
種　　　目

男 第二 31点 八王子 立石 21点 葛飾 府中第八 19点 府中 音羽 16点 文京

女 駒沢 31点 世田谷 第二 ２１．５点 八王子 第三 20点 調布 第十 16点 目黒

大宮 16点 杉並

稲城第三 16点 稲城

男 文京 成城 新宿 東金町 葛飾 目黒

女 第三砂町 江東 藤村女子 武蔵野 東村山 武蔵野東 小金井

男 大口 大泉 練馬 長野(佑) 東田 杉並 小野澤 戸越台 品川 長野(快) 東田 杉並

女 前谷 東京学芸大学附属
国際中等教育学校 練馬 不破 桐朋女子 調布 後藤 別所 八王子 内田 第三砂町 江東

あん馬 男 大口 大泉 練馬 小野澤 戸越台 品川 石坂 高島第二 板橋 奥村 第六 文京

平均台 女 藤岡 第三砂町 江東 前谷 東京学芸大学附属
国際中等教育学校 練馬 内田 第三砂町 江東 高野 帝京 板橋

鉄　棒 男 大口 大泉 練馬 近藤 狛江第二 狛江 小野澤 戸越台 品川 奥村 第六 文京

男 長野(佑) 東田 杉並 大口 大泉 練馬 米川 深川第五 江東 森田 武蔵野東 小金井

女 後藤 別所 八王子 馬場 藤村女子 武蔵野 前谷 東京学芸大学附属
国際中等教育学校 練馬 江村 藤村女子 武蔵野

男 長野(快) 東田 杉並 長野(佑) 東田 杉並 細田 第一 東大和 大口 大泉 練馬

女 後藤 別所 八王子 前谷 東京学芸大学附属
国際中等教育学校 練馬 森下 深川第三 江東 馬場 藤村女子 武蔵野

段違い平行棒 女 不破 桐朋女子 調布 前谷 東京学芸大学附属
国際中等教育学校 練馬 眞賀里 福生第一 福生 深澤 志村第一 板橋

男 渕江 足立 安田学園 墨田 駿台学園 北 大森第二 大田

女 北沢 世田谷 文京 共栄学園 葛飾 駿台学園 北

男 実践学園 中野 日本学園 世田谷 烏山 世田谷 尾久八幡 荒川

女 第一 八王子 八雲学園 目黒 実践学園 中野 七国 八王子

野　球 団　体 男女 上一色 江戸川 水元 葛飾 中野 修徳 葛飾

男 清明学園 大田 稲城第三 稲城 拝島 昭島 羽村第三 羽村

女 清明学園 大田 稲城第三 稲城 高南 杉並 羽村第三 羽村

男 植田・伊藤 清明学園 大田 中野・関口 清明学園 大田 中山・早川 稲城第三 稲城 酒井・小泉 清明学園 大田

女 岩田・磯部 稲城第三 稲城 千葉・河原 清明学園 大田 西條・富田 稲城第三 稲城 比留間・北田 深沢 世田谷

男 実践学園 中野 安田学園 墨田 中野 尾久八幡 荒川

女 武蔵野 北 杉並 立川第七 立川 霞台 青梅

男 島岡 安田学園 墨田 廣田 安田学園 墨田 大谷 実践学園 中野 三木 安田学園 墨田

女 照井 武蔵野 北 中村 第二 八王子 梅澤 武蔵野 北 野々口 多摩大学附属聖ヶ丘 多摩

男 国士舘 世田谷 足立学園 足立 修徳 葛飾 第三亀戸 江東

女 淑徳 板橋 藤村女子 武蔵野 国士舘 世田谷 修徳 葛飾

50ｋｇ級 中村 足立学園 足立 藤田 足立学園 足立 洲崎 修徳 葛飾 鈴木 国士舘 世田谷

55ｋｇ級 嶋貫 足立学園 足立 福地 修徳 葛飾 伊藤 深川第三 江東 加藤 第三亀戸 江東

60ｋｇ級 久保井 国士舘 世田谷 二瓶 谷中 足立 奈良 足立学園 足立 𠮷井 伊興 足立

66ｋｇ級 北嶋 国士舘 世田谷 野口 三田 港 長澤 足立学園 足立 伊藤 第九 足立

73ｋｇ級 荒川 足立学園 足立 横尾 修徳 葛飾 中野 拝島 昭島 西村 新宿 新宿

81ｋｇ級 竹吉 国士舘 世田谷 雲井 足立学園 足立 中村 修徳 葛飾 ｸｰﾘｯｸｱﾚｯｸｽ 工学院大学附属 八王子

90ｋｇ級 鏑木 足立学園 足立 村越 修徳 葛飾 齋藤 修徳 葛飾 眞壁 国士舘 世田谷
90ｋｇ超級 山本 国士舘 世田谷 小川 第三亀戸 江東 畠山 修徳 葛飾 松尾 国士舘 世田谷

40ｋｇ級 野尻 武蔵野 北 倉田 桜堤 墨田 玉利 淑徳 板橋 礒野 淑徳 板橋

44ｋｇ級 藤原 渋谷教育学園渋谷 渋谷 川嶋 修徳 葛飾 外山 渋谷教育学園渋谷 渋谷 村松 上板橋第三 板橋

48ｋｇ級 倉田 淑徳 板橋 木下 渋谷教育学園渋谷 渋谷 古川 国士舘 世田谷 北島 元八王子 八王子

52ｋｇ級 櫻井 淑徳 板橋 菊田 淑徳 板橋 櫻井 修徳 葛飾 宮﨑 淑徳 板橋

57ｋｇ級 岡本 藤村女子 武蔵野 瀧ヶ﨑 淑徳 板橋 髙田 淑徳 板橋 北尾 第八 目黒

63ｋｇ級 岩田 修徳 葛飾 佐藤 藤村女子 武蔵野 常田 淑徳 板橋 杉本 淑徳 板橋

70ｋｇ級 森野 日野第一 日野 神 修徳 葛飾 加藤 国士舘 世田谷 本川 藤村女子 武蔵野
70ｋｇ超級 荻野（友） 国士舘 世田谷 荻野（恵） 国士舘 世田谷 北川 国士舘 世田谷 辻田 国士舘 世田谷

男 関 練馬 板橋第一 板橋 杉並 国士舘 世田谷

女 東村山 淑徳巣鴨 豊島 清泉 昭島 新渡戸文化 中野

男 田口 関 練馬 簗場 足立学園 小澤 秋多 あきる野 石塚 関 練馬

女 伊藤 日本体育大学桜華 東村山 橋口 新宿西戸山 新宿 下鍛冶 淑徳巣鴨 豊島 大越 日本体育大学桜華 東村山

男 （京華 文京）

女 目黒 神田女学園 千代田 東京立正 杉並 上石神井 練馬

男 西 東久留米 葛西第三 江戸川 第四 武蔵村山 府中第六 府中

女 西 東久留米 大坂上 日野 南 東久留米 稲城第三 稲城

サッカー 団　体 男女 暁星 千代田 修徳 葛飾 荏原第一 品川 調布

男 淑徳巣鴨 豊島 実践学園 中野 七国 八王子 志村第二 板橋

女 淑徳巣鴨 豊島 第三 調布 実践学園 中野 千代田

男 石崎 淑徳巣鴨 豊島 桃井 開進第一 練馬 水谷 淑徳巣鴨 豊島 加藤 淑徳巣鴨 豊島

女 山口 淑徳巣鴨 豊島 樋口 稲城第五 稲城 金岡 陵南 八王子 佐藤 淑徳巣鴨 豊島

男 江口・伊東 淑徳巣鴨 豊島 福島・鈴木 淑徳巣鴨 豊島 金・三橋 志村第二 板橋 野呂・中嶋 馬込 大田

女 鈴木・篠原 淑徳巣鴨 豊島 田中・高橋 淑徳巣鴨 豊島 小池・堀 佃 中央 白坂・武田 淑徳巣鴨 豊島

男 武蔵野 北 町田 文京 鹿本 江戸川

女 武蔵野 北 常盤 葛飾 淑徳巣鴨 豊島 藤村女子 武蔵野

自　由 男女 武蔵野東 小金井 立教女学院 杉並 富士見 練馬 共立女子 千代田

既　成 男女 武蔵野東 小金井 立教女学院 杉並 富士見 練馬 共立女子 千代田

団　体 男 大道 葛飾 白金の丘 港 第十一 足立 小岩第三 江戸川

個　人 男 齋藤 春江 江戸川 中澤 堅川 墨田 清谷 本田 葛飾 横山 第十一 足立

団　体 女 花畑 足立 藤村女子 武蔵野 志村第四 板橋 世田谷

クラブ 坂本 稲城第六 稲城 山田 府中第八 府中 齊藤 玉川 世田谷 田中 聖ドミニコ学園 世田谷

リボン 小鮒 田無第一 西東京 坂本 稲城第六 稲城 田中 聖ドミニコ学園 世田谷 田邊 尾山台 世田谷

総合 坂本 稲城第六 稲城 小鮒 田無第一 西東京 田中 聖ドミニコ学園 世田谷 山田 府中第八 府中

男 かえつ有明 江東 成蹊 武蔵野 町田 小平第二 小平

女 小平第二 小平 富士見丘 渋谷 練馬 明星 府中

男 木村 小平第二 小平 大舘 日本大学第三 町田 金子 立教池袋 豊島 秋山 立教池袋 豊島

女 朝倉 小平第二 小平 岩佐 小平第二 小平 伊東 早稲田実業 国分寺 古谷 大崎 品川

男 林・金子 立教池袋 豊島 木村・図師田 小平第二 小平 大舘・大津 日本大学第三 町田 西村・槐 かえつ有明 江東

女 岩佐・小島 小平第二 小平 渡辺・渡辺 晴海 中央 朝倉・黄川田 小平第二 小平 金津・瀧口 富士見丘 渋谷

ラグビー 団　体 男 杉並 成城学園 世田谷 千歳 世田谷

男 明星 府中 浅川 八王子 世田谷学園 世田谷 烏山 世田谷

女 学習院女子 新宿 下里 東久留米 慶應義塾 港 玉川学園 町田

男 SL 大谷 浅川 八王子 山本 烏山 世田谷 野﨑 明星 府中

女 SL 森 下里 東久留米 清田 学習院女子 新宿 宇田川 玉川学園 町田

男 GS 大谷 浅川 八王子 野﨑 明星 府中 鷹橋 芝 港

女 GS 清田 学習院女子 新宿 森 下里 東久留米 三田 慶應義塾 港

3　位（4　位）

日本大学第三 日本大学豊山

令和３年度　　第６０回 東京都中学校総合体育大会　種目別成績一覧表　　　　　  

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

文京学院大学女子

日本体育大学桜華

目黒日本大学

柔　道

団　体

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 団　体

跳　馬

ゆ　か

団　体

個人総合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都中学校体育連盟　

國學院大學久我山

個　人

大連合

個人（単）

日本大学第三

東京女子学院

水　泳

ソフトテニス

剣　道

団　体

個　人

個人（単）

個人（複）

ソフトボール

ハンドボール

スキー

個人

団　体

ダンス

相　撲

新体操

個人（複）

テニス

団　体

団　体

バドミントン

卓　球

団　体

陸上競技 団　体

体操競技

個人（複）

1　　　　位 2　　　位

日本大学豊山

日本体育大学桜華

3　　　位

団　体

団　体

団　体

団　体

　登録が１校のため大会なし

新渡戸文化

文化学園大学杉並

國學院大學久我山

明治大学付属明治

団　体

個人（単）

男　子

女　子

明治大学付属中野

日本工業大学駒場

東京家政学院

三田国際学園


