
種　　目

男 大泉 練馬 由木 八王子 武蔵野東 小金井

女 第二南砂 江東 品川女子学院 品川 西葛西 江戸川

男 荻野 第二南砂 江東 後藤 別所 八王子 石川 高島第二 板橋

女 深澤 武蔵野東 小金井 榊原 瑞江第二 江戸川 宮田 武蔵野東 小金井

男 大野 大森第四 大田 提箸 大泉 練馬 荻野 第二南砂 江東

女 榊原 瑞江第二 江戸川 深澤 武蔵野東 小金井 郡 椚田 八王子

男 荻野 第二南砂 江東 後藤 別所 八王子 森木 大泉 練馬

男 荻野 第二南砂 江東 石川 高島第二 板橋 提箸 大泉 練馬

女 宮田 武蔵野東 小金井 亀山 第二南砂 江東 吉本 川口 八王子

男 荻野 第二南砂 江東 石川 高島第二 板橋 大野 大森第四 大田

女 深澤 武蔵野東 小金井 榊原 瑞江第二 江戸川 郡 椚田 八王子

バレー 男 サレジオ 小平 駿台学園 北 安田学園 墨田 大森第二 大田

　　ボール 女 八王子実践 八王子 文京学院大学女子 文京 淑徳ＳＣ 文京 北沢 世田谷

バスケット 男 実践学園 中野 東海大学菅生 あきる野 梅丘 世田谷 小岩第四 江戸川

　　ボール 女 第一 八王子 日本体育大学桜華 東村山 東京成徳大学 北 藤村女子 武蔵野

野　球 男 新宿 葛飾 日本大学第二 杉並 明治大学付属中野八王子 八王子 深川第三 江東

団 男 実践学園 中野 安田学園 墨田 日本大学豊山 文京 尾久八幡 荒川

区 体 女 武蔵野 北 文化学園大学杉並 杉並 春江 江戸川 第二砂町 江東

部 ﾀﾞﾌﾞ 男 高野・石川 実践学園 中野 杉本・中田 安田学園 墨田 上村・丸山 安田学園 墨田 高橋・柳澤 実践学園 中野

ﾙｽ 女 野川・野崎 武蔵野 北 尾中・内野 尾久八幡 荒川 井之村・杉田 武蔵野 北 佐藤・貫井 文大杉並 杉並

団 男 府中第八 府中 桐朋 国立 府中第四 府中 小金井第一 小金井

多 体 女 立川第七 立川 日野第二 日野 霞台 青梅 羽村第二 羽村

摩 ﾀﾞﾌﾞ 男 笠井・田川 府中第四 府中 福本・水野 桐朋 国立 須藤・佐々木 聖ヶ丘 多摩 本・石崎 三鷹第二 三鷹

ﾙｽ 女 鈴木・蓮尾 霞台 青梅 高橋・西村 陵南 八王子 張替・古関 立川第七 立川 解田・西原 日野第二 日野

男 国士舘 世田谷 修徳 葛飾 足立学園 足立 武蔵野 北

女 淑徳 板橋 帝京 板橋 渋谷教育学園渋谷 渋谷 藤村女子 武蔵野

男 関 練馬 国士舘 世田谷 石川 八王子 羽村第二 羽村

女 淑徳巣鴨 豊島 日本体育大学桜華 東村山 国士舘 世田谷 秋多 あきる野

ソフト 男 京華 文京 開成 荒川 早稲田実業 国分寺

　　ボール 女 神田女学園 千代田 目黒日本大学 目黒 東京立正 杉並 小岩第五 江戸川

男 小松 葛飾 松江第六 江戸川 御園 大田 城北 板橋

ハンド 女 葛西第三 江戸川 立教女学院 杉並 有明・鹿骨・御園 江東・江戸川・大田 小松 葛飾

　　ボール 男 西 東久留米 七生 日野 府中第三 府中 府中第四 府中

女 西 東久留米 七生 日野 南 東久留米第五 武蔵村山

男 淑徳巣鴨 豊島 実践学園 中野 小平第二 小平 第二 八王子

女 淑徳巣鴨 豊島 小平第二 小平 第二 八王子 東京家政学院 千代田

男 荒井 実践学園 中野 佐藤 淑徳巣鴨 豊島 渡邊 淑徳巣鴨 豊島 中島 木曽 町田

女 田中 小平第二 小平 湯本 淑徳巣鴨 豊島 堤 淑徳巣鴨 豊島 隅田川 練馬 練馬

男 下野・坪田 小平第二 小平 田中・清水 淑徳巣鴨 豊島 馬場・百瀬 淑徳巣鴨 豊島 大西・小沼 淑徳巣鴨 豊島

女 長谷見・和光 小平第二 小平 堀口・小掠 佃 中央 小坂・中俣 東京家政学院 千代田 横山・大串 諏訪台 荒川

新体操 女 花畑 足立 藤村女子 武蔵野 広尾学園 港

ラグビー 男 國學院大學久我山 杉並 千歳 世田谷 本郷 豊島 明治大学附属中野 中野

テ ニ ス 男 仁島 聖徳学園 武蔵野 柳 深沢 世田谷 井上 東海大学菅生 あきる野 早川 入谷南 足立

(選手権 女 廣島 第三 青梅 小安 第四 東大和 麻坂 東葛西 江戸川 阿出川 上野学園 台東

    大会) 男 中村・高畑 小平第二 小平 小林・田中 聖徳学園 武蔵野 増田・木村 小平第二 小平 井上・師 東海大学菅生 あきる野

女 小松・林 上平井 葛飾 堀・伊東 東陽 江東 岩佐・小島 小平第二 小平 有澤・吉岡 学習院女子 新宿

区　部

総　合

団　体

多　摩

団　体

団　体

跳　馬

シングルス

ダブルス

団　体

  ※ 陸上は地区別大会（区部東部・西部、多摩東部・西部）として実施　　　　　　ｿﾌﾄﾃﾆｽはブロック戦として実施、サッカー・水泳・ダンス・相撲は実施せず。
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平均台
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