
日時

場所

種目 氏名（学年） 記録 順位 備考

佐々木(1) 13秒00 都大会進出

高倉(1) 13秒18

内海(2) 11秒81 第4位 都大会進出

北原(2) 12秒59

荒川(3) 11秒70 都大会進出

伊藤璃(3) 12秒15

荒川(3) 24秒59

内海(2) 24秒66

飯岡(1) 5分55秒19

清水(1) 6分25秒16

櫻井(3) 4分53秒31

吉田(2) 4分53秒45

大武(2) 18秒74

北原(2) 24秒02

佐々木(1) 4ｍ78 第4位 都大会進出

清水(1) 4ｍ19

低学年４×１００ｍリレー 佐々木(1),中村(2),山岡(2),高倉(1) 50秒85 第7位 通信大会進出

共通４×１００ｍリレー 北原(2),荒川(3),大武(2),内海(2) 47秒17

日時

場所

種目 氏名（学年） 記録 順位 備考

1年１００ｍ予選 佐々木(1) 12秒95 組5位

2年１００ｍ予選 内海(2) 11秒85 組1位 準決勝進出

2年１００ｍ準決勝 内海(2) 11秒75 組4位

3年１００ｍ予選 荒川(3) 11秒88 組7位

1年走幅跳決勝 佐々木(1) 4ｍ57 組15位 総合27位

日時

場所

種目 氏名（学年） 記録 順位 備考

1年１００ｍ予選 佐々木(1) 12秒80 組3位

2年１００ｍ予選 内海(2) 11秒62 組3位 準決勝進出

2年１００ｍ準決勝 内海(2) 11秒57 組2位 決勝進出

2年１００ｍ決勝 内海(2) 11秒64 第3位

3年１００ｍ予選 荒川(3) 11秒83 組4位

1年走幅跳決勝 佐々木(1) 4ｍ58 組16位 総合30位

低学年４×１００ｍリレー 佐々木(1),北原(2),大武(2),清水(1) 48秒70 第5位 タイムレース決勝

1年１００ｍ

共通110ｍＨ

1年走幅跳

1年１５００ｍ

第67回全日本中学校通信陸上競技・東京都大会

7月17日（土）、18日（日）

八王子市上柚木公園陸上競技場

【陸上競技部】

3年１００ｍ

6月26日（土）、27日（日）

江戸川区陸上競技場

第72回東京都中学校地域別陸上競技大会区部(西部)大会

5月15日（土）、16日（日）、6月5日（土）、6日（日）

江東区夢の島競技場

第60回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会

2年１００ｍ

共通２００ｍ

共通１５００ｍ



日時

場所

種目 氏名（学年） 記録 順位 備考

佐々木(1) 12秒70 組1位 決勝進出

高倉(1) 13秒27 組2位

1年１００ｍ決勝 佐々木(1) 12秒64 第5位★

内海(2) 11秒86 組1位 決勝進出

北原(2) 12秒54 組2位

2年１００ｍ決勝 内海(2) 11秒90 第3位★

3年１００ｍ予選 荒川(3) 11秒79 組1位 決勝進出

3年１００ｍ決勝 荒川(3) 12秒08 第6位★

共通２００ｍ予選 荒川(3) 24秒04 組1位 決勝進出

共通２００ｍ決勝 荒川(3) 24秒27 第3位★

共通４００ｍ予選 中村(2) 1分01秒39 組4位

共通８００ｍ予選 中村(2) 2分24秒27 組3位

佐々木(1) 5分28秒59 組3位 総合19位

飯岡(1) 6分01秒77 組15位 総合33位

吉田(2) 4分52秒00 組10位 総合10位

櫻井(3) 4分53秒40 組11位 総合11位

櫻井(3) 10分36秒11 組11位 総合12位

吉田(2) 10分36秒16 組12位 総合13位

大武(2) 18秒90 組5位 決勝進出

山岡(2) 19秒54 組2位 決勝進出

山岡(2) 19秒94 第7位★

大武(2) 20秒12 第8位★

伊藤祐(3) 1ｍ40 第7位★

山岡(2) 1ｍ35 第8位★

北原(2) 4ｍ88 組7位 総合13位

清水(1) 4ｍ41 組9位 総合20位

共通４×１００ｍR予選 佐々木(1),北原(2),大武(2),荒川(3) 47秒12 組1位 決勝進出

共通４×１００ｍR決勝 佐々木(1),北原(2),大武(2),荒川(3) 47秒04 第5位★

学校対抗 学習院中等科 29点 第5位★

日時

場所

種目 氏名（学年） 記録 順位 備考

１年１００ｍ 佐々木(1) 12秒49 第1位

内海(2) 11秒67 第1位

北原(2) 12秒34 第3位

共通４００ｍ 荒川(3) 57秒94 第2位

共通８００ｍ 中村(2) 2分20秒62 第2位

２年１５００ｍ 吉田(2) 4分49秒15 第1位

２年１１０ｍハードル 大武(2) 18秒42 第3位

１年４×１００ｍリレー 佐々木(1),高倉(1),喜勢(1),清水(1) 51秒00 第2位

２年４×１００ｍリレー 高橋(2),北原(2),大武(2),内海(2) 47秒22 第1位

１・２年走高跳 山岡(2) 1m45 第1位

【陸上競技部】

２年１００ｍ

第64東京私立中学校陸上競技選手権大会　　★は8位入賞

8月27日（金）、28日（土）、29日（日）

駒沢オリンピック公園陸上競技場

1年１００ｍ予選

江東区夢の島競技場

2年１００ｍ予選

1年１５００ｍ
タイムレース決勝

共通１５００ｍ
タイムレース決勝

共通110ｍＨ予選

共通３０００ｍ
タイムレース決勝

豊島区民選手権大会（豊島区代表選考会）　※区３位以内

9月19日（日）

共通走幅跳決勝

共通走高跳決勝

共通110ｍＨ決勝



日時

場所

種目 氏名（学年） 記録 順位 備考

１年１００ｍ予選 佐々木 榮一郎(1) 12秒42 組2位

内海 皓太郎(2) 12秒11 組1位 決勝進出（負傷により決勝棄権）

北原 大誠(2) 13秒07 組5位

共通４００ｍﾀｲﾑﾚｰｽ 荒川 林太郎(3) 56秒71 組2位 総合21位

２年１５００ｍﾀｲﾑﾚｰｽ 吉田 悠隼(2) 4分43秒72 組10位 総合32位

２年４×１００ｍR予選 高橋(2),北原(2),大武(2),内海(2) 46秒09 組1位 決勝進出

２年４×１００ｍR決勝 高橋(2),北原(2),大武(2),内海(2) 46秒97 第4位

日時

場所

種目 氏名（学年） 記録 順位 備考

駅伝（3km×4区間） 学習院中等科A 48分02秒 第6位

第1区（3km) 吉田(2) 10分59秒 区間12位

第2区（3km) 大武(2) 12分32秒 区間7位 7位で中継

第3区（3km) 佐々木(1) 11分32秒 区間3位 7位で中継

第4区（3km) 荒川(3) 12分53秒 区間4位

駅伝（3km×4区間） 学習院中等科B 47分07秒 第4位

第1区（3km) 櫻井(3) 10分37秒 区間12位

第2区（3km) 中村(2) 10分58秒 区間7位 3位で中継

第3区（3km) 飯岡(1) 12分25秒 区間3位 4位で中継

第4区（3km) 高倉(1) 13分07秒 区間4位

日時

場所

種目 氏名（学年） 記録 順位 備考

駅伝（6区間-16.798ｋｍ） 学習院中等科 1時間00分21秒第17位 ※出場60チーム中

第1区（3.183km) 櫻井(3) 11分07秒 区間12位

第2区（2.723km) 山本(2) 9分30秒 区間20位 29位で中継

第3区（2.723km) 吉田(2) 9分29秒 区間10位 20位で中継

第4区（2.723km) 佐々木(1) 10分12秒 区間33位 20位で中継

第5区（2.723km) 大武(2) 10分21秒 区間25位 20位で中継

第6区（2.723km) 中村(2) 9分42秒 区間19位

11月13日（土）

江東区夢の島競技場周辺特設コース

２年１００ｍ予選

第38回豊島区中学校駅伝競走大会

11月7日（日）

荒川河川敷〔戸田橋陸上競技場－戸田橋間（戸田橋緑地）〕

第74回東京都中学校駅伝競走大会

第74回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会　※豊島区代表

10月16日（土）、17日（日）

江東区夢の島競技場




