
　２０２２年　東京都中学校地域別大会　ランキング表① 　　　

１年男子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 12.06 +3.0 堀井　徳仁 (1) 新　宿 牛込二
2. 12.17 +1.8 松岡　晄成 (1) 世田谷 砧　南
3. 12.26 +2.6 目黒　蓮大 (1) 足　立 足立六
4. 12.28 +1.6 鎌田　夏 (1) 小金井 小金井緑
5. 12.29 +3.0 飯田　直土 (1) 中　野 明大中野
6. 12.32 +0.5 大山　慶之 (1) 千代田 神田一橋
7. 12.32 +0.8 久保　陽希 (1) 港　　 広尾学園
8. 12.33 +0.7 松村　昇英 (1) 府　中 府中九
8. 12.39 +2.2 秋山　友哉 (1) 葛　飾 奥　戸

10. 12.40 +3.6 佐々木　隆之介 (1) 江　東 亀　戸
10. 12.40 ±0.0 榊原　加惟 (1) 江戸川 瑞江三

２年男子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 11.57 ±0.0 大塚　生望 (2) 八王子 浅　川
2. 11.68 +1.7 保坂　陽太 (2) 武村山 武蔵村山一
3. 11.80 -2.7 齋藤　大雅 (2) 世田谷 東深沢
4. 11.90 +0.5 荒田　大将 (2) 八王子 椚　田
5. 11.93 -2.6 杉田　壮哉 (2) 杉　並 日大二
5. 11.94 +1.7 八巻　陽 (2) 日　野 三　沢
7. 11.96 +0.9 イルマス　琉生 (2) 足　立 千寿桜堤
7. 11.96 +0.4 タン　ジアン (2) 日　野 三　沢
9. 11.97 -2.3 内野　晴太 (2) 世田谷 用　賀
9. 11.97 +0.4 内藤　健太 (2) 国　立 桐　朋

３年男子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 11.13 +1.7 煤賀　優太 (3) 立　川 立川九
2. 11.25 +1.7 佐藤　シンクレア志穏 (3) 八王子 みなみ野
2. 11.25 +2.3 岡安　慶二 (3) 荒　川 開　成
2. 11.25 +2.1 石堂　優介 (3) 江戸川 清新二
4. 11.26 +2.1 小泉　優星 (3) 板　橋 高島一
4. 11.29 +1.3 斎藤　道 (3) 立　川 立川九
7. 11.30 +0.6 髙崎　颯太 (3) 小　平 小平四
8. 11.34 +3.3 﨑山　蒼空 (3) 江　東 亀　戸
9. 11.35 +1.0 丸井　陽太 (3) 葛　飾 立　石
9. 11.35 +1.2 大坂　千広 (3) 足　立 入谷南

共通男子２００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 22.87 -0.4 猪狩　悠人 (3) 板　橋 赤塚二
2. 22.93 +0.2 茂木　康人 (3) 板　橋 高島二
3. 23.06 -0.5 青木　誠也 (3) 足　立 千寿桜堤
4. 23.16 -0.4 佐藤　シンクレア志穏 (3) 八王子 みなみ野
5. 23.17 +0.9 岡安　慶二 (3) 荒　川 開　成
6. 23.18 -0.9 金森　陽 (3) 青　梅 青梅西
7. 23.25 -1.0 髙崎　颯太 (3) 小　平 小平四
8. 23.30 +0.3 並木　比呂 (3) 港　　 広尾学園
9. 23.50 -0.4 門田　明日翔 (3) 町　田 つくし野
9. 23.50 +0.4 堀　永遠 (3) 世田谷 千　歳

共通男子４００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 50.38 小澤　耀平 (3) 三　鷹 明星学園
2. 50.96 平賀　優聖 (3) 町　田 つくし野
3. 51.11 金森　陽 (3) 青　梅 青梅西
4. 51.36 石川　柊太 (3) 国分寺 国分寺一
5. 51.69 佐々木　真斗 (3) 練　馬 練　馬
6. 51.73 熊谷　太郎 (3) 中　野 明大中野
7. 52.45 並木　比呂 (3) 港　　 広尾学園
8. 52.50 中村　海咲 (3) 世田谷 弦　巻
9. 52.76 梅木　祐途 (3) 足　立 東綾瀬

10. 52.95 岩瀬　航希 (3) 足　立 足立十四

共通男子８００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  1:59.73 山本　隼士 (3) 日　野 日野一
2.  2:01.83 瀬口　祥丸 (3) 町　田 つくし野
3.  2:02.93 中山　怜音 (3) 墨　田 吾嬬立花
4.  2:03.00 坂口　優斗 (3) 練　馬 谷　原
5.  2:03.07 加藤　大輝 (3) 新　宿 目白研心
6.  2:04.48 木ノ下　千尋 (3) 足　立 蒲　原
7.  2:04.59 山﨑　陽介 (3) 江　東 深川三
8.  2:04.64 江藤　大輝 (3) 江戸川 南葛西二
9.  2:06.00 中嶋　瑠偉 (3) 中　野 南中野

10.  2:06.63 沖原 　秀哉 (3) 練　馬 練馬中村

１年男子１５００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  4:30.11 樋口　隼 (1) 葛　飾 堀　切
2.  4:35.67 山本　穂高 (1) 練　馬 豊　玉
3.  4:39.24 伊藤　翔貴 (1) 江戸川 二之江
4.  4:40.03 平本　大河 (1) 練　馬 早稲田高等学院

5.  4:40.86 濱口　一楓 (1) 江戸川 二之江
6.  4:43.20 江上　泰正 (1) 練　馬 光が丘二
7.  4:44.31 俣野　煌太 (1) 世田谷 学大附世田谷

8.  4:44.99 梅田　快哉 (1) 世田谷 松　沢
9.  4:45.48 栁沢　洸太郎 (1) 江戸川 松江四

10.  4:46.10 多比良　京弥 (1) 足　立 足立十一

２・３年男子１５００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  3:59.52 曽我　瑛 (3) 江戸川 葛西三
2.  4:08.02 小野　耕作 (3) 葛　飾 大　道
3.  4:11.38 貝塚　祐 (3) 足　立 竹の塚
4.  4:12.43 森　啓太 (3) 足　立 竹の塚
5.  4:15.45 山本　隼士 (3) 日　野 日野一
6.  4:15.70 髙橋　大智 (3) 足　立 足立加賀
7.  4:15.87 小林　駆 (3) 江戸川 小松川二
7.  4:15.87 小林　天 (3) 江戸川 小松川二
9.  4:16.06 山﨑　陽介 (3) 江　東 深川三

10.  4:16.84 北山　俊太朗 (2) 足　立 千寿桜堤

共通男子３０００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  8:50.43 曽我　瑛 (3) 江戸川 葛西三
2.  8:59.15 髙橋　大智 (3) 足　立 足立加賀
3.  8:59.31 寺内　頼 (3) あきる野 あきる野西
4.  9:00.28 貝塚　祐 (3) 足　立 竹の塚
5.  9:05.45 小林　天 (3) 江戸川 小松川二
6.  9:08.95 小野　耕作 (3) 葛　飾 大　道
7.  9:11.34 森　啓太 (3) 足　立 竹の塚
8.  9:15.19 田玄　呼次郎 (3) 小　平 小平三
9.  9:16.98 樋口　総司 (3) 葛　飾 堀　切

10.  9:25.65 安藤　槙悟 (3) 練　馬 開進四

共通男子１１０ｍH
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 14.44 +1.1 平川　佳祐 (3) 墨　田 吾嬬立花
2. 14.96 +1.7 安倍　朋希 (3) 豊　島 巣　鴨
3. 15.14 +1.8 手島　敬汰 (3) 世田谷 駒　沢
4. 15.20 +1.4 門田　拓磨 (2) 江　東 第二砂町
5. 15.35 +1.4 志賀　太郎 (3) 八王子 川　口
6. 15.41 +2.7 菊地　康介 (3) 目　黒 桜修館中等
7. 15.61 +2.9 八巻　陽 (2) 日　野 三　沢
8. 15.63 +2.1 井上　翼 (3) 青　梅 青梅三
9. 15.66 +1.4 古川　碧人 (3) 日　野 大坂上

10. 15.79 +1.8 細見　颯真 (3) 豊　島 本　郷

低学年男子４×１００ｍR
記録 学校名 支　部

1. 48.16 本所 墨　田
2. 48.22 奥戸 葛　飾
3. 48.75 西葛西 江戸川
4. 48.86 足立十四 足　立
5. 48.91 赤羽岩淵 北　　
6. 48.96 立教池袋 豊　島
7. 49.06 調布三 調　布
8. 49.22 葛美 葛　飾
9. 49.25 椚田 八王子

10. 49.29 諏訪 多　摩

共通男子４×１００ｍR
記録 学校名 支　部

1. 44.98 明大中野 中　野
2. 45.08 亀戸 江　東
3. 45.31 蒲原 足　立
4. 45.41 船橋希望 世田谷
5. 45.65 開進一 練　馬
6. 45.68 深川三 江　東
6. 45.68 用賀 世田谷
8. 45.75 つくし野 町　田
9. 45.81 立川九 立　川
9. 45.81 赤塚二 板　橋

共通男子走高跳
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 1m73 4 小沢　優樹 (3) 八王子 八王子四
1. 1m73 0 髙橋　壮大朗 (3) 練　馬 開進四
3. 1m70 3 ヘラス　シュウジ (3) 小金井 武蔵野東
3. 1m70 1 鈴木　幹太 (3) 墨　田 文　花
3. 1m70 0 山本　龍 (3) 墨　田 両　国
6. 1m67 8 丸山　裕大 (3) 国　立 桐　朋
6. 1m67 4 吉森　功起 (2) 八王子 八王子二
6. 1m67 8 酒井　蒼真 (3) あきる野 御　堂
6. 1m67 41 天野　遼 (3) 新　宿 新宿西戸山
6. 1m67 0 藤岡　深水 (3) 練　馬 貫　井

１年男子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   5m24 +4.7 小林　達弥 (1) 中　野 南中野
2.   5m22 +2.1 日比野　穣 (1) 目　黒 桜修館中等
2.   5m22 +1.9 堀井　徳仁 (1) 新　宿 牛込二
4.   5m20 +4.0 松田　臨汰郎 (1) 目　黒 目黒十一
5.   5m12 +2.1 濵口　晃行 (1) 杉　並 阿佐ヶ谷
5.   5m05 +1.8 飯塚　蒼士 (1) 町　田 玉川学園
7.   5m04 +2.6 伊藤　遼二郎 (1) 世田谷 都市大付属
8.   4m98 +2.7 淺内　湧一朗 (1) 世田谷 弦　巻
8.   4m95 +0.8 河合　高志 (1) 練　馬 光が丘三

10.   4m94 +1.5 辻田　矩理 (1) 足　立 蒲　原

２・３年男子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   6m74 +0.3 猪狩　悠人 (3) 板　橋 赤塚二
2.   6m29 -0.4 堀田　大雅 (3) 東大和 東大和二
3.   6m17 +0.9 中沢　太紀 (3) 福　生 福生一
4.   6m03 +1.7 金子　拓未 (2) 八王子 八王子二
5.   6m00 -0.5 内藤　健太 (2) 国　立 桐　朋
6.   5m96 +2.1 吉田　航瑠 (3) 日　野 七　生
7.   5m92 +1.7 清原　千聖 (3) 日　野 大坂上
8.   5m88 +0.7 西尾　優汰 (3) 世田谷 用　賀
9.   5m87 ±0.0 渡邉　光 (3) 小金井 武蔵野東
9.   5m87 +0.7 牛久保　達哉 (3) 中　野 東大附属

共通男子砲丸投
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  11m96 2 原田　颯輔 (3) 町　田 つくし野

2.  11m52 4 石田　大都 (3) 八王子 八王子二

3.  10m93 4 松尾　柑助 (3) 八王子 八王子二

4.  10m85 1 照沼　葉琉 (3) 江　東 深川六

5.  10m81 9 今　嵐太 (3) 板　橋 板橋一

6.  10m62 0 関根　歩夢 (3) 江　東 深川五

7.  10m54 4 李　佳潤 (2) 中　野 緑　野

8.  10m53 0 田口　流牙 (3) 練　馬 開進一

9.  10m25 3 藤原　侑大 (3) 江戸川 西葛西

10.  10m13 4 舛方　宏樹 (3) 八王子 打　越

共通男子四種競技
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 2519 0 菊地　康介 (3) 目　黒 桜修館中等

2. 2396 4 中根　悠斗 (3) 八王子 八王子二

3. 2296 0 髙橋　壮大朗 (3) 練　馬 開進四

4. 2278 0 磯村　淳成 (3) 練　馬 開進四

5. 2206 3 河野　真弥 (3) 渋　谷 原宿外苑

6. 2160 4 金子　拓未 (2) 八王子 八王子二

7. 2131 2 織田　大輔 (3) 葛　飾 立　石

8. 2128 0 髙山　渉 (3) 練　馬 開進一

9. 2092 0 山本　龍 (3) 墨　田 両　国

10. 2049 4 橋本　盛太郎 (3) 八王子 恩　方



　２０２２年　東京都中学校地域別大会　ランキング表② 　　　　　

１年女子８００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  2:17.82 柿沼　日恋 (1) 江戸川 葛西三
2.  2:27.35 栗林　美羽 (1) 江戸川 清新一
3.  2:28.50 堀井　瑚瑚 (1) 足　立 足立十一
4.  2:29.81 廣田　みちる (1) 台　東 浅　草
5.  2:30.77 渡辺　葉凪 (1) 江戸川 清新一
6.  2:32.04 大矢　莉子 (1) 葛　飾 葛飾新宿
7.  2:32.44 上野　愛夏 (1) 板　橋 赤塚二
8.  2:32.99 長　優里花 (1) 足　立 千寿桜堤
9.  2:33.03 森田　彩空 (1) 稲　城 稲城三

10.  2:33.27 岩瀬　紗和 (1) 足　立 足立十四

1年女子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 13.13 +1.2 バッセル　季恵 (1) 大　田 矢　口

2. 13.41 +2.8 佐藤　杷奈 (1) 世田谷 世田谷桜丘

3. 13.43 +2.7 石井　美泉奈 (1) 江戸川 松江四

4. 13.45 +2.1 奥澤　梨央 (1) 江　東 深川二

5. 13.48 +3.0 太田　楓生 (1) 江戸川 鹿　骨

6. 13.49 +2.1 安藤　愛衣 (1) 江戸川 小岩三

7. 13.50 +0.1 平井　心 (1) 小金井 武蔵野東
8. 13.53 +2.4 富永　愛花 (1) 葛　飾 立　石
9. 13.58 +2.7 近藤　にこ (1) 葛　飾 奥　戸

10. 13.59 +2.7 前田　珠希 (1) 江　東 第二砂町

２年女子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 12.74 +1.1 熊谷　采香 (2) 大　田 矢　口
2. 13.04 -0.2 佐々木　櫻 (2) 立　川 立川一
3. 13.15 +0.9 鈴木　優菜 (2) 江戸川 松江一
4. 13.16 +0.7 鈴木　美咲 (2) 新　宿 牛込三
5. 13.20 +1.1 小黒　優 (2) 葛　飾 金　町
6. 13.21 +0.1 伊藤　こゆき (2) 足　立 足立十一
7. 13.24 +1.4 稲川　凜花 (2) 文　京 小石川中等
8. 13.27 +0.6 宮内　菜奈子 (2) 練　馬 開進四
9. 13.31 -0.1 市原　帆乃羽 (2) 世田谷 駒　沢

10. 13.34 +1.2 須藤　杏々 (2) 文　京 跡見学園

３年女子１００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 12.26 +3.4 前田　夏歩 (3) 品　川 八潮学園
2. 12.32 +4.7 ケリー　瑛梨花 (3) 世田谷 北　沢
3. 12.40 +2.5 松田　冴 (3) 港　　 慶　應
4. 12.51 +4.2 藤原　優心 (3) 世田谷 駒　沢
5. 12.80 +4.0 荻原　萌 (3) 世田谷 駒　沢
6. 12.81 +4.3 谷山　こころ (3) 中　野 緑　野
7. 12.82 +4.1 真田　恵実 (3) 世田谷 船橋希望
8. 12.85 +3.3 奥村　桃加 (3) 練　馬 開進一
9. 12.87 +4.3 髙木　彩華 (3) 練　馬 大泉学園

10. 12.90 +3.0 安月　怜菜 (3) 大　田 御　園

共通女子２００ｍ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 25.93 -1.5 前田　夏歩 (3) 品　川 八潮学園
2. 26.48 -2.5 渡辺　琴 (3) 江　東 第二砂町
3. 26.75 -2.0 ケリー　瑛梨花 (3) 世田谷 北　沢
4. 26.77 -1.3 村松　碧 (3) 多　摩 諏　訪
5. 26.82 -0.2 橋口　沙良 (3) 調　布 桐朋女子
6. 27.08 -0.3 熊谷　采香 (2) 大　田 矢　口
7. 27.18 -1.9 藤原　優心 (3) 世田谷 駒　沢
8. 27.44 -1.5 安月　怜菜 (3) 大　田 御　園
9. 27.51 -0.8 上田　優香 (2) 町　田 つくし野

10. 27.61 -2.2 須藤　杏々 (2) 文　京 跡見学園

2.3年女子８００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  2:17.67 大木　優奈 (2) 江戸川 葛西二
2.  2:17.69 田中　琉愛 (2) 練　馬 石神井西
3.  2:22.36 本田　瑞希 (2) 町　田 町田二
4.  2:22.51 水城　央 (3) 千代田 共立女子
5.  2:22.59 外川　杏奈 (3) 葛　飾 金　町
6.  2:22.98 奥脇　咲和 (3) あきる野 五日市
7.  2:23.18 天宮　咲恵 (3) 台　東 駒　形
8.  2:23.38 原﨑　由衣 (2) あきる野 あきる野東
9.  2:23.39 大矢　涼夏 (3) 葛　飾 葛飾新宿

10.  2:23.47 河村　こころ (3) 福　生 福生一

共通女子１５００ｍ
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  4:49.47 大木　優奈 (2) 江戸川 葛西二
2.  4:50.69 柿沼　日恋 (1) 江戸川 葛西三
3.  4:51.90 本田　瑞希 (2) 町　田 町田二
4.  4:51.92 前田　知花 (3) 八王子 中　山
5.  4:52.22 田中　琉愛 (2) 練　馬 石神井西
6.  4:52.33 河村　こころ (3) 福　生 福生一
7.  4:53.22 小林　彩音 (1) 江戸川 清新一
8.  4:53.53 長谷川　理子 (2) 八王子 七　国
9.  4:53.83 大木　心夏 (3) 府　中 明星中学

10.  4:54.45 水城　央 (3) 千代田 共立女子

共通女子１００ｍＨ
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1. 14.91 +0.4 ガードナ　レイチェル (3) 渋　谷 松　濤
2. 15.09 +0.5 槇村　せいあ (3) 東村山 日体大桜華
3. 15.35 -2.0 三井　心 (3) 世田谷 駒　沢
4. 15.41 ±0.0 髙橋　怜美 (3) 府　中 府中十
5. 15.49 +0.3 内山　ソニア (1) 葛　飾 高　砂
6. 15.54 -0.6 巻渕　里紗 (3) 江戸川 小岩三
7. 15.59 -0.1 佐藤　ひなの (3) 国分寺 国分寺三
8. 15.60 +0.1 西川　実花 (3) 多　摩 諏　訪
9. 15.65 -0.2 武田　愛白 (3) 練　馬 大泉学園

10. 15.86 +1.0 森田　未柚 (3) 足　立 足立十四

低学年女子4×１００ｍＲ
記録 学校名 支部

1. 52.87 矢口 大　田
2. 53.33 小石川中等 文　京
3. 54.00 八王子七 八王子
4. 54.19 西葛西 江戸川
5. 54.44 あきる野西 あきる野
6. 54.45 国分寺一 国分寺
6. 54.45 金町 葛　飾
8. 54.49 立川五 立　川
9. 54.54 日野一 日　野

10. 54.84 足立十三 足　立
10. 54.84 金井 町　田

共通女子４×１００ｍR
記録 学校名 支　部

1. 51.17 諏訪 多　摩
1. 51.59 つくし野 町　田
3. 51.73 駒沢 世田谷
4. 52.07 桜修館中等 目　黒
5. 52.16 稲城二 稲　城
6. 52.37 金町 葛　飾
7. 52.65 立教女学院 杉　並
8. 52.68 第二砂町 江　東
9. 52.77 開進四 練　馬

10. 52.80 調布五 調　布

共通女子走高跳
記録 氏名 支　部 学校名

1. 1m56 大館　れに (3) 世田谷 三田国際

2. 1m53 石川　莉亜 (3) 府　中 府中六

2. 1m53 小林　みおん (2) 八王子 恩　方

4. 1m50 島田　萌衣 (3) 昭　島 拝　島

4. 1m50 増田　愛奈 (3) 多　摩 諏　訪

6. 1m47 佐藤　夢 (3) 葛　飾 葛　美

6. 1m47 三井　心 (3) 世田谷 駒　沢

6. 1m47 平田　綾音 (3) 練　馬 石神井

6. 1m47 二階堂　愛莉 (3) 練　馬 開進一

6. 1m47 川合　由希子 (2) 墨　田 寺　島

6. 1m47 榛葉　結愛 (3) あきる野 五日市

１年女子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   4m54 +1.5 佐藤　杷奈 (1) 世田谷 世田谷桜丘
2.   4m53 +1.0 東山　幸穂 (1) 小金井 学大附属
3.   4m48 +1.2 押木　広海 (1) 小金井 武蔵野東
4.   4m45 +2.2 寺崎　柚朱 (1) 八王子 みなみ野
5.   4m44 +0.9 秋川　美空 (1) 調　布 調布三
6.   4m41 +0.8 奥村　柚香 (1) 八王子 八王子六
6.   4m39 +1.3 土志田　菜羽 (1) 町　田 金　井
8.   4m36 +2.5 千葉　明歩 (1) 八王子 八王子五
8.   4m35 +3.0 末宗 希(1) あきる野 あきる野東

10.   4m33 +1.0 大庭　唯奈 (1) 町　田 南成瀬

２．３年女子走幅跳
記録 風力 氏　名 支　部 学校名

1.   5m24 +1.0 勝原　鈴菜 (2) 目　黒 桜修館中等
2.   5m10 +2.8 高橋　奏心 (3) 墨　田 両　国
3.   5m07 +1.1 荒井　英 (3) 港　　 聖心女子学院

4.   5m02 +2.0 武田　愛白 (3) 練　馬 大泉学園
5.   5m01 +3.1 佐藤　那々子 (2) 板　橋 志村五
6.   4m99 +3.0 野嶋　絵美 (2) 練　馬 石神井西
7.   4m91 ±0.0 山下　涼葉 (3) 三　鷹 三鷹中等
8.   4m85 -0.2 近藤　亜香里 (3) あきる野 御　堂
9.   4m82 +0.4 内田　莉緒 (3) 町　田 堺

10.   4m76 +1.6 芹田　愛歌 (2) 中　野 緑　野

共通女子砲丸投
記録 氏　名 支　部 学校名

1.  12m19 谷山　こころ (3) 中　野 緑　野
2.  11m95 福士　諒 (2) 八王子 八王子二
3.  11m71 新津　杏莉 (3) 八王子 横　山
4.  11m52 関　杏奈 (3) 調　布 調布三
5.  11m45 滝川　詠梨奈 (3) 江　東 第二南砂
6.  11m11 横田　優 (3) 墨　田 吾嬬立花
7.  10m87 米川　佳里奈 (3) 三　鷹 三鷹二
8.  10m36 高井　陽菜乃 (3) 八王子 八王子二
9.  10m25 小川　美羽 (3) 府　中 府中三

10.   9m86 比留間　琴奈 (3) 品　川 八潮学園

共通女子四種競技
記録 氏　名 支　部 学校名

1. 2885 ガードナ　レイチェル (3) 渋　谷 松　濤
2. 2447 二階堂　愛莉 (3) 練　馬 開進一
3. 2360 佐藤　ひなの (3) 国分寺 国分寺三
4. 2351 髙橋　怜美 (3) 府　中 府中十
5. 2350 本多　紗季 (3) 府　中 府中七
6. 2279 巻渕　里紗 (3) 江戸川 小岩三
7. 2265 西川　実花 (3) 多　摩 諏　訪
8. 2209 藤本　優月 (3) 町　田 つくし野
9. 2162 豊澤　結菜 (2) 江　東 第二南砂

10. 2130 中込　爽 (2) 葛　飾 金　町
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