　涼夏 (1) 葛　飾 葛飾新宿

共通女子１００ｍＨ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 14.97 +3.3 田中　美優 (2) 渋　谷 渋谷本町学園

2. 15.16 +1.2 醍醐  未玖(3) 小　平 小平二
3. 15.36 -0.6 仮屋  愛優(2) 稲　城 稲城三
4. 15.51 +1.4 山上  沙羅(3) 調　布 調布三
5. 15.63 +1.4 槇村  せいあ(1) 調　布 神　代
6. 15.83 +2.2 神田　咲江 (3) 葛　飾 葛　美
7. 15.85 +0.7 井出  日和(3) あきる野 あきる野東
8. 15.98 +1.8 川田　愛花 (2) 世田谷 三田国際
9. 15.99 +0.3 来山  柚子(3) 府　中 府中六

10. 16.07 +2.6 石田　爽夏 (2) 足　立 蒲　原

共通女子４×１００ｍR
記録 学校名 支　部

1. 48.72 駒　沢 世田谷
1. 51.18 立　石 葛　飾
3. 51.69 石神井西 練　馬
4. 51.74 府中八 府　中
5. 52.08 稲城六 稲　城
6. 52.33 緑　野 中　野
7. 52.40 椚　田 八王子
8. 52.48 日野一 日　野
9. 52.62 谷　原 練　馬

10. 52.67 あきる野東 あきる野

共通女子走高跳
記録 氏名 支　部 学校名

1. 1m65 森崎  優希(3) 八王子 八王子六

2. 1m56 大西　月稀 (3) 墨　田 両　国

3. 1m53 宮澤  美桜(2) 八王子 八王子二

4. 1m53 中山  幸来(3) 福　生 福生一

5. 1m53 松岡  志穏(3) 稲　城 稲城六

6. 1m50 佐藤  沙弥花(3) 府　中 府中六

7. 1m46 櫛引　映那 (3) 北　　 滝野川紅葉

8. 1m46 石川  裕美(3) 府　中 府中六

9. 1m42 (14名)

１年女子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   4m80 +1.9 武田　愛白 (1) 練　馬 大泉学園
2.   4m67 +1.1 髙橋  怜美(1) 府　中 府中十
3.   4m36 +1.0 近藤  亜香里(1) あきる野 御　堂
4.   4m28 +1.5 佐藤  ひなの(1) 国分寺 国分寺三
5.   4m21 +2.3 澤田　梛子 (1) 世田谷 梅　丘
6.   4m17 +0.5 鈴木  陽向(1) 八王子 八王子一
6.   4m17 +2.1 井上  可蓮(1) 八王子 八王子四
8.   4m16 +2.3 石川  莉亜(1) 府　中 府中六
9.   4m14 +1.7 山本　真由 (1) 杉　並 松　溪

10.   4m12 +1.9 市川　るり (1) 杉　並 泉　南

２．３年女子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   5m44 -1.5 宮本　里乃亜 (3) 渋　谷 松　濤
2.   5m26 +0.5 下元  香凜(3) あきる野 御　堂
3.   5m20 +0.8 山田　南 (2) 葛　飾 立　石
4.   5m13 -0.5 中村  彩良(3) 府　中 府中八
4.   5m13 -0.3 椎名  ひまり(3) 小金井 武蔵野東
6.   5m12 +0.9 宮原　紫乃 (2) 港　　 慶　應
6.   5m12 -0.7 中島  あんな(3) 昭　島 瑞　雲
8.   5m01 +1.2 柿崎　菜々美 (3) 江　東 深川四
9.   4m98 -2.2 棚部　さわ (3) 中　野 東大附属

10.   4m93 +0.7 宮川　琴音 (3) 練　馬 石神井西

共通女子砲丸投
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  11m95 松本  彩葵(3) 八王子 八王子二
2.  11m83 尾崎  明維(3) 府　中 府中六
3.  11m33 濱名  亜也(3) 調　布 調布三
4.  10m68 加藤　桃香 (3) 練　馬 光が丘三
5.  10m44 帯金  紗彩(3) 昭　島 拝　島
6.  10m42 松田　紗希子 (3) 渋　谷 原宿外苑
7.  10m40 中島　里彩 (3) 渋　谷 松　濤
8.  10m35 日比野　璃紗 (3) 大　田 六　郷
9.  10m22 山本　佑奈 (3) 練　馬 谷　原

10.  10m19 橋本　知佳 (3) 大　田 大森四

共通女子四種競技
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 3059 下元  香凜(3) あきる野 御　堂
2. 2567 森崎  優希(3) 八王子 八王子六
3. 2334 明石  侑奈(2) 調　布 調布三
4. 2320 宮澤  美桜(2) 八王子 八王子二
5. 2219 手島  花奈(2) 八王子 椚　田
6. 2191 篠﨑  愛里(3) 八王子 八王子二
7. 2160 滝沢  彩佳(3) 青　梅 青梅二
8. 2127 松田　紗希子 (3) 渋　谷 原宿外苑
9. 2105 来山  柚子(3) 府　中 府中六

10. 2095 神田　咲江 (3) 葛　飾 葛　美


