
第８回東京ラビッツ陸上競技選手権大会 17130911 2017年10月8日(日)      決勝一覧表
大井埠頭中央海浜公園陸上競技場 133080

  Page: 12017/10/08 16:26:59

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 10/8 東川  隼人 10.78/+0.6

立大

真田  知幸 10.90/+0.6

東理大

斎藤  陸人(高2) 10.94/+0.6

八王子高

髙橋  一樹(高3) 10.97/+0.6

明星学園高

小林  枚也(高2) 11.02/+0.6

八王子高

萱慎  快平(高1) 11.10/+0.4

早稲田実業高

関根  祐介 11.18/+0.4

みちるAC

猪俣  恭平 11.21/-0.7

学習院大

２００ｍ 10/8 高橋  哲也(高1) 21.88/ 0.0

八王子高

真田  知幸 21.90/ 0.0

東理大

倉田  信太郎(高3) 21.93/ 0.0

城西高

一瀬  輝星(高2) 21.95/ 0.0

八王子高

髙橋  一樹(高3) 22.00/ 0.0

明星学園高

木村  颯太(高1) 22.36/ 0.0

明星学園高

山本  春陽(高3) 22.38/+0.9

都つばさ総合高

前田  峻佑 22.43/+0.1

高崎経済大

４００ｍ 10/8 木越  孔明 49.29

立大

駒谷  悠一郎 49.78

明大同

一瀬  星和(高3) 50.12

明星学園高

熊井  健人 50.25

明大同

伊藤  誓哉(高1) 51.00

八王子高

瀬沼  翔太(高2) 51.10

八王子高

小林  大輝 明大同 51.92

天野  佑海(高2) 都松が谷高

１５００ｍ 10/8 小礒  夏樹  4:08.82

十条SC

山野井  敦貴(高3)  4:12.06

岩倉高

原田  海翔(高2)  4:12.08

岩倉高

岡  淳之介(高3)  4:12.57

東海大高輪台高

伊藤  快太(高2)  4:14.58

開成高

渡邊  公平(高1)  4:14.85

都松が谷高

青木  陽(高2)  4:15.08

開成高

三好  健太(高2)  4:15.33

都八王子東高

１１０ｍＨ

(1.067m)

10/8 川名  裕治 16.00/-1.2

LOW-TECH

飯島  篤史 16.11/-1.2

千葉大クラブ

新堀  貴也(高1) 16.30/+1.7

八王子高

定政  朋希(高1) 16.37/+1.7

都松が谷高

岩科  圭 16.62/-1.2

DAC

佐々木  皓晨(高2) 16.67/-1.2

都八王子東高

田北  大生(高2) 16.96/+1.7

國學院高

福島  雄太朗(高1) 17.17/-2.2

都つばさ総合高

男子

１１０ｍＨ

(0.914m)

10/8 渡部  光里(中2) 16.16/-1.5

ＫＭＣ陸上ク

猪野  光哉(中3) 17.25/-1.5

大道中

伊東  稜平(中2) 17.29/-1.5

大道中

長坂  優希(中2) 18.63/-1.5

ＫＭＣ陸上ク

太田  陸(中2) 19.34/-1.5

ＫＭＣ陸上ク

村上  伶音(中2) 22.98/-1.5

東山田中

男子中
学

４×１００ｍ 10/8 明星学園高 42.06

国田  優心(高1)

木村  颯太(高1)

瀬川  竜平(高2)

篠崎  学(高1)

都松が谷高A 43.52

定政  朋希(高1)

五十嵐  健太(高2)

下村  昂輝(高2)

中川  登生(高2)

みちるAC 43.60

指宿  真(高2)

関根  祐介

川上  大吾(高1)

倉本  翼

都つばさ総合高 44.33

井上  裕喜(高1)

渡邊  千里(高2)

井上  海斗(高2)

渡辺  公己(高1)

国府台高 44.36

西村  優希(高2)

鈴木  貫太(高2)

頓所  雄大(高2)

石山  大翔(高1)

ＫＭＣ陸上ク 45.28

澤田  樹輝(中2)

酒井  朝基(中2)

渡部  光里(中2)

丸山  徳久馬(中3)

都松が谷高B 45.32

金子  暖(高2)

天野  佑海(高2)

宋  瑛生(高1)

山之上  颯(高1)

國學院高 45.43

田中  椋(高2)

加藤  優弥(高2)

倉島  尚斗(高2)

須田  亮眞(高1)

走高跳 10/8 松鵜  竜次郎 2m05

XSPOTC

加藤  舜 2m00

日本大学

斎須  渓太(高3) 2m00

都つばさ総合高

渡辺  公己(高1) 1m90

都つばさ総合高

岡田  未来(高2) 1m85

都つばさ総合高

長張  修也(高1) 1m85

日出高

木村  凌大(高2) 1m65

国府台高

吉城寺  航(高1) 1m65

都国分寺高

走幅跳 10/8 原田  洋樹   6m70/-0.2

東京陸協

三上  直之   6m57/-0.4

東京陸協

新井  聡   6m51/+0.3

WTAC

綾野  翔   6m49/-0.1

上智大

西村  優希(高2)   6m29/+0.2

国府台高

篠崎  学(高1)   6m26/+0.1

明星学園高

松本  ｱﾀﾙ(高1)   6m23/+0.3

明星学園高

加藤  大地   6m14/-0.5

埼玉陸協

砲丸投

(7.260kg)

10/8 富岡  真広  12m71

STAC

鵜澤  祐聖  11m60

帝京大

松永  康孝  11m54

法大Ⅱ部

小澤  清貴  11m06

D.I.P.

朽木  誠一郎   9m09

東京陸協

砲丸投

(6.000kg)

10/8 加藤  海莉(高2)  10m97

都松が谷高

花木  颯真(高2)  10m43

國學院高

大六野  貴希(高2)  10m34

国府台高

畠山  凛太郎(高1)  10m19

東工大附高

内山  活(高1)   9m87

東工大附高

古館  佑基(高2)   9m64

国府台高

米中  雅貴(高2)   9m23

国府台高

小峰  悠樹(高1)   8m41

國學院高

砲丸投

(5.000kg)

10/8 齋藤  心音(中2)  10m55

大道中

川合  悠斗(中3)   8m81

攻玉社中

鈴木  愛翔(中3)   8m07

大道中

井上  昂希(中2)   6m27

東山田中

やり投

(0.800kg)

10/8 長嶋  達史  56m40

明大同

飯島  篤史  49m92

千葉大クラブ

高山  雄司  49m89

法大Ⅱ部

鵜澤  祐聖  46m90

帝京大

小島  郁也  46m71

法大Ⅱ部

生藤  秀学(高2)  44m44

明中八王子高

清水  悠斗(高2)  44m29

明星学園高

影山  瞬生(高2)  41m87

国府台高

男子

１００ｍ 10/8 高橋  明日香 12.30/+0.1

ＡＪ

浜田  真衣 12.48/+0.1

立大

宮崎  亜美香 12.63/+0.1

青山学院大

金山  ひかる 12.80/+0.1

立大

田辺  美和(高1) 13.06/-1.1

日大豊山女高

川上  莉央(高2) 13.07/-2.6

都松が谷高

佐々木  慧(高1) 都国分寺高 13.18/-2.6

岩坂  真弥(高2) 明星学園高 13.18/-1.1

２００ｍ 10/8 小林  萌恵(高2) 25.35/-0.5

八王子高

鈴木  香瑠良(高2) 26.28/-0.5

藤村女子高

堀江  万友子 26.58/-0.5

上智大

田中  彩衣(高2) 26.99/+2.1

日大豊山女高

海老沼  夏実(高2) 27.03/+2.1

都松が谷高

佐久間  珠里(高2) 27.19/+2.1

藤村女子高

佐々木  彩花(高1) 27.24/+2.1

藤村女子高

志賀  巴香(高2) 27.34/-0.5

藤村女子高

４００ｍ 10/8 奥田  真澄 57.87

青山学院大

篠  亜矢奈(高2) 58.62

明星学園高

藤田  涼子(高3) 59.05

日体桜華高

鈴木  香瑠良(高2) 59.43

藤村女子高

小松  陽菜(高1) 59.49

明星学園高

関根  綾花(高2)  1:00.38

八王子高

正木  里奈(高2)  1:01.24

八王子高

鴨下  友織菜(中2)  1:01.42

都三鷹中等中

１５００ｍ 10/8 福田  幸来(高2)  4:48.00

藤村女子高

水野  祐夢(高2)  4:50.42

日大豊山女高

川内  菜桜(高1)  4:55.51

岩倉高

渡部  知優(高2)  4:56.12

日体桜華高

吉田  萌恵(高2)  4:57.05

国府台高

松井  真璃菜(高2)  5:02.95

岩倉高

河原  朱里(高1)  5:12.32

都つばさ総合高

竹内  桜(高1)  5:13.36

日大豊山女高

１００ｍＨ

(0.838m)

10/8 高橋  真布 14.86/+0.9

立大

山﨑  真輝 15.33/+0.9

江東区陸協

佐藤  香織(高1) 17.34/+0.6

藤村女子高

杉本  雅美子(高1) 17.69/+0.9

日体桜華高

上塩入  舞(高2) 18.45/+0.6

國學院高

武田  りな(高1) 18.72/+0.6

日大豊山女高

吉井  茉優(高1) 20.68/+0.6

明星学園高

女子

１００ｍＨ

(0.762m)

10/8 醍醐  愛理(中2) 14.99/-0.6

府中AC

関  優羽(中2) 15.54/-0.6

ＫＭＣ陸上ク

佐藤  芽依(中1) 15.82/-0.6

ＫＭＣ陸上ク

磯部  菜々(中3) 16.04/-0.6

ＫＭＣ陸上ク

小泉  璃莉(中1) 16.31/-0.6

府中AC

多部田  愛麗(中3) 16.51/-0.6

大道中

井草  守琳(中3) 16.57/-0.6

立川一中

澤田  伶菜(中2) 17.10/+1.6

東山田中

女子中
学

４×１００ｍ 10/8 明星学園高 49.75

岩坂  真弥(高2)

篠  亜矢奈(高2)

熊木  夏奈穂(高2)

小松  晴菜(高1)

藤村女子高 50.18

佐久間  珠里(高2)

鈴木  香瑠良(高2)

志賀  巴香(高2)

佐々木  彩花(高1)

上智大A 50.73

森永  恵美理

高橋  悠紗子

伊藤  汐里

堀江  万友子

都松が谷高 50.91

吉田  朱里(高1)

川上  莉央(高2)

海老沼  夏実(高2)

田食  圭織(高1)

日体桜華高 51.28

杉本  雅美子(高1)

前田  来夢(高1)

栄田  純怜(高1)

菊地  夏波(高1)

日大豊山女高A 51.84

田中  彩衣(高2)

田辺  美和(高1)

渡辺  亜耶香(高2)

浅見  琴音(高1)

都国分寺高 52.23

上野  美優(高1)

佐々木  慧(高1)

笠井  美佐(高1)

名取  幸花(高2)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 52.39

沼波  愛和(中1)

長島  憂季(中1)

長島  布美子(中1)

岸波  夏星(中2)

走高跳 10/8 小山  茜音(高2) 1m55

明中八王子高

福田  英里 1m50

法大Ⅱ部

甲田  祐月(高2) 1m50

國學院高

横内  裕賀(中2) 1m45

立川一中

内田  明咲(高1) 1m45

都つばさ総合高

大野  友莉(高2) 1m40

明中八王子高

綾部  瑞穂(高1) 1m30

藤村女子高

押田  梨紗子(中1) 1m30

東山田中

走幅跳 10/8 佐々木  明日香   5m61/+0.9

青山学院大

宮尾  菜々(中2)   4m92/+0.5

ＫＭＣ陸上ク

中村  智美   4m88/+0.2

法大Ⅱ部

海老沼  夏実(高2)   4m86/+0.3

都松が谷高

清水  楓香(中2)   4m81/+0.2

ＫＭＣ陸上ク

笠井  美佐(高1)   4m79/-0.1

都国分寺高

長島  布美子(中1)   4m71/ 0.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

坂井  月香(高2)   4m68/ 0.0

都松が谷高

砲丸投

(4.000kg)

10/8 鈴木  梨緒子(高1)   8m78

都松が谷高

堀田  那都美(高1)   7m24

立川ろう

砲丸投

(2.721kg)

10/8 立川  静喜(中3)   9m10

立川一中

伊藤  菜摘(中1)   8m17

稲城二中

石崎  夏海(中2)   8m06

東山田中

表  紗起子(中3)   5m51

跡見中

やり投

(0.600kg)

10/8 和栗  萌々花(高2)  42m43

日体桜華高

渡辺  亜耶香(高2)  32m99

日大豊山女高

菅原  涼香(高1)  31m89

国府台高

佐藤  亜里沙(高2)  28m41

日出高

細畑  乃莉(高1)  28m38

明中八王子高

小磯  蛍(高1)  23m99

日体桜華高

市ﾉ川  陽香(高2)  22m67

跡見高

女子


