
第3期B1アビリティ測定ランキング
50ｍ 1000m

順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録

1 塩田 謙介 三鷹 9秒22 1 宮 岳人 三鷹 4分12秒3
2 吉原 羽美 杉並 9秒45 2 月村 駿斗 三鷹 4分23秒4
3 布施 彩名 三鷹 9秒57 3 中嶋 敏貴 三鷹 4分37秒6
4 宮 岳人 三鷹 9秒65 4 津上 宗史朗 三鷹 4分38秒2
5 杉田 心 西東京 9秒69 5 吉原 羽美 杉並 4分38秒9
6 村野 航希 西東京 9秒80 6 宮　晴野 三鷹 4分39秒2
7 月村 駿斗 三鷹 9秒86 7 村野 航希 西東京 4分50秒4
8 谷口 藍梨 三鷹 9秒91 8 塩田 謙介 三鷹 5分01秒8
9 時岡 花 西東京 9秒97 9 小塚 風空 江戸川 5分03秒1

10 中嶋 敏貴 三鷹 9秒98 10 杉田 心 西東京 5分09秒7
11 齋藤 理紗 三鷹 10秒08 11 布施 彩名 三鷹 5分13秒1
12 上野 優人 三鷹 10秒10 12 中尾 桜子 杉並 5分16秒2
13 宮　晴野 三鷹 10秒15 13 齋藤 理紗 三鷹 5分18秒8
14 藍澤 里菜 西東京 10秒16 14 島田 雄海 杉並 5分22秒2
14 小野 太郎 西東京 10秒16 15 小野 太郎 西東京 5分30秒1
16 川元 夏子 三鷹 10秒17 16 藍澤 里菜 西東京 5分33秒4
16 津上 宗史朗 三鷹 10秒17 17 川元 夏子 三鷹 5分38秒2
18 小塚 風空 江戸川 10秒25 18 時岡 花 西東京 5分41秒9
19 森下 諒祐 三鷹 10秒69 19 森下 諒祐 三鷹 5分46秒0
20 島田 雄海 杉並 10秒92 20 上野 優人 三鷹 6分1秒8
21 石田 浩翔 三鷹 10秒93 21 谷口 藍梨 三鷹 6分3秒6
22 野田 旺希 三鷹 10秒97 22 石田 浩翔 三鷹 6分16秒0
23 中尾 桜子 杉並 11秒09 23 佐藤 惠俊 三鷹 6分40秒9
24 佐藤 惠俊 三鷹 11秒83 24 五島 楓也 三鷹 6分42秒4
25 五島 楓也 三鷹 11秒94 25 野田 旺希 三鷹 7分12秒0
26 天城 優那 杉並 14秒94 26 天城 優那 杉並 7分18秒5

ＭＢボール投げ（1㎏） 立位体前屈

順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録

1 塩田 謙介 三鷹 7m20 1 森下 諒祐 三鷹 0
2 村野 航希 西東京 7m19 1 上野 優人 三鷹 0
4 上野 優人 三鷹 6m85 1 齋藤 理紗 三鷹 0
5 吉原 羽美 杉並 6m72 1 川元 夏子 三鷹 0
6 森下 諒祐 三鷹 6m40 1 宮 岳人 三鷹 0
7 中嶋 敏貴 三鷹 5m55 1 谷口 藍梨 三鷹 0
8 藍澤 里菜 西東京 5m50 1 時岡 花 西東京 0
9 杉田 心 西東京 5m13 1 藍澤 里菜 西東京 0

10 布施 彩名 三鷹 4m95 1 村野 航希 西東京 0
11 五島 楓也 三鷹 4m90 1 杉田 心 西東京 0
13 中尾 桜子 杉並 4m57 1 天城 優那 杉並 0
14 野田 旺希 三鷹 4m55 1 吉原 羽美 杉並 0
15 小塚 風空 江戸川 4m55 1 中尾 桜子 杉並 0
16 津上 宗史朗 三鷹 4m20 1 小塚 風空 江戸川 0
17 宮 岳人 三鷹 4m10 17 佐藤 惠俊 三鷹 -7
18 谷口 藍梨 三鷹 4m10 18 宮　晴野 三鷹 -9
19 齋藤 理紗 三鷹 3m65 19 石田 浩翔 三鷹 -10
20 小野 太郎 西東京 3m48 19 月村 駿斗 三鷹 -10
21 石田 浩翔 三鷹 3m30 21 塩田 謙介 三鷹 -12
22 月村 駿斗 三鷹 3m30 22 津上 宗史朗 三鷹 -14
23 宮　晴野 三鷹 3m29 23 野田 旺希 三鷹 -15
24 時岡 花 西東京 3m29 23 小野 太郎 西東京 -15
25 佐藤 惠俊 三鷹 2m10 25 五島 楓也 三鷹 -21
26 天城 優那 杉並 1m78 26 中嶋 敏貴 三鷹 -23


