
氏名(学年） 記録 氏名(学年） 記録 氏名(学年） 記録

種　目 学校名 風速 学校名 風速 学校名 風速

1年100m 佐藤 吏玖士(中1) 14秒54 松澤 亜南(中1) 15秒03 小山 颯太(中1) 15秒99

立教池袋中学校 2.6 学習院中等科 3.2 学習院中等科 3.5

2年100m 谷田 光太郎(中2) 11秒74 城野 哲郎(中2) 11秒86

本郷中学校 3.1 本郷中学校 4.1

河上 晃輝(中2) 11秒74

城西大城西中学校 4.1

3年100m 安藤 晴輝(中3) 11秒32 板垣 心陽(中3) 11秒55 吉野 晃平(中3) 11秒67

本郷中学校 3.2 本郷中学校 4.5 本郷中学校 3.4

共通200m 西川 正大(中3) 23秒91 岡本 皓季(中2) 25秒72 坂本 大河(中2) 26秒48 ＊5/4

学習院中等科 4.4 学習院中等科 3.8 巣鴨中学校 2.8

共通400m 板垣 心陽(中3) 55秒62 大野 寧央(中3) 56秒22 吉住 栄亮(中3) 1分07秒61

本郷中学校 0 立教池袋中学校 0 本郷中学校 0

共通800m 大野 寧央(中3) 2分13秒80 谷口 大(中3) 2分17秒51 渡部 准征(中2) 2分23秒47

立教池袋中学校 0 駒込中学校 0 駒込中学校 0

1年1500m 松澤 亜南(中1) 5分32秒58 小山 颯太(中1) 5分54秒87 齋藤 浩太(中1) 6分30秒46

学習院中等科 0 学習院中等科 0 立教池袋中学校 0

共通1500m 永野 佑迅(中2) 4分30秒82 ｽﾏｼﾞｪﾝﾇｨ 勝(中3) 4分39秒48 伊藤 柊生(中3) 4分39秒94

学習院中等科 0 駒込中学校 0 学習院中等科 0

共通3000m 永野 佑迅(中2) 9分38秒32 ｽﾏｼﾞｪﾝﾇｨ 勝(中3) 10分06秒18 伊藤 柊生(中3) 10分22秒34 ＊5/4

学習院中等科 0 駒込中学校 0 学習院中等科 0

共通110mH 安藤 晴輝(中3) 15秒29 鵜月 真之(中2) 20秒55 ＊ 0

本郷中学校 5.7 巣鴨中学校 1.7 0 0.0

共通4×100m 本郷中学校Aﾁｰﾑ 44秒88 学習院中等科 49秒02 本郷中学校Bﾁｰﾑ 49秒50

共通走高跳 山本 厚生(中3) 1m45 ＊ 0 ＊ 0

立教池袋中学校 0 0 0 0 0

共通走幅跳 吉野 晃平(中3) 5m11 樋貝 遼誠(中2) 4m56 鵜月 真之(中2) 4m40

本郷中学校 3.1 立教池袋中学校 2.3 巣鴨中学校 2.8

共通砲丸投 高野 寛人(中3) 8m28 若宮 莉生(中2) 7m95 岡沢 貴大(中3) 7m73

巣鴨中学校 0 駒込中学校 0 駒込中学校 0

氏名(学年） 記録 氏名(学年） 記録 氏名(学年） 記録

種　目 学校名 風速 学校名 風速 学校名 風速

2年100m 木暮 桃葉(中2) 13秒59 中村 文(中2) 13秒88 牧井 舞子(中2) 14秒47

十文字中学校 3.7 城西大城西中学校 2.1 十文字中学校 2.1

3年100m 大丸 明日香(中3) 13秒12 岸井 涼音(中3) 14秒53 石橋 愛梨(中3) 14秒66

淑徳巣鴨中学校 0.8 十文字中学校 3.4 淑徳巣鴨中学校 4.3

共通200m 大丸 明日香(中3) 26秒93 木暮 桃葉(中2) 27秒77 石橋 愛梨(中3) 31秒41

淑徳巣鴨中学校 3.9 十文字中学校 3.9 淑徳巣鴨中学校 1.0

共通800m 村越 雪音(中3) 2分55秒78 ＊ 0 ＊ 0

十文字中学校 0 0 0 0 0

共通4×100m 十文字中学校 56秒88 0 0 0 0

共通走幅跳 岸井 涼音(中3) 3m71 ＊ 0 ＊ 0

十文字中学校 4.6 0 0.0 0 0.0

共通砲丸投 西山 嘉奈(中2) 6m25 ＊ 0 ＊ 0

十文字中学校 0 0 0 0 0

備考

2018/5/4

岸井 涼音, 牧井 舞子, 西山 嘉奈, 木暮 桃葉

谷田 光太郎, 安藤 晴輝, 板垣 心陽, 吉野 晃平 岡本 皓季, 西川 正大, 古河 邑潤, 篠田 一馬 諏訪 仁哉, 趙 越一, 城野 哲郎, 寺畑 翔矢

女　子
第　1　位 第　2　位 第　3　位

第　1　位 第　2　位 第　3　位
男　子

備考
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