
第3期B2クラスアビリティ測定ランキング
30秒間上体起こし 20秒間懸垂 立位体前屈

順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録（回） 順位 氏名 所属 記録（回）

1 佐藤 響生 三鷹 28 1 時岡 大士 西東京 16 1 ストラウス 絵恋 三鷹 0
2 千保 聡太 江戸川 27 2 ストラウス 絵恋 三鷹 13 1 前田 琥太郎 三鷹 0
3 金岡 忠輝 西東京 26 3 山﨑 奏汰 西東京 11 1 尾﨑 美汐 三鷹 0
4 坂本 彩橙 三鷹 25 3 高橋　幸奨 杉並 11 1 村田 壱嘉 三鷹 0
4 栗山 ゆりあ 西東京 25 5 川口 華苗 三鷹 10 1 川元 時生 三鷹 0
6 村上 優心 三鷹 24 6 栗原 慧一郎 杉並 8 1 中嶋 柚菜 三鷹 0
6 時岡 大士 西東京 24 6 山巻 舞依 杉並 8 1 関　美遥 三鷹 0
6 山巻 結依 杉並 24 8 村上 優心 三鷹 7 1 村上 優心 三鷹 0
6 園田 凌正 江戸川 24 8 五十嵐 将 三鷹 7 1 内呂 匠 三鷹 0

10 岡田 りさ 西東京 23 8 岡田 りさ 西東京 7 1 坂本 彩橙 三鷹 0
10 渡邉 朝都 杉並 23 11 森下 皓史 三鷹 5 1 川口 華苗 三鷹 0
10 力 由依 杉並 23 11 川元 時生 三鷹 5 1 阿部 拓未 三鷹 0
13 藤井 資大 三鷹 22 11 清野 圭祐 三鷹 5 1 清野 圭祐 三鷹 0
13 平見 桃花 西東京 22 11 長谷川 一 三鷹 5 1 藤井 資大 三鷹 0
13 山﨑 奏汰 西東京 22 11 崎村 栞乃 杉並 5 1 徳永　暁彦 三鷹 0
13 金岡 明日香 西東京 22 16 相島　彰太 三鷹 4 1 時岡 大士 西東京 0
13 村野 優太 西東京 22 16 内呂 匠 三鷹 4 1 石井 哉汰 西東京 0
13 崎村 栞乃 杉並 22 16 坂本 彩橙 三鷹 4 1 平見 桃花 西東京 0
19 ストラウス 絵恋 三鷹 21 16 山田　康生 三鷹 4 1 山﨑 奏汰 西東京 0
19 長谷川 一 三鷹 21 16 金岡 明日香 西東京 4 1 金岡 明日香 西東京 0
21 村田 壱嘉 三鷹 20 16 川住　咲斗 西東京 4 1 金岡 忠輝 西東京 0
21 五十嵐 将 三鷹 20 16 渡邉 朝都 杉並 4 1 村野 優太 西東京 0
21 山田　康生 三鷹 20 23 國分 裕慶 三鷹 3 1 柏下 将辰 西東京 0
21 栗原 慧一郎 杉並 20 23 村田 壱嘉 三鷹 3 1 加藤 慶 西東京 0
25 内呂 匠 三鷹 19 23 藤井 資大 三鷹 3 1 栗山 ゆりあ 西東京 0
25 川口 華苗 三鷹 19 23 山巻 結依 杉並 3 1 古寺 勇翔 西東京 0
25 遠藤　心陽 三鷹 19 23 力 由依 杉並 3 1 岡田 りさ 西東京 0
25 石井 哉汰 西東京 19 28 中嶋 柚菜 三鷹 2 1 川住　咲斗 西東京 0
25 加藤 慶 西東京 19 28 阿部 拓未 三鷹 2 1 山巻 結依 杉並 0
25 山巻 舞依 杉並 19 28 徳永　暁彦 三鷹 2 1 渡邉 朝都 杉並 0
25 高橋　幸奨 杉並 19 28 金岡 忠輝 西東京 2 1 栗原 慧一郎 杉並 0
32 金子　結奈 三鷹 18 32 前田 琥太郎 三鷹 1 1 崎村 栞乃 杉並 0
32 古寺 勇翔 西東京 18 32 尾﨑 美汐 三鷹 1 1 山巻 舞依 杉並 0
34 前田 琥太郎 三鷹 17 32 佐藤 春太 三鷹 1 1 力 由依 杉並 0
34 國分 裕慶 三鷹 17 32 石田 小雪 三鷹 1 1 相原　史和 杉並 0
34 斉藤 一道 三鷹 17 32 佐藤 響生 三鷹 1 1 伊藤　和貴 杉並 0
34 阿部 拓未 三鷹 17 32 斉藤 一道 三鷹 1 1 高橋　幸奨 杉並 0
34 小笠原 康人 三鷹 17 32 関　美遥 三鷹 1 1 君川 千尋 江戸川 0
34 相原　史和 杉並 17 32 小笠原 康人 三鷹 1 1 園田 凌正 江戸川 0
40 石田 小雪 三鷹 16 32 関口 結斗 三鷹 1 40 千保 聡太 江戸川 -2
40 相島　彰太 三鷹 16 32 劉 楽之 三鷹 1 41 金子　結奈 三鷹 -4
40 関口 結斗 三鷹 16 32 遠藤　心陽 三鷹 1 41 木村 良雅 江戸川 -4
40 徳永　暁彦 三鷹 16 32 南田　純伶 三鷹 1 43 山田　康生 三鷹 -5
40 伊藤　和貴 杉並 16 32 加藤 慶 西東京 1 44 遠藤　心陽 三鷹 -6
40 木村 良雅 江戸川 16 32 相原　史和 杉並 1 45 長谷川 一 三鷹 -8
46 森下 皓史 三鷹 15 46 金子　結奈 三鷹 0 45 劉 楽之 三鷹 -8
46 森田 煌右 三鷹 15 46 石井 哉汰 西東京 0 47 森田 煌右 三鷹 -9
46 清野 圭祐 三鷹 15 46 栗山 ゆりあ 西東京 0 48 斉藤 一道 三鷹 -10
46 劉 楽之 三鷹 15 46 舟久保　蒼 西東京 0 48 田中 健登 三鷹 -10
46 南田　純伶 三鷹 15 46 伊藤　和貴 杉並 0 50 連 太郎 三鷹 -12
51 中嶋 柚菜 三鷹 14 50 五十嵐 将 三鷹 -12
52 連 太郎 三鷹 13 52 森下 皓史 三鷹 -14
53 尾﨑 美汐 三鷹 12 53 南田　純伶 三鷹 -15
53 佐藤 春太 三鷹 12 54 國分 裕慶 三鷹 -16
53 川元 時生 三鷹 12 54 関口 結斗 三鷹 -16
53 関　美遥 三鷹 12 56 石田 小雪 三鷹 -17
57 田中 健登 三鷹 10 57 飯塚 勇仁 三鷹 -19

58 舟久保　蒼 西東京 -23
59 小笠原 康人 三鷹 -24
60 佐藤 春太 三鷹 -25
61 相島　彰太 三鷹 -32


