
種　　目

総合 八王子 八王子 練馬 練馬 世田谷 世田谷 江戸川 江戸川

男子 練馬 練馬 八王子 八王子 江戸川 江戸川 町田 町田

女子 八王子 八王子 足立 足立 あきる野 あきる野 世田谷 世田谷

男子 足立十一 足立 十条富士見 北 あきる野西 あきる野 東山 目黒

女子 南多摩 八王子 足立十一 足立 金町 葛飾 町田南 町田

男 桐朋 国立 第一 武蔵村山 武蔵野東 小金井 成城 世田谷

女 第二南砂 江東 堺 町田 品川女学院 品川 武蔵野東 小金井

男 須永 第四 八王子 萩野 第二南砂 江東 今村 福生第二 福生 板橋 由木 八王子

女 深澤 武蔵野東 小金井 大靏 第三 文京 酒向 第二南砂 江東 春口 椚田 八王子

男 須永 第四 八王子 石川 高島第二 板橋 三戸 石川 八王子 森井 桐朋 国立

女 深澤 武蔵野東 小金井 酒向 第二南砂 江東 春口 椚田 八王子

榊原 瑞江第二 江戸川

男 須永 第四 八王子 荻野 第二南砂 江東 今村 福生第二 福生 持田 第一 武蔵村山

男 荻野 第二南砂 江東 須永 第四 八王子 今村 福生第二 福生 森本 清瀬第四 清瀬

女 深澤 武蔵野東 小金井 大靎 第三 文京 髙橋 第三 田無 前川 藤村女子 武蔵野

大澤 霞台 青梅

男 須永 第四 八王子 石川 高島第二 板橋 荻野 第二南砂 江東 今村 福生第二 福生

女 深澤 武蔵野東 小金井 大靎 第三 文京 榊原 瑞江第二 江戸川 菊竹 堺 町田

酒向 第二南砂 江東

バレー 男 駿台学園 北 安田学園 墨田 サレジオ 小平 大森第二 大田

　ボール 女 八王子実践 八王子 北沢 世田谷 文京学院 文京 大崎 品川

バスケット 男 実践学園 中野 東海大菅生 あきる野 石神井西 練馬 梅丘 世田谷

　　ボール 女 八王子第一 八王子 日体桜華 東村山 東京成徳 北 藤村女子 武蔵野

野　球 男 駿台学園 北 修德 葛飾 上一色 江戸川 大坂上 日野

　　　 男 清明学園 大田 明法 北 恩方 八王子 桜川 板橋

 ソフト 女 千代田 平井 西多摩 志茂田 大田 あきる野東 西多摩

 テニス 男 高崎・飯干 清明学園 大田 大類・安達 清明学園 大田 藤崎・岩本 清明学園 大田 増田・小林 清明学園 大田

女 中野・倉本 千代田女学園 千代田 三澤・高島 羽村第三 西多摩 斉藤･本多 志茂田 大田 中島・長 千代田女学園 千代田

男 松岡 尾久八幡 荒川 笠井 府中第四 府中 上村 安田学園 墨田 村野 東海大菅生 あきる野

女 野川 武蔵野 北 野崎 武蔵野 北 杉田 武蔵野 北 鈴木 武蔵野 北

男 国士舘 世田谷 修德 葛飾 武蔵野 北 安田学園 墨田

５０㎏級 佐藤 日本学園 世田谷 齋藤 浜川 品川 飛騨 第三亀戸 江東 伊藤 葛西第二 江戸川

５5㎏級 中村 立川第二 立川 岩井 府中第六 府中 内藤 海城 新宿 小林 堀船 北

60㎏級 中野 佃 中央 後藤 武蔵野 北 大前 桜堤 墨田 徳田 興本扇 足立

個 人 66㎏級 石塚 修德 葛飾 入倉 第三亀戸 江東 稲山 東陽 江東 森田 青梅第三 青梅

73㎏級 安藤 武蔵野第一 武蔵野 赤澤 谷中 足立 多賀 武蔵村山第五 武蔵村山飯田 都立白鷗 台東

81㎏級 笠川 明大中野 中野 鈴木 国士舘 世田谷 沖田 武蔵野 北 遠藤 音羽 文京

90㎏級 須藤 加賀 板橋 長田 国士舘 世田谷 恵良 武蔵岡 町田 渋谷 日大第一 墨田

柔　道 90㎏超級 牧野 武蔵村山第一 武蔵村山 斎藤 安田学園 墨田 唐木 国士舘 世田谷 原田 武蔵野 北

40kg級 大平 帝京 板橋 斉藤 富士見 練馬 村松 桜川 板橋 冨田 長房 八王子

44kg級 宮木 修德 葛飾 高木 淑徳 板橋 田中 修德 葛飾 金 赤羽岩淵 北

48kg級 大竹 淑徳 板橋 柳川 桜堤 墨田 丹羽 修德 葛飾 加藤 桜堤 墨田

52kg級 新堀 深川第三 江東 森近 淑徳 板橋 鈴木 上板橋第三 板橋 初野 三鷹第四 三鷹

57kg級 徳田 淑徳 板橋 蚊口 上板橋第三 板橋 八木 渋谷教育学園渋谷 渋谷 須藤 渋谷教育学園渋谷 渋谷

63kg級 佐藤 忠生 町田 宮﨑 渋谷教育学園渋谷 渋谷 村井 貫井 練馬 齋藤 和泉 杉並

７０kg級 近松 淑徳 板橋 横山 三宿 世田谷 反中 渋谷教育学園渋谷 渋谷 中村 貫井 練馬

70kg超級 斉藤 帝京 板橋 本川 藤村女子 武蔵野 南雲 日野第一 日野 稲垣 帝京 板橋

男 関 練馬 羽村第二 羽村 国士舘 世田谷 石川 八王子

女 淑徳巣鴨 豊島 葛飾 日体桜華 東村山 秋多・あきる野西 あきる野

ソフト 男 国分寺 京華 文京 開成 荒川

　ボール 女 日出 目黒 神田女学園 文京 東京立正 杉並 小岩第五 江戸川

ハンド 男 東久留米西 東久留米 府中第三 府中 府中第四 府中 御園 大田

　ボール 女 東久留米 東久留米 武蔵村山第五 武蔵村山 葛西第三 江戸川 青陵 大田

サッカー 男 荏原第一 品川 多摩大目黒 目黒 日大第三 町田 立川第五 立川

男 淑徳巣鴨 豊島 小平第二 小平 実践学園 中野 国分寺第一 国分寺

女 豊島 小平 府中 八王子第二 八王子

男 佐藤 淑徳巣鴨 豊島 髙橋 淑徳巣鴨 豊島 梅澤 大泉 練馬 荒井 実践学園 中野

女 田中 小平二 小平 湯本 淑徳巣鴨 豊島 藤田 明保 西東京 名取 淑徳巣鴨 豊島

男 下野・坪田 小平二 小平 大西・小沼 淑徳巣鴨 豊島 田中・清水 淑徳巣鴨 豊島 馬場･鶴岡 淑徳巣鴨 豊島

女 小坂・中俣 東京家政 千代田 小椋・堀口 佃 中央 辻・荻原 淑徳巣鴨 豊島 河端・鶴岡 八王子第二 八王子

団 1年 花畑 足立 文京学院女子 文京 調布 玉川聖学院 世田谷

体 2年 藤村女子 武蔵野 桐朋女子 調布 世田谷 広尾学園 港

男 日大豊山 文京 暁星 千代田 立教池袋 豊島

女 淑徳巣鴨 豊島 武蔵野 北 藤村女子 武蔵野

ダンス 女 武蔵野東 小金井 立教女学院 杉並 共立女子 千代田 東京女子学院 練馬

1年 男 横山 第十一 足立 樽谷 大道 葛飾 西崎 小岩第三 江戸川 大川 明大中野 中野

2年 男 小宮山 大道 葛飾 森満 新宿 葛飾 齋藤 春江 江戸川 佐藤 大道 葛飾

3年 男 酒井 都立白鷗 花房 神代 調布 市川 国立第三 国立 岩﨑 農大一 世田谷

男 聖徳学園 武蔵野 小平第二 小平 東海大菅生 あきる野 成蹊 武蔵野

女 富士見ヶ丘 渋谷 学習院女子 新宿 小平第二 小平 山脇学園 港

男 島巡 亀戸 江東 石井 成蹊 武蔵野 仁島 聖徳学園 武蔵野 中山 小金井第一 小金井

女 麻坂 東葛西 江戸川 長谷川 国分寺三 国分寺 前田 女子聖学院 北 青木 烏山 世田谷

男 増田・藤田 小平二 小平 小林・仁島 聖徳学園 武蔵野 中村・石井 成蹊 武蔵野 馬場・轟 聖徳学園 武蔵野

女 小松・林 上平井 葛飾 前田・寺谷 富士見 練馬 太田・寺田 玉川学園 町田 黒木・西野 富士見ヶ丘 渋谷

ラグビー 男

体　操

陸上競技

個　人

総　合

平成３０年度東京都中学校秋季・新人体育大会種目別一覧
　　　　　　　　東京都中学校体育連盟　3１.2.16

３  (４)      位２　　　　位 ３　　　　　位１　　　　位

(女子)

支部対抗

駅　伝

個人(複)

団　体

個　人

団　体

総　合

団　体

ゆ　か

鞍　馬

鉄　棒

平均台

団　体

団　体

跳　馬

個人(単)卓球

千代田女学園
団　体

（男子）

※　ラグビー・卓球・ダンスは1月実施

テ ニ ス

団　体

交流戦を実施のため順位はつかず。

団　体

団　体

団　体

ダブルス

団　体

団　体

シングルス

小平第二

バドミントン

剣　 道

シングルス

ダブルス

団　体

相　撲
個
人

新体操

水　泳 総合

学校対抗

三田国際学園

府中第八

桐朋女子

立石

女

淑徳巣鴨

早稲田実業


