
平成２０年度　関東高等学校陸上競技大会 成績一覧表
兼　秩父宮賜杯 第60回全国高等学校選手権大会南関東地区予選会

2008年6月20日（金）～23日（月）
駒沢オリンピック公園総合運動場　陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

21日 １００ｍ 早水　勇(3) 10.66 新木　達也(3) 10.66 女部田　亮(2) 10.74 畠山　純(3) 10.85 妻木　裕太郎(3) 10.86 玉田　侑也(3) 10.87 堀内　貫平(3) 10.91 岡　雅人(3) 10.98

風:-0.2 神奈川･桐蔭学園 千　葉･市立船橋 東　京･東京 神奈川･桐蔭学園 東　京･早稲田実 東　京･早大学院 山　梨･桂 東　京･保善

22日 ２００ｍ 早水　勇(3) 21.64 金輪　綾吾(3) 21.69 女部田　亮(2) 21.76 髙澤　佑基(2) 21.94 新木　達也(3) 21.95 藤原　達矢(2) 22.03 猪俣　寅治(3) 22.09 毛利　巧(3) 22.21

風:-0.6 神奈川･桐蔭学園 東　京･東京 東　京･東京 東　京･八王子 千　葉･市立船橋 神奈川･川崎北 千　葉･薬園台 東　京･日大豊山

20日 ４００ｍ 金輪　綾吾(3) 48.01 半田　隼斗(3) 48.01 小林　直己(3) 48.08 松本　直也(3) 48.66 中村　康宏(3) 48.80 三島　達也(3) 48.93 當間　翔太(3) 49.09 真板　慎也(3) 49.44

東　京･東京 山　梨･駿台甲府 神奈川･秦野総合 千　葉･東海大浦安 千　葉･東海大浦安 東　京･片倉 神奈川･相洋 東　京･東亜学園

22日 ８００ｍ 梶田　俊樹(3)  1:52.52 中村　康宏(3)  1:53.12 曽我　勇武(3)  1:54.71 押尾　和也(3)  1:54.81 蓑和　廣太朗(3)  1:55.15 長内　智(3)  1:55.44 黒木　大志(3)  1:55.60 櫛田　貴茂(3)  1:55.67

東　京･東亜学園 千　葉･東海大浦安 神奈川･住吉 千　葉･東金商 千　葉･市立松戸 千　葉･千葉黎明 神奈川･西湘 神奈川･多摩

20日 １５００ｍ 蓑和　廣太朗(3)  4:03.99 西城　裕尭(3)  4:05.41 豊田　芳宏(2)  4:05.61 橋爪　秀卓(3)  4:05.67 相原　将仁(2)  4:05.77 武藤　翔太郎(3)  4:05.95 田中　貴博(2)  4:07.22 伊藤　拓磨(2)  4:07.74

千　葉･市立松戸 東　京･早稲田実 神奈川･相洋 神奈川･法政二 東　京･早稲田実 神奈川･相洋 千　葉･柏南 千　葉･銚子商

21日 ５０００ｍ 佐藤　佑輔(3) 14:31.57 石井　格人(3) 14:33.77 長島　恒(2) 14:34.22 久我　和弥(3) 14:35.57 萩原　涼(3) 14:36.32 塩谷　潤一(3) 14:38.06 石井　健太(2) 14:52.46 西城　裕尭(3) 14:52.89

千　葉･富里 千　葉･柏日体 千　葉･柏日体 千　葉･富里 東　京･早稲田実 千　葉･八千代松陰 山　梨･甲陵 東　京･早稲田実

23日 １１０ｍＨ 矢澤　航(2) 14.44 佐藤　大志(3) 14.66 和田　純弥(3) 14.70 水野　龍彦(3) 14.89 新田　啓二(3) 14.95 瀬能　誠(3) 15.01 松下　祐樹(2) 15.04 藤村　翔平(2) 15.15

風:+0.0 神奈川･法政二 神奈川･山手学院 東　京･法政 神奈川･桐蔭学園 東　京･東京実 神奈川･荏田 神奈川･小田原 東　京･郁文館

21日 ４００ｍＨ 水野　龍彦(3) 52.18 大塚　侃紀(3) 53.39 石川　太己(3) 53.40 作井　佑介(3) 53.81 岸本　啓示(3) 54.01 篠原　淳(3) 54.03 義本　大友(3) 54.22 藤代　海意(3) 55.24

神奈川･桐蔭学園 東　京･東京 神奈川･法政二 東　京･片倉 千　葉･東金商 千　葉･松戸六実 神奈川･瀬谷 神奈川･日大藤沢

23日 ３０００ｍＳＣ 津浦　和希(3)  9:14.37 萩原　涼(3)  9:15.33 宮田　貴洋(3)  9:21.95 相原　将仁(2)  9:22.03 狩野　良太(2)  9:22.58 町田　勇樹(3)  9:22.81 染谷　滉二(2)  9:22.92 鎌形　彰裕(3)  9:32.66

神奈川･相模原総合 東　京･早稲田実 千　葉･市立松戸 東　京･早稲田実 東　京･國學院久我山 東　京･拓大一 千　葉･西武台千葉 千　葉･八千代松陰

22日 ５０００ｍＷ 田村　健人(3) 21:50.64 大内　郡(2) 21:55.54 野邊　翔吏(3) 22:59.12 岩脇　圭(3) 23:41.77 川口　智弥(3) 24:27.36 金子　佳佑(3) 24:30.22 酒井　利樹(3) 24:39.84 滑川　智裕(3) 25:15.09

神奈川･弥栄 千　葉･成田 千　葉･八千代松陰 神奈川･平塚江南 千　葉･佐原白楊 神奈川･相模原 山　梨･桂 東　京･東京

21日 ４×１００ｍ 桐蔭学園･神奈川 40.90 市立船橋･千　葉 41.01 東京･東　京 41.01 千葉黎明･千　葉 41.45 相洋･神奈川 41.50 八王子･東　京 41.53 西武台千葉･千　葉 41.57 法政二･神奈川 41.76

   水野　龍彦(3)    植木　拓也(3)    大野　哲平(1)    高橋　那央之(3)    平野　浩大(1)    林　祐臣(2)    小林　俊太(3)    平林　怜(2)

   畠山　純(3)    新木　達也(3)    金輪　綾吾(3)    加藤　健人(3)    林　大貴(3)    福壽　祐太朗(2)    木塚　渚(3)    矢澤　航(2)

   黒田　貴大(3)    星　一輝(2)    下町　隆弘(3)    中山　孝晃(3)    松澤　大樹(3)    須崎　大貴(3)    岡田　崇弘(3)    石川　太己(3)

   早水　勇(3)    戸塚　聖也(2)    女部田　亮(2)    宍倉　隆広(3)    嶋﨑　佑志(2)    髙澤　佑基(2)    柴田　亜蘭(3)    北見　玲(2)

23日 ４×４００ｍ 川崎北･神奈川  3:14.23 相洋･神奈川  3:14.69 桐蔭学園･神奈川  3:15.86 西武台千葉･千　葉  3:16.30 千葉黎明･千　葉  3:16.89 法政二･神奈川  3:16.93 東海大浦安･千　葉  3:17.72 日大豊山･東　京  3:18.22

   谷　修一(3)    林　大貴(3)    畠山　純(3)    染谷　圭一(3)    三門　泰史(3)    平林　怜(2)    高橋　翔太(3)    下田　啓太(3)

   岡　裕太郎(2)    松澤　大樹(3)    串田　一明(3)    小林　俊太(3)    宍倉　隆広(3)    矢澤　航(2)    松本　直也(3)    宮尾　幸太郎(2)

   藤原　達矢(2)    工藤　完至(2)    水野　龍彦(3)    柴田　亜蘭(3)    加藤　健人(3)    永沼　弘毅(2)    加賀谷　秀明(3)    塩川　竜平(2)

   長島　正憲(3)    當間　翔太(3)    早水　勇(3)    木塚　渚(3)    長内　智(3)    石川　太己(3)    中村　康宏(3)    尾形　俊(2)

星場　亮太(3) 2m07 戸邉　直人(2) 2m01 元吉　雄基(1) 1m98 門馬　貴紀(2) 1m95 宮山　大輝(3) 1m95 5位:澤田　翔太(2) 1m95 岩崎　峻吾(3) 1m90 7位:茂垣　之寛(3) 1m90

千　葉･柏日体 千　葉･専修大松戸 東　京･東京 千　葉･八千代松陰 神奈川･荏田 東　京･北多摩 神奈川･希望ヶ丘 千　葉･成田

7位:青木　康彰(3) 1m90 7位:高橋　雅彦(3) 1m90

神奈川･法政二 千　葉･成田

21日 棒高跳 三浦　優(3) 5m12 菅原　康平(3) 4m80 三條　雄一朗(3) 4m60 3位:井手渕　拓馬(3)　4m60 藤井　涼太(2) 4m60 石橋　拓也(3) 4m60 宮本　敏暉(3) 4m50 木野　真器(3) 4m40

千　葉･木更津総合 NGR 東　京･東京 神奈川･大和南 神奈川･湘南学院 千　葉･柏日体 千　葉･成田 神奈川･法政二 千　葉･船橋

20日 走幅跳 村田　真吾(3)   7m29 大宮　大知(3)   7m21 土岐　泰徳(2)   7m09 森本　健資(3)   7m09 須田　将平(1)   6m98 常盤　春輝(3)   6m90 冨澤　嵩史(3)   6m89 山根　章(2)   6m87

神奈川･湘南工大附 +1.3 千　葉･成田 +1.3 神奈川･荏田 +1.1 東　京･昭和 +2.9 東　京･八王子 +2.5 山　梨･甲府第一 +3.6 千　葉･専修大松戸 +0.5 東　京･八王子 +0.2

23日 三段跳 土岐　泰徳(2)  14m55 重村　有亮(2)  14m48 三島　大輝(3)  14m38 瀬戸　栄作(3)  14m37 蛸谷　竜一(2)  14m18 高山　貴大(3)  14m16 岸本　拓也(3)  13m91 高良　龍瞳(3)  13m89

神奈川･荏田 -0.7 神奈川･浅野 +0.7 神奈川･東海大相模 -1.0 神奈川･秦野総合 +0.1 千　葉･東京学館  0.0 神奈川･桐蔭学園 +0.1 東　京･駒場 +0.7 神奈川･荏田  0.0

20日 砲丸投 秋本　壯樹(3)  15m73 和地　奏多(2)  15m58 鈴木　悠平(3)  15m57 堀川　隆(3)  15m47 前橋　芳樹(3)  15m18 佐藤　一桐(2)  14m78 藤代　貴昭(2)  14m51 佐藤　総太(2)  14m26

東　京･成城 神奈川･東海大相模 千　葉･成田 東　京･八王子 東　京･八王子 東　京･科学技術 千　葉･成田 東　京･東京

23日 円盤投 堀川　隆(3)  43m69 秋本　壯樹(3)  43m25 木村　大樹(2)  41m61 酒井　一輝(3)  41m01 和地　奏多(2)  39m56 菅原　大也(2)  39m00 浜松　恭平(3)  38m65 小倉　由希(3)  38m25

東　京･八王子 東　京･成城 神奈川･商工 神奈川･高津 神奈川･東海大相模 神奈川･相模原 神奈川･磯子　　 神奈川･日大藤沢

21日 ハンマー投 内田　守(3)  55m46 前橋　芳樹(3)  54m27 塚越　充将(3)  52m93 坂本　紳一郎(3)  52m82 ・　世元(3)  52m64 石井　優光(2)  51m83 勝呂　駿也(3)  50m51 藤崎　健太(3)  49m53

神奈川･秦野総合 東　京･八王子 千　葉･茂原 千　葉･犢橋 神奈川･横浜清風 神奈川･東海大相模 神奈川･東海大相模 千　葉･東金商

22日 やり投 竹内　宏樹(3)  61m52 大槻　剛也(3)  61m39 蛭田　晃平(3)  59m35 田中　一太(3)  57m69 飯塚　篤之(3)  57m42 腰　優輝(3)  57m36 菅原　大也(2)  55m14 槇　仁彦(3)  54m18

東　京･八王子 東　京･東京成徳 神奈川･三浦 東　京･東京 東　京･駒大高 山　梨･身延 神奈川･相模原 神奈川･東海大相模

20日 八種競技 舘野　哲也(2)  5569 松下　祐樹(2)  5462 小堀　一成(3)  5276 山田　海太(3)  5258 小山　孝明(3)  5063 山中　康平(3)  4858 桐生　卓(2)  4691 佐久間　大樹(3)  4620

東　京･郁文館 神奈川･小田原 千　葉･千葉黎明 神奈川･相洋 東　京･郁文館 神奈川･金井 千　葉･東京学館船橋 千　葉･長狭

11.61-6m38-12m53-50.68 11.72-6m63-9m26-49.90 11.56-6m61-11m28-52.55 11.44-6m53-11m57-51.14 11.32-6m50-9m87-52.18 11.72-6m10-10m43-51.32 11.80-6m37-12m47-53.01 11.92-6m06-9m34-54.63

15.57-52m65-1m70-4:22.95 15.22-44m11-1m85-4:25.68 15.71-48m78-1m70-4:41.92 15.80-40m94-1m70-4:38.32 16.73-50m30-1m76-5:03.21 17.53-48m62-1m50-4:29.26 17.07-38m88-1m65-5:16.38 17.40-51m16-1m79-5:13.49

東京        ･東 60 桐蔭学園    ･神 51 八王子      ･東 45 早稲田実    ･東 32 相洋        ･神 27 成田        ･千 26.5 法政二      ･神 25.75 柏日体      ･千 25

桐蔭学園    ･神 48 東京        ･東 41 早稲田実    ･東 32 法政二      ･神 23 相洋        ･神 22 市立松戸    ･千 18 市立船橋    ･千 18 東海大浦安  ･千 18

八王子      ･東 29 成田        ･千 19.5 東京        ･東 19 東海大相模  ･神 13 柏日体      ･千 12 荏田        ･神 9.5 専修大松戸  ･千 9 木更津総合  ･千 8

郁文館      ･東 12 小田原      ･神 7 千葉黎明    ･千 6 相洋        ･神 5 金井        ･神 3 東京学館船橋･千 2 長狭        ･千 1 0 0
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平成２０年度　関東高等学校陸上競技大会 成績一覧表
兼　秩父宮賜杯 第60回全国高等学校選手権大会南関東地区予選会

2008年6月20日（金）～23日（月）
駒沢オリンピック公園総合運動場　陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

21日 １００ｍ 蔭山　愛(3) 12.11 松山　文奈(3) 12.17 岩楯　英枝(3) 12.21 山本　優香(1) 12.27 山本　愉衣(2) 12.30 中澤　まいこ(1) 12.32 城下　阿李奈(2) 12.39 大橋　由季(3) 12.51

風:-0.7 神奈川･相洋 山　梨･駿台甲府 東　京･武蔵野 東　京･早稲田実 神奈川･相洋 東　京･東京 神奈川･白山 神奈川･荏田

22日 ２００ｍ 蔭山　愛(3) 24.79 岩楯　英枝(3) 24.86 松野　佳奈(2) 24.87 城下　阿李奈(2) 25.08 飯塚　綾(3) 25.14 中澤　まいこ(1) 25.19 町野　あかり(2) 25.65 田代　成美(2) 25.98

風:+0.2 神奈川･相洋 東　京･武蔵野 山　梨･甲府商 神奈川･白山 神奈川･相洋 東　京･東京 東　京･立教女学院 千　葉･成田

20日 ４００ｍ 柳橋　裕里(3) 55.63 志比　菜津実(2) 56.11 平塚　友美子(3) 56.33 土岡　さやか(3) 56.49 倉澤　舞(2) 56.68 中山　梨沙(3) 57.04 原　知穂(3) 57.11 草薙　友理(3) 57.78

東　京･早稲田実 神奈川･川和 東　京･東京 神奈川･相洋 東　京･東京 神奈川･弥栄 東　京･桐朋女 千　葉･船橋芝山

22日 ８００ｍ 松崎　璃子(1)  2:13.37 上野　泰加(2)  2:13.62 財津　絵美(2)  2:13.67 並木　沙樹(3)  2:13.67 伊藤　美穂(1)  2:13.84 有泉　千佳(2)  2:14.73 竹内　美樹(2)  2:17.02 萩原　安那(1)  2:17.15

千　葉･市立船橋 神奈川･横須賀 千　葉･市立船橋 千　葉･千葉黎明 神奈川･川和 山　梨･韮崎 千　葉･君津 千　葉･成田

21日 １５００ｍ 渡辺　美保(3)  4:27.28 雨宮　みずき(1)  4:28.70 相原　美咲(3)  4:28.80 阿部　ゆかり(2)  4:29.02 加藤　愛澄(3)  4:29.44 植木　杏実(3)  4:29.95 尾形　ひとみ(3)  4:30.21 関野　茜(3)  4:32.89

東　京･順天 神奈川･秦野 神奈川･秦野 東　京･八王子 千　葉･東海大望洋 神奈川･白鵬女 神奈川･白鵬女 神奈川･大原

23日 ３０００ｍ 相原　美咲(3)  9:27.71 渡辺　美保(3)  9:27.82 田中　花歩(2)  9:27.95 加藤　愛澄(3)  9:28.39 舘盛　美音(3)  9:29.15 尾形　ひとみ(3)  9:31.71 米津　利奈(1)  9:35.04 植木　杏実(3)  9:37.72

神奈川･秦野 東　京･順天 山　梨･韮崎 千　葉･東海大望洋 東　京･八王子 神奈川･白鵬女 神奈川･秦野 神奈川･白鵬女

23日 １００ｍＨ 高山　春奈(3) 14.45 西野　愛梨(2) 14.51 橋爪　里佳(2) 14.97 狩野　麻衣子(2) 14.99 狩野　麻衣(3) 15.18 中村　美穂(2) 15.21 佐野　千菜美(2) 15.25 角田　真奈美(2) 15.29

風:+0.2 千　葉･市立船橋 東　京･東京 東　京･東京 千　葉･東京学館 神奈川･市ヶ尾 東　京･芦花 東　京･共栄学園 神奈川･相洋

21日 ４００ｍＨ 柳橋　裕里(3)  1:00.18 宮地　佑佳(3)  1:00.95 小野木　桃子(2)  1:01.33 佐藤　里紗(2)  1:01.65 本間　梨沙(3)  1:01.70 大野　末也美(3)  1:01.79 櫻井　絵梨香(3)  1:02.35 臼田　麻美(3)  1:02.73

東　京･早稲田実 NGR 東　京･東京 神奈川･相洋 東　京･東京 東　京･片倉 千　葉･市立船橋 神奈川･相洋 神奈川･弥栄

20日 ３０００ｍＷ 福田　彩恵(3) 14:27.86 園田　江梨(2) 14:32.08 渡邉　李香(3) 14:37.09 糟谷　美律(2) 15:07.01 町田　はるか(3) 15:22.31 中田　麻奈美(2) 15:54.86 岸　亜由香(1) 15:58.90 宮本　美希(2) 16:16.74

神奈川･鎌倉女子大 神奈川･白鵬女 山　梨･桂 東　京･錦城 山　梨･日川 千　葉･鎌ヶ谷西 東　京･八王子 千　葉･小見川

21日 ４×１００ｍ 相洋･神奈川 46.98 東京･東　京 47.14 市立船橋･千　葉 47.42 早稲田実･東　京 47.49 成田･千　葉 47.71 荏田･神奈川 47.77 横須賀総合･神奈川 48.12 東海大浦安･千　葉 48.83

   松井　友美(1)    金子　歩未(2)    永田　栞菜(2)    富山　香織(1)    榑松　満里奈(3)    長谷川　美里(1)    澤谷　彩(1)    奥山　真由子(3)

   蔭山　愛(3)    林　優(2)    渡辺　多恵(2)    山本　優香(1)    田代　成美(2)    大橋　由季(3)    小泉　千明(3)    榎本　宏美(3)

   飯塚　綾(3)    西野　愛梨(2)    清水　珠夏(2)    奥山　菫子(1)    細根　沙織(3)    内藤　世奈(2)    下田　絵梨(3)    石原　由佳(1)

   山本　愉衣(2)    中澤　まいこ(1)    高山　春奈(3)    柳橋　裕里(3)    蜂谷　真世(3)    大塚　亜沙美(3)    田中　未来(3)    清水　晶紀(2)

23日 ４×４００ｍ 東京･東　京  3:46.29 相洋･神奈川  3:46.55 弥栄･神奈川  3:48.86 川和･神奈川  3:50.31 荏田･神奈川  3:50.40 東海大浦安･千　葉  3:51.61 駒場･東　京  3:52.96 船橋芝山･千　葉  3:54.33

   倉澤　舞(2) NGR    小野木　桃子(2 NGR    根本　理沙(2)    森山　諒子(3)    銭谷　めぐみ(2)    榎本　宏美(3)    末原　あかり(3)    白井　友加里(2)

   佐藤　里紗(2)    蔭山　愛(3)    臼田　麻美(3)    伊藤　美穂(1)    大橋　由季(3)    奥山　真由子(3)    鈴木　優香(3)    沼田　のぞみ(2)

   宮地　佑佳(3)    山本　愉衣(2)    松山　晴香(2)    藤井　理子(3)    内藤　世奈(2)    白井　咲(3)    加藤　里紗(3)    古川　華凛(2)

   平塚　友美子(3)    土岡　さやか(3)    中山　梨沙(3)    志比　菜津実(2)    大塚　亜沙美(3)    清水　晶紀(2)    小倉　彩(2)    草薙　友理(3)

20日 走高跳 野木　友加里(3) 1m64 滝本　愛子(2) 1m64 坂本　絵梨(3) 1m64 成澤　麻菜(3) 1m61 4位:谷川　静香(3) 1m61 田辺　ともや(2) 1m61 加藤　玲奈(1) 1m61 浅野　由衣(3) 1m61

東　京･東京 東　京･早稲田実 東　京･八王子 千　葉･成田 神奈川･湘南工大附 神奈川･戸塚 神奈川･湘南工大附 千　葉･東京学館

21日 走幅跳 西谷　萌未(3)   5m83 清水　珠夏(2)   5m75 岡野　菜穂子(2)   5m68 石田　明日香(3)   5m57 後町　依里(3)   5m57 八木　萌梨(3)   5m54 岡田　有華(2)   5m54 倉石　理沙(3)   5m47

千　葉･市立船橋 +0.9 千　葉･市立船橋 -0.3 東　京･日本工大駒 +1.6 東　京･青梅総合 +0.1 東　京･東京 -0.2 神奈川･新栄 -0.1 千　葉･薬園台  0.0 東　京･成城学園 +0.3

23日 砲丸投 浅山　莉絵子(3)  12m53 金井　佐季巳(3)  12m36 那須野　紘加(3)  12m19 中野　里美(3)  11m78 山浦　和子(3)  11m70 佐藤　志保(2)  11m66 荒井　未来(3)  11m55 荒井　菜々子(1)  11m39

千　葉･安房 東　京･東京 東　京･東京 千　葉･柏中央 千　葉･西武台千葉 東　京･東京 神奈川･麻溝台 千　葉･市立船橋

21日 円盤投 佐久間　良枝(3)  40m15 小倉　ゆい(3)  38m78 小倉　真衣(2)  37m65 次村　沙月(2)  37m51 野村　好美(3)  36m41 遠藤　千紘(2)  35m66 松井　彩香(3)  35m37 金井　佐季巳(3)  34m81

神奈川･新栄 千　葉･我孫子 千　葉･西武台千葉 神奈川･弥栄 神奈川･秦野 千　葉･柏中央 神奈川･相模原 東　京･東京

20日 やり投 中野　里美(3)  42m98 鈴木　里美(3)  42m29 福嶋　里恵(3)  42m23 山本　千帆里(3)  41m92 金井　佐季巳(3)  41m44 高岡　杏菜(2)  40m21 出路　梨絵(2)  39m66 大嶌　志帆(3)  39m19

千　葉･柏中央 千　葉･千葉黎明 千　葉･我孫子 神奈川･三浦 東　京･東京 東　京･東京 神奈川･大磯 千　葉･成田

22日 七種競技 八木　萌梨(3)  4507 後町　依里(3)  4213 冨崎　千加(2)  4118 網野　史穂(3)  4088 京屋　奈々恵(3)  4071 方波見　友美(3)  4033 香取　春奈(3)  4000 清水　麻未(3)  3999

神奈川･新栄 東　京･東京 東　京･東京 山　梨･駿台甲府 神奈川･横浜南 千　葉･薬園台 千　葉･市立船橋 東　京･狛江

15.21-1m51-9m29-26.72 15.85-1m45-7m34-26.21 15.17-1m40-7m32-27.12 15.95-1m51-7m72-27.11 16.58-1m51-7m25-27.55 15.87-1m54-7m44-27.64 15.98-1m45-10m07-27.92 15.43-1m51-7m81-27.53

5m46-29m87-2:30.94 5m42-27m21-2:31.25 5m41-22m66-2:28.08 4m96-29m21-2:34.16 5m17-32m84-2:34.39 4m86-28m43-2:33.80 5m02-29m42-2:45.19 4m77-25m13-2:34.06

対 東京        ･東 105 相洋        ･神 53 市立船橋    ･千 49 早稲田実    ･東 33 秦野        ･神 27 新栄        ･神 19 八王子      ･東 17 柏中央      ･千 16

校 東京        ･東 56 相洋        ･神 53 市立船橋    ･千 31 早稲田実    ･東 26 秦野        ･神 23 川和        ･神 16 白鵬女      ･神 16 順天        ･東 15

得 東京        ･東 36 市立船橋    ･千 16 柏中央      ･千 16 我孫子      ･千 13 新栄        ･神 11 西武台千葉  ･千 10 安房        ･千 8 千葉黎明    ･千 7

点 東京        ･東 13 新栄        ･神 8 駿台甲府    ･山 5 横浜南      ･神 4 薬園台      ･千 3 市立船橋    ･千 2 狛江        ･東 1
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