第６８回三鷹市民体育祭陸上競技大会
上位記録表 市内 男子
1位
中学男子
１年 １００ｍ
２年 １００ｍ
３年 １００ｍ
２００ｍ
４００ｍ
８００ｍ
1年１５００ｍ
共通１５００ｍ
３０００ｍ
1年
４Ｘ１００ｍＲ
２年
４Ｘ１００ｍＲ
共通
４Ｘ１００ｍＲ
走高跳
砲丸投
１年 走幅跳
共通 走幅跳
オープン
１１０ｍＨ

清水 大聖 （三鷹二中）
１２秒５６ +1.1
神戸 毅裕 （明星学園中）
１１秒６０ -1.0 ＧＲ
髙浪 大地 （都立三鷹中等）
１２秒２９ -0.8
保坂 仁喜太（三鷹六中）
２４秒８０ +1.6
保坂 仁喜太 （三鷹六中）
５２秒６０
GR
山口 時寛 （三鷹五中）
２分２５秒９１
岡田 大輝 （三鷹七中）
５分０１秒５１
雨宮 正典 （三鷹一中）
４分５３秒０１
ゴーリベキィール信平（三鷹七中）
１１分２０秒７７
三鷹二中 （鈴木・鎌田・土田・清水）
５１秒９４
三鷹一中 （福井・橋本・鳥越・中山）
５０秒７６
都立三鷹中等 （鎌倉・髙波・苅山・廣居）
４８秒４２
平井 隼士 （三鷹三中）
１ｍ３９
佐藤 敦宣 （三鷹三中）
６ｍ６０
山口 泰世 （三鷹四中）
４ｍ３４ +1.4
髙波 大地 （都立三鷹中等）
５ｍ２７ -0.6
吉原 信繁 （都立三鷹中等）
２０秒７９ +1.8

2位
岡田 大輝 （三鷹七中）
１２秒９２ +1.1
鎌倉 悠羽 （都立三鷹中等）
１２秒３０ -1.0
吉永 陽 （三鷹一中）
１２秒５５ -0.8
鎌倉 悠羽 （都立三鷹中等）
２４秒９８ +1.6
草野 透 （三鷹五中）
１分００秒１１
上田 帆高 （三鷹一中）
２分２８秒８９
菅野 雄太 （三鷹一中）
５分０６秒５７
石川 裕大 （三鷹二中）
４分５４秒０６
藤枝 青空 （三鷹五中）
１１分２９秒９４
三鷹四中 （羽鳥・冨田・大塚・山下）
５６秒２８
三鷹二中 （髙橋・石川・住野・佐々木）
５１秒２０

平成３０年９月１６日 曇 味の素スタジアム西競技場
三鷹市陸上競技協会
3位
4位

５１秒６５

佐野 友哉 （三鷹一中）
１３秒０９ +1.1
苅山 湊 （都立三鷹中等）
１２秒５６ -1.0
辻 輝介 （三鷹一中）
１３秒１０ -0.8
苅山 湊 （都立三鷹中等）
２５秒７８ +1.1
上田 帆高 （三鷹一中）
１分０３秒３３
鈴木 悠斗 （三鷹六中）
２分３３秒６５
松原 恵太 （三鷹一中）
５分０８秒４３
五十嵐 琉晟 （三鷹四中）
４分５７秒３９
山口 時寛 （三鷹五中）
１１分３６秒０９
三鷹三中（藤井・中山・山中・渡邊）
１分０２秒３４
三鷹四中 （小川・宮野・中村・五十嵐）
５４秒６５
三鷹五中 （飯利・山口・石田・澤田）
５２秒４９

中山 裕紀 （三鷹三中）
５ｍ６２
山下皓之介 （三鷹四中）
３ｍ９０ -0.9
小林 浩乃 （三鷹一中）
４ｍ８３ -1.3

宮野 航成 （三鷹四中）
５ｍ４０
渡邉 洸太朗 （都立三鷹中等）
３ｍ４０ -1.2
高橋 時輝 （三鷹一中）
４ｍ７３ +0.5

三鷹一中

（守屋・雨宮・中島・小林）

鎌田 禅 （三鷹二中）
１３秒１６ +1.1
雨宮 正典 （三鷹一中）
１２秒７５ -1.0
廣居 龍（都立三鷹中等）
１３秒３５ -0.8
小林 浩乃 （三鷹一中）
２６秒２０ +1.6
小林 司 （三鷹六中）
１分０７秒８６
栗本 周 （三鷹七中）
２分４０秒８０
鈴木 海登 （三鷹一中）
５分１２秒５０
井上 朝日 （三鷹三中）
５分０３秒６４

三鷹六中 （小林・鈴木・間瀬・菅野）
５２秒８４

山中 淳矢 （三鷹三中）
２ｍ７２ +0.1
廣居 龍 （都立三鷹中等）
４ｍ７１ -1.2
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一般男子
１００ｍ
２００ｍ
４００ｍ
８００ｍ
１５００ｍ

１位
神瀬 龍平 （埼玉大ＴＣ・埼玉）
１１秒５７ +2.2
吉田 致遠 （三鷹市陸協・東京）
２６秒１１ +1.9
山下 和隼 （三鷹市陸協・東京）
５３秒１０
富士田 覚 （三鷹市陸協・東京）
２分１１秒３９
福元 翔輝（町田市陸協・東京）
４分０６秒１４ GR

２位
山下 和隼（三鷹市陸協・東京）
１２秒０７ +2.2

３位
木村 成一 （三鷹市陸協・東京）
１１秒７６ +2.2

４位

枝光 洋昴 （島本プロジェクト・東京） 岩垂 大 （下連雀・東京）
４分４３秒６４
５分０８秒１９

５０００ｍ
走高跳

佐佐木彰之介 （三鷹市陸協・東京）
１ｍ９５

砲丸投
走幅跳

佐佐木彰之介 （三鷹市陸協・東京）
６ｍ４７ -1.7

木村 成一 （三鷹市陸協・東京）
５ｍ５５ +0.5

壮年 男子
百沢 昌浩 （三鷹市陸協・東京）
１２秒１５ +1.9 GR
後藤 新弥 （三鷹市陸協）
２部 １００ｍ
１５秒９０ +1.5
富士田 覚 （三鷹市陸協・東京）
１部 １５００ｍ
４分２４秒６８ ＧＲ
宮原 元 （三鷹市陸協・東京）
１部 ５０００ｍ
１６分３０秒８６
蓬莱 政昭 （下連雀）

１部 １００ｍ

２部 ５０００ｍ

島田 英典 （三鷹市陸協・東京）
１２秒３１
+1.9 GR

松澤 誠 （深大寺）
１２秒４４ +1.9

西村 健吾 （上連雀）
１３秒４９ +1.9

門池 匠巳 (WINGSPRINT)
１８秒１８ +1.8 ＧＲ
福嶋 陛文 (WINGSPRINT)
１６秒２６ +3.3
内藤 惺 （WINGSPRINT)
１５秒１１ +2.3

三村 貴大 (WINGSPRINT)
１８秒５６ +1.8
丹後 英隆 （WINGSPRINT)
１６秒８８
+1.1
高橋 陽也 （WINGSPRINT)
１５秒１６ +1.8

坪地 宏嘉 （東京陸協・東京）
４分４９秒６１
坪地 宏嘉 （東京陸協・東京）
１８分２２秒５８

２０分０１秒９８

島田 英典 （三鷹市陸協・東京）
走幅跳
５ｍ２９ +1.6
瀧川 清人 （三鷹市陸協）
２部 砲丸投
６ｍ９２

小学生（男女）
天野 椋介 (WINGSPRINT)
１７秒７６ +1.8 GR
ロビナ 怜央 (WINGSPRINT)
中学年１００ｍ
１５秒６０ +1.1 ＧＲ
宗形 涼太 （三鷹五小）
高学年１００ｍ
１３秒３９ +1.8 GR

低学年１００ｍ

田頭 碧人 （三鷹六小）
１７秒８２ +1.8 ＧＲ
高橋 律人 (WINGSPRINT)
１６秒１８ +1.1
篠原 理月 (WINGSPRINT)
１４秒７４ +1.8

2/6

第６８回三鷹市民体育祭陸上競技大会
上位記録表 市内 女子
1位
中学女子
１年 １００ｍ
２年 １００ｍ
３年 １００ｍ
２００ｍ
１年 ８００ｍ
共通 ８００ｍ
１５００ｍ
１年
４Ｘ１００ｍＲ
２年
４Ｘ１００ｍＲ
共通
４Ｘ１００ｍＲ
走高跳
砲丸投
１年 走幅跳
共通 走幅跳
オープン
１００ｍＨ

金田 彩花 （三鷹一中）
１３秒６６ +1.6
川迫 凛望 （三鷹三中）
１３秒８５ +0.5
窪田 ジャスミン （三鷹六中）
１３秒９０ +0.1
鴨下 友織菜 （都立三鷹中等）
２７秒４７ +0.4
佐伯 日向子 （三鷹一中）
２分４９秒００
鴨下 友織菜 （都立三鷹中等）
２分２３秒８０ ＧＲ
河本 賀帆 （三鷹二中）
５分４１秒８７
三鷹一中（中島・菅原・山田・金田）
５６秒４８
三鷹三中 （宮崎・野村・岩木・川迫）
５７秒０５
三鷹六中 （宮沢・清野・長瀬・鈴木）
５６秒３３
鎌倉 真帆 （三鷹四中）
１ｍ２５
前田 佳歩 （三鷹二中）
７ｍ４１
塩津 杏菜 （三鷹三中）
４ｍ２１ -0.4
橋口 れい （都立三鷹中等）
４ｍ６０ -0.2
鈴木 初歩 （三鷹六中）
１７秒１８ +1.4

2位
須田 怜未 (桐朋女子中）
１３秒７３ +1.6
宮沢 円爾 （三鷹六中）
１４秒２１ +0.5
橋口 れい （都立三鷹中等）
１４秒７７ +0.1
窪田 ジャスミン （三鷹六中）
２８秒００ +0.4
関川 舞 （三鷹一中）
２分５４秒８８
山崎 結生 （都立三鷹中等）
２分３６秒５８
宮崎 そにか（三鷹三中）
６分１８秒１３
三鷹二中（中山・萩原・兼子・伊藤）
５９秒７９

平成３０年９月１６日 曇 味の素スタジアム西競技場
三鷹市陸上競技協会
３位
4位
塩津 杏菜 （三鷹三中）
１４秒１８ +1.6
小林 莉子 （三鷹一中）
１４秒３６ +0.5

菅原 真緒 （三鷹一中）
１４秒２３ +1.6
清野 冴良 （三鷹六中）
１４秒５０ +0.5

山崎 結生 （都立三鷹中等）
２９秒０８ +0.4
兼子 菜々美 （三鷹二中）
２分５５秒６６
酒井 果歩 （三鷹一中）
２分４１秒８３
舟橋 采芭 （三鷹四中）
６分２７秒５３

鈴木 初歩 （三鷹六中）
２９秒４８ +1.8
佐久間 小春 （都立三鷹中等）
２分５５秒６９
岩木 優衣 （三鷹三中）
２分４７秒１７

三鷹三中 （木村・猿田・長内・塩津）
１分０１秒３２

都立三鷹中等（橋田・古垣・松尾・狩野）

三鷹一中 （坂本・持田・西村・小林）

１分００秒３３

１分０２秒０９
三鷹四中 （鎌倉・杉田・藤本・永沢）
５９秒４６
前田 真琴 （三鷹六中）
１ｍ２０
増田 樹奈 （三鷹四中）
６ｍ２１
増田 樹奈 （三鷹四中）
３ｍ５２ -1.1
大沢 由紀 （三鷹二中）
４ｍ１３ -1.2

都立三鷹中等（吉野・鴨下・山崎・佐久間）

５６秒８６
宮沢 円爾 （三鷹六中）
１ｍ２０
佐藤 こころ （三鷹六中）
６ｍ２５
高橋 萌那 （三鷹六中）
３ｍ７２ -2.9
野村 美陽 （三鷹三中）
４ｍ１６ -0.4
藤本 妃凪 （三鷹四中）
２０秒０１ +1.4

長瀬 和奏 （三鷹六中）
１ｍ１０
田中 千紗 （三鷹四中）
５ｍ６２
木村 明貴 （三鷹三中）
３ｍ４３ +0.1
松尾 侑音 （都立三鷹中等）
３ｍ８３ +0.5

田中 友美 （三鷹市陸協）
１３秒６６ +1.2
原 尚子 （三鷹市井口）
壮年 １００ｍ
１６秒７５ +1.2
GR
田中 友美 （三鷹市陸協）
一般 走幅跳
４ｍ３０ +1.1

一般 １００ｍ
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第５３回三鷹市陸上競技記録会
上位記録表 市外 男子
1位
中学男子
１年 １００ｍ
２年 １００ｍ
３年 １００ｍ
２００ｍ
４００ｍ
８００ｍ
１年１５００ｍ
共通１５００ｍ
３０００ｍ
１年
４Ｘ１００ｍＲ
２年
４Ｘ１００ｍＲ
共通
４Ｘ１００ｍＲ

五味 優太 （町田南大谷中）
１２秒５５ +1.2
原 怜央 （府中四中）
１１秒８９ +1.4
岩男 恵太 （町田南大谷中）
１１秒６０ +1.1
今野 優太 （府中四中）
２４秒６５ +2.5
山本 守凛 （明大中野中）
５７秒５６
藤木 大成 （明大中野中）
２分１７秒３６
関野 稜太 （明大中野中）
４分５９秒４８
大澤 拓真 （府中四中）
４分４５秒８２
中村 日向 （府中九中）
９分４５秒００

平成３０年９月１６日 曇 味の素スタジアム西競技場
三鷹市陸上競技協会
3位
4位

2位
志村 武 （町田南大谷中）
１３秒１１ +1.2
今野 優太 （府中四中）
１２秒１５ +1.4
津島 光大郎 （町田南大谷中）
１１秒８６ +1.1
糸尾 豪仁 （都立武蔵附属中）
２４秒７２ +2.5
神谷 晃之介 （都立武蔵附属中）
５８秒６５
伊藤 真人 （都立武蔵附属中）
２分１９秒１６
中村 日翔 （府中九中）
５分０７秒４７
高橋 拓生 （府中四中）
４分４５秒８５
網代 志音 （武蔵村山五中）
９分５２秒２２

高橋 快徳 （町田南大谷中）
１３秒１５ +2.0
糸尾 豪仁 （都立武蔵附属中）
１２秒２１ +1.4
山本 心 （都立武蔵附属中）
１２秒１４ +1.1
高部 聖大 （町田南大谷中）
２５秒３７ +2.5
浅海 寛生 （都立武蔵附属中）
１分０７秒４７
原 直輝 （都立武蔵附属中）
２分２３秒８７
金子 奏太 （町田南大谷中）
５分１３秒９０
佐藤 峻 （府中九中）
４分４６秒３８
小美野 諒 （武蔵村山五中）
９分５６秒４５

川崎 友裕 （都立武蔵附属中）
１３秒５９ +1.2
石井 陽葵 （都立武蔵附属中）
１２秒３４ +1.4
杉井 大河 （都立武蔵附属中）
１２秒２６ +1.1
真野 航太朗 （府中九中）
２６秒５０ +2.5

本田 虎白 （武蔵村山五中）
２分３１秒２９
長谷川 聖樹 （武蔵村山五中）
５分１４秒４１
西村 拓真 （府中四中）
４分４７秒３４
伊藤 結莞 （武蔵村山五中）
１０分１３秒０３

町田南大谷中 （高橋・五味・堀井・志村） 武蔵村山五中 （岡本・石塚・渡部・伊藤） 明大中野中 （池田・寺門・福島・東）

５０秒８８

５２秒１７

５６秒６２

宮地 聡輔 （府中四中）
７ｍ７２
後閑 暁乃介 （町田南大谷中）
４ｍ４８ -0.8
村上 公太 （明大中野中）
４ｍ９５ -2.6

志村 武 （町田南大谷中）
４ｍ４２ -0.3

明大中野中 （山崎・村上・山本・高部）
４７秒７４

走高跳
安部 昂汰 （町田南大谷中）
８ｍ０３
１年 走幅跳 五味 優太 （町田南大谷中）
４ｍ８９ -0.4
針生 藍太朗 （町田南大谷中）
共通走幅跳
５ｍ８６ -1.1
オープン 尾嵜 玲央 （府中四中）
１８秒６９ +1.8
１１０Ｈ

砲丸投

後藤 雄太 （町田南大谷中）
４ｍ２０ -0.4

4/6

１位
茂木 文哉 （明大中野高・東京）
１１秒２４ +0.7
茂木 文哉 （明大中野高・東京）
２２秒４８ +0.8
小椋 翔 （明大中野高・東京）
５１秒９３

２位
大坪 京史 （明大中野高・東京）
１１秒３４ +0.7
石本 朋也 （明大中野高・東京）
２４秒６１ +0.8
下山 拳汰 （明大中野高・東京）
５５秒１２

３位
田中 潤 （東京陸協・東京）
１１秒７１ +0.7
中馬 賢克 （府中市・東京）
２４秒６４ +1.9

４位
安河 伊織 （明大中野高・東京）
１１秒８６ +1.9
長井 勢吾 （明大中野高・東京）
２４秒７９ +0.8

１５００ｍ

蒲生 晟也 （明大中野高・東京）
４分１３秒７８

佐藤 大宇 （青峰学園）
４分２７秒５５

藤谷 海 （明大中野高・東京）
４分２７秒９２

４X100mR

明大中野高・東京（安河・大坪・長井・風祭）

石原 康太 （明大中野高・東京）
４分２４秒０９
SSC・東京 （清水・三好・宮崎・工藤）
４８秒６３

一般男子
１００ｍ
２００ｍ
４００ｍ
８００ｍ

走高跳
走幅跳
砲丸投

４５秒８６
久家 迅雄 （千葉陸協・千葉）
１ｍ９０
安河 伊織 （明大中野高・東京）
５ｍ５３ -1.1
星野 和総 （（株）エレメント）
１１ｍ７６

久家 迅雄 （千葉陸協・千葉）
５ｍ４７ -1.8
天野 寛佳 （（株）エレメント）
５ｍ８８

壮年男子
中馬 賢克 （府中市・東京）
１２秒００ +1.9
石坂 一弘 （東京陸協・東京）
２部 １００ｍ
１２秒８６ +1.5
蜷川 武史 （府中市）
２部 １５００ｍ
４分５９秒８９

１部 １００ｍ

宮崎 義継
１２秒２４
竜野 寿男
１３秒３８

（SSC・東京）
+1.9
（東京陸協・東京）
+1.5

泉市 啓一 （東京陸協・東京）
１４秒７８ +1.5
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第５３回三鷹市陸上競技記録会
上位記録表 市外 女子
１位
中学女子

平成３０年９月１６ 曇
２位

寒河 江恋々（武蔵村山五中）
１４秒４９ -0.3
小川 和那 （府中四中）
２年 １００ｍ
１３秒９１ +1.3
飯田 愛花 （桐朋女子中）
３年 １００ｍ
１３秒９５ +2.4
高知尾 日陽 （町田南大谷中）
２００ｍ
２８秒２３ +2.8
土方 菜摘 （町田南大谷中）
１年 ８００ｍ
２分４５秒５９
亀澤 遥香 （武蔵村山五中）
共通 ８００ｍ
２分４９秒１８
齋藤 梨心 （府中九中）
１５００ｍ
５分４６秒４１
武蔵村山五中（石塚・寒河江・井元・佐藤） 桐朋女子中 （須田・田巻・綿谷・山木）
１年
５８秒２３
４Ｘ１００ｍＲ ５７秒８２
桐朋女子中 （戸田・岩永・野崎・鈴木）
２年
４Ｘ１００ｍＲ ５６秒１８
桐朋女子中 （山本・飯田・稲田・小國）
町田南大谷中 （藤田・加藤・渡邊・依田）
共通
５７秒４０
４Ｘ１００ｍＲ ５５秒６８
岩井 理瑚 （町田南大谷中）
田巻 野乃 （桐朋女子中）
走高跳
１ｍ２０
１ｍ２０
山本 いず美 （桐朋女子中）
山田 ひかる （桐朋女子中）
砲丸投
７ｍ３４
６ｍ５２
二木 遥菜 （都立武蔵附属中）
初鹿 恵里 （府中四中）
１年 走幅跳
４ｍ６３ -0.5
４ｍ２６ -0.5
小川 和那 （府中四中）
加藤 美奈 (町田南大谷中）
共通 走幅跳
４ｍ７６ -0.9
４ｍ６４ -1.7
二木 遥菜 （都立武蔵附属中）
矢野 吉乃 （町田南大谷中）
オープン
１５秒６７ +1.4
１９秒５７ +1.4
１００ｍH

１年 １００ｍ

一般 女子
１００ｍ
一般 女子
走高跳
一般 女子
走幅跳
一般女子
砲丸投
一般女子
４X100mR

入江 有咲陽 （府中四中）
１４秒１６ -0.3
荒井 凛月 （府中四中）
１３秒１３ +1.3
加藤 美奈 （町田南大谷中）
１３秒３９ +2.4
荒井 凛月 （府中四中）
２７秒１６ +2.8
山本 小暖 （府中四中）
２分４０秒８５
山岡 麻里奈 （府中四中）
２分３７秒２１
加川 優里 （府中四中）
５分３９秒８３

小倉 愛永 （桐朋女子高・東京）
１３秒２２ +1.2
山下 彩花 （津田塾大学・東京）
１ｍ５０
田鎖 瑚桃 （桐朋女子高・東京）
４ｍ６５ -0.3
渡邊 梨乃 （桐朋女子高・東京）
５ｍ７５

稲留 真那 （桐朋女子高・東京）
１４秒１３ +1.2

3位
石塚 恋羽 （武蔵村山五中）
１４秒７１ -0.3
安間 多恵 （町田南大谷中）
１４秒２２ +2.6
小國 真希 （桐朋女子中）
１４秒１９ +2.4
渡邊 由々花 （町田南大谷中）
２８秒７３ +2.8
佐藤 心愛 （府中四中）
２分４７秒５１
齋藤 梨心 （府中九中）
２分４９秒８３
髙橋 華見 （武蔵村山五中）
５分５４秒４７

味の素スタジアム西競技場
三鷹市陸上競技協会
4位
石川 絢袈 （府中四中）
１４秒７７ -0.6
戸田 蘭 （桐朋女子中）
１４秒３３ +1.3
稲田 清香 （桐朋女子中）
１４秒４７ +2.4
飯田 愛花 （桐朋女子中）
２９秒０７ +2.8
松尾 りいな （武蔵村山五中）
２分５０秒２６

山田 ひかる （桐朋女子中）
１ｍ１５

山木 里紗 （桐朋女子中）
３ｍ８２ -0.3
安間 多恵 （町田南大谷中）
４ｍ１７ +1.6

入江 有咲陽 （府中四中）
３ｍ７０ -1.0
野崎 夏菜 （桐朋女子中）
３ｍ７５ -0.7

河内 紀子 （桐朋女子高・東京）
１４秒６０ +1.2

社本 和香 （けやきの森学園）
１９秒６９ +1.2

斎藤 祐美 （桐朋女子高・東京）
３ｍ８０ -0.4

桐朋女子高・東京（小倉・稲留・斎藤・田鎖）

５４秒５８
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