
◎　第45回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会

東京都選手選考会兼春季選手権大会

　期日 平成２２年６月１３日（日）

　場所 駒沢オリンピック公園陸上競技場

氏　 名 校　名 記　録 風速 氏　 名 校　名 記　録 風速 氏 　名 校　名 記　録 風速

100M 上杉　アロマ 都南葛飾 １２．２４ －２．９ 奥井　俊也 ＮＨＫ学園 １２．４１ －２．９ 相原　　慎 科学技術 １２．４９ －２．９

200M 相原　　慎 科学技術 ２４．８７ －３．９ 奥井　俊也 ＮＨＫ学園 ２４．８７ －３．９ 森居　寛樹 都一橋 ２５．１１ －３．９

400M 森居　寛樹 都一橋 ５６．３３ 関根　稜平 科学技術 ５８．７１ 田中　光樹 都世田谷泉 ５９．３２

800M 海野　祐太 科技日野 ２：２０.９１ 牛田　智史 都稔ヶ丘 ２：２１.３８ 清水　梓巴 都青梅総合 ２：２１.７９

1500M 長谷川　翔 都葛飾商 ４：４８.７２ 河崎アディール 都町田 ４：４８.７５ 牛田　智史 都稔ヶ丘 ４：５０.９８

5000M 谷崎　綾輔 都町田 １９：５２.２７ 二宮　澪都 都八王子拓真 ２０：０６.７３ 川俣　天兵 都一橋 ２０：２４.３２

400MH 小川　研大 科学技術 １：１１.２６ 佐藤　優樹 都一橋 １：１３.２９ 二宮　陸人 科技日野 １：１３.４３

3000MSC 武内　華論 都一橋 １２：０８.９７ 橋本　治紀 科学技術 １２：１９.１９ 刈部　公貴 科技日野 １２：５８.２６

三宅　赴央 関根　稜平 高橋　拓哉

西村　友佑 今泉　宏之 春山　貢治

栗原　佑平 横谷　玲音 根岸　雄平

相原　慎 小川　研大 森居　寛樹

走高跳 瀬底　裕仁 都足立 １ｍ６５ 小林　正義 都飛鳥 １ｍ５０ 山崎　元暉 駿台学園 １ｍ３５

走幅跳 河崎アディール 都町田 ５ｍ５９ ＋０．７ 蔡　興国 都南葛飾 ５ｍ５７ ＋２．５ 原田　一茂 都浅草 ５ｍ３２ ＋１．１

三段跳 蔡　興国 都南葛飾 １２ｍ０６ ＋４．９ 榎本　琢也 科技日野 １１ｍ３２ ＋３．２ 原田　一茂 都浅草 １０ｍ６３ ＋３．３

砲丸投 多田　匠汰 科学技術 ８ｍ７０ 福田　翔太 都世田谷泉 ７ｍ０５ 田中　凱稀 科学技術 ６ｍ７２

円盤投 多田　匠汰 科学技術 ２５ｍ４６ 松原　秀郷 都荒川工 ２５ｍ２６ 石橋　大輔 都一橋 ２４ｍ７７

100M 中田　春花 八洲学園 １４．７３ －３．９ 山口　晴江 都世田谷泉 １５．１１ －３．９ 岩井　奈々子 中央学院 １５．７７ －３．９

200M 中田　春花 八洲学園 ２９．２２ －１．６ 岩井　奈々子 中央学院 ３１．０７ －１．６ 金子　美咲 都立川 ３６．１６ －１．６

400M 金子　美咲 都立川 １：２５.８９ 川村　恵 都立川 １：４３.６４

800M 小林　由佳 都立川 ３：００.１０ 須賀　円 都一橋 ３：０９.５２ 不破　遥香 都立川 ３：３１.０６

3000M 小林　由佳 都立川 １３：３６.１１ 須賀　円 都一橋 １５：１２.９８ 米澤　詩音 都橘 １６：１８.４７

100MH 浅賀カテリン 都世田谷泉 ２２．６９ －４．２ 大貫　彩香 都浅草 ４０．３２ －４．２

本田　詩織
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不破　遥香

走高跳 山本　沙瀬瑠 都荻窪 １ｍ４０ 甲斐　実莉 都町田 １ｍ３５ 境田　愛果 都世田谷泉 １ｍ３５

走幅跳 山口　晴江 都世田谷泉 ４ｍ２７ ＋１．０ 森田　清美 クラーク ３ｍ７５ ＋１．５ 本田　詩織 都立川 ３ｍ７４ ＋１．１

砲丸投 寶生　菜摘 北豊島 ８ｍ３５ 石川　小百合 都荒川工 ７ｍ３７ 望月　真子 都南葛飾 ７ｍ３２

円盤投 寶生　菜摘 北豊島 ２７ｍ１３ 石川　小百合 都荒川工 ２３ｍ９５ 境田　愛果 都世田谷泉 ２０ｍ６４
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