
競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

水泳 北区 千代田区 杉並区 江東区 練馬区 板橋区 中野区 大田区

ゴルフ 世田谷区 福生市 瑞穂町 武蔵村山市 町田市 北区 立川市 小平市

スキー 新宿区 杉並区 豊島区 台東区 文京区 東村山市 世田谷区 品川区

駅伝競走 江東区 大田区 八王子市 練馬区 足立区 渋谷区 羽村市 三鷹市

陸上競技 江東区 大田区 世田谷区 渋谷区 練馬区 足立区 羽村市 杉並区

サッカー 調布市 江東区 大田区 小金井市

テニス 練馬区 大田区

バレーボール 目黒区 新宿区

バスケットボール 足立区 江戸川区 杉並区 練馬区 新宿区 北区 葛飾区 西東京市

ソフトテニス 練馬区 板橋区

卓球 西東京市 渋谷区

軟式野球 江東区 品川区

馬術 八王子市 世田谷区 日野市 港区 武蔵野市 西東京市 町田市 国分寺市

フェンシング 杉並区 豊島区 目黒区 葛飾区

バドミントン 台東区 八王子市

弓道 大田区 八王子市 世田谷区 西東京市 千代田区 江東区 羽村市 稲城市

ソフトボール 葛飾区 瑞穂町

柔道 新宿区 練馬区

クレー射撃 台東区 港区 葛飾区 足立区 町田市 新宿区 江戸川区 江東区

ライフル射撃 目黒区 杉並区 練馬区 足立区 小平市 新宿区 荒川区 葛飾区

剣道 千代田区 小平市

アーチェリー 東久留米市 江戸川区 葛飾区 中央区 多摩市 大田区 世田谷区 台東区

空手道 江戸川区 渋谷区 立川市 豊島区 練馬区 千代田区 町田市 文京区

ボウリング 江東区 墨田区 江戸川区 調布市 大田区 足立区 青梅市 練馬区

ゲートボール 千代田区 大田区 杉並区 目黒区 多摩市 立川市 小平市 武蔵村山市

ダンススポーツ 大田区 江戸川区 八王子市 世田谷区 杉並区 新宿区 足立区 立川市

競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

水泳 北区 江戸川区 板橋区 練馬区 千代田区 立川市 新宿区 杉並区

ゴルフ 世田谷区 新宿区 大田区 国分寺市 町田市 小平市 青梅市 八王子市

スキー 世田谷区 大田区 杉並区 新宿区 品川区 葛飾区

陸上競技 世田谷区 江東区 大田区 北区 渋谷区 東村山市 江戸川区 立川市

テニス 大田区 練馬区

バレーボール 新宿区 目黒区

バスケットボール 大田区 多摩市 港区 世田谷区 八王子市 杉並区 小平市 渋谷区

ソフトテニス 稲城市 練馬区

卓球 板橋区 練馬区

バドミントン 江東区 台東区

弓道 練馬区 世田谷区 杉並区 板橋区 小平市 三鷹市 武蔵野市 昭島市

ソフトボール 小金井市 大田区

なぎなた 江東区 調布市 中野区 東村山市 豊島区 大田区 目黒区 羽村市

ボウリング 墨田区 世田谷区 八王子市 板橋区 青梅市 江東区 足立区 練馬区

ゲートボール 杉並区 江戸川区 足立区 中野区 武蔵村山市 品川区 日の出町 北区
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正式競技成績（男子)

中央区・品川区・青梅市・日野市

板橋区・調布市 江東区・杉並区・豊島区・町田市

千代田区・世田谷区 中野区・杉並区・豊島区・練馬区

昭島市・多摩市 文京区・八王子市・小金井市・武蔵村山市

世田谷区・北区 目黒区・八王子市・府中市・調布市

足立区・昭島市 渋谷区・杉並区・武蔵野市・府中市

台東区・足立区 中央区・小金井市・小平市

足立区・調布市 品川区・大田区・練馬区・町田市

八王子市・あきる野市 新宿区・大田区・昭島市・日野市

港区・府中市 千代田区・大田区・中野区・足立区

北区・足立区 新宿区・練馬区・江戸川区・府中市

正式競技成績(女子)

中野区・練馬区

台東区・三鷹市 港区・江東区・府中市・町田市

大田区・世田谷区 千代田区・江東区・杉並区・多摩市

杉並区・青梅市 大田区・世田谷区・板橋区・江戸川区

大田区・調布市 新宿区・杉並区・江戸川区・府中市

港区・武蔵野市 豊島区・江戸川区・八王子市・調布市

立川市・西東京市 板橋区・葛飾区・江戸川区・八王子市



競技種目 1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ハンドボール 板橋区 世田谷区

自転車 練馬区 昭島市 町田市 青梅市 小平市 葛飾区 八王子市 台東区

銃剣道 練馬区 板橋区 墨田区 新宿区 府中市 羽村市 立川市

ローラースケート 板橋区 江戸川区 文京区 葛飾区 世田谷区 練馬区 豊島区 江東区

少林寺拳法 町田市 葛飾区 国立市 清瀬市 練馬区 大田区 立川市 江戸川区

競技種目 1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ハンドボール 板橋区 世田谷区

フェンシング 杉並区 荒川区 足立区 渋谷区 江戸川区 目黒区 小平市
中央区・台東区・

世田谷区・豊島区・
葛飾区・八王子市

アーチェリー 練馬区 千代田区 板橋区 杉並区 中央区 八王子市 三鷹市 東久留米市

少林寺拳法 葛飾区 世田谷区 江東区 町田市 清瀬市 練馬区

競技種目 1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

空手道 大田区 新宿区 台東区 千代田区

大田区・府中市 新宿区・江戸川区・立川市・多摩市

移行競技成績(女子)
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公開競技成績(男子)

新宿区・あきる野市 目黒区・大田区・江戸川区・多摩市

公開競技成績(女子)


