
　　　東京ラビッツ陸上第11回スプリングトライアル（ＳＰТ） 21130917 2021年6月13日(日)      決勝一覧表
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場陸上競技場 132090

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/13 須田  隼人 10.74/-1.0

東京・ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

小関  三四郎 10.81/-1.0

神奈川・神奈川陸協

VILLAFANA  DANNIELLE10.85/-1.0

千葉・SPARK

大貫  健太 10.93/-1.0

茨城・BTP

飯田  貴之 10.95/-1.0

東京・東京陸協

大門  龍平(高2) 11.11/-1.8

東京・都板橋高

水谷  祐己 11.12/-1.0

東京・Isealab

江上  開星(高3) 11.12/-1.8

東京・明星学園高

２００ｍ 6/13 小関  三四郎 21.91/-2.3

神奈川・神奈川陸協

三田  真也 22.11/-2.3

埼玉・UNITE

VILLAFANA  DANNIELLE22.36/-2.1

千葉・SPARK

水谷  祐己 22.52/-2.3

東京・Isealab

梅田  佳成 22.59/-2.3

千葉・SPARK

相良  和希 22.70/-2.3

埼玉・UNITE

影山  雄翔(高3) 22.76/-2.1

東京・明星学園高

清宮  弘貴 22.87/-2.1

千葉・SPARK

４００ｍ 6/13 遠藤  洸希 49.64

東京・駿河台大

柏木  優 49.98

長野・東京経済大

村松  裕也 50.15

埼玉・MPJ

高野  航季(高2) 50.36

東京・南多摩中等

佐藤  息吹(高3) 50.49

東京・都板橋高

水嶋  優斗(高2) 50.50

東京・高輪高

杉山  輝尚 50.69

埼玉・MPJ

三浦  優心(高3) 50.75

東京・都板橋高

１５００ｍ 6/13 佐川  元太  4:07.31

東京・G-tec

三井  悠暉(高2)  4:08.56

東京・芝高

常木  聡史  4:09.39

東京・G-tec

寺川  直央(高2)  4:11.20

東京・高輪高

爲政  龍大(高2)  4:12.65

東京・岩倉高

船木  和成  4:16.95

東京・G-tec

市原  恒太(高3)  4:19.43

東京・麻布高

宮元  蒼(高1)  4:21.18

東京・高輪高

４×１００ｍ 6/13 SPARK 42.21

三門  泰史

清宮  弘貴

梅田  佳成

VILLAFANA  DANNIELLE

BTP 42.27

大貫  健太

三輪  将之

金廣  峻介

山内  優希

都板橋高B 42.34

武藏  大地(高1)

大門  龍平(高2)

ｻﾑﾘﾝ  ｼｪｲﾚﾝｺｱ(高2)

服部  亜佐哉(高2)

堀越高 43.62

御法川  裕一郎(高3)

塚田  海斗(高2)

中村  彰吾(高3)

蜂谷  慧登(高3)

成城高A 43.90

佐々木  優友(高3)

伊藤  涼介(高3)

齋藤  謙昇(高2)

浅岡  雅人(高2)

成城高B 44.20

小湊  脩葵(高1)

大道  壮唯(高1)

佐藤  正琢(高1)

佐藤  壮輔(高1)

都豊多摩高 44.65

田﨑  正太(高2)

宮﨑  航平(高2)

亀田  康平(高2)

木内  悠斗(高2)

i-Link 44.79

松田  圭太

田中  夏樹

本多  俊斗

鈴木  恒平

走高跳 6/13 角田  滉貴 2m10

東京・Fun＋Run

作家  弥希 2m05

千葉・駿河台大

浦山　和也 2m00

埼玉

髙田  幸之助 2m00

長野・立教大

山口  輝恭 1m95

神奈川・駿河台大

荻野  隼 1m95

東京・電気通信大

蒔田  望太郎 1m90

東京・駿河台大

岡田  未来 1m90

東京・東京経済大

走高跳(中学） 6/13 松川  凛(中3) 1m55

東京・三田国際学園中

神﨑  琥太郎(中3) 1m50

東京・石神井西中

嘉陽  惇之助(中3) 1m50

東京・光が丘三中

中村  暖(中2) 1m45

東京・西新宿中

髙山  類(中3) 1m45

東京・石神井西中

齋藤  新(中2) 1m35

東京・三田国際学園中

毛利  元長(中2) 東京・三田国際学園中 1m30

佐伯  隼生(中2) 東京・三田国際学園中

走幅跳 6/13 髙島  良純   7m00/+2.5

東京・電気通信大

角田  滉貴   6m93/+1.6

東京・Fun＋Run

相澤  祐司   6m75/+1.4

茨城・BTP

大久保  六斉(高3)   6m70/+2.1

東京・日本工大駒場高

吉田  輝(高1)   6m69/+1.8

東京・堀越高

中村  拓己   6m58/+1.7

東京・東京陸協

小田  豪生   6m49/+1.0

千葉・TeamAgaiN

佐山  直毅(高2)   6m49/+1.6

東京・かえつ有明高

砲丸投（一般）

(7.260kg)

6/13 小坂  祐司  11m80

東京・東京消防庁

白川  大翔   8m02

東京・東京陸協

砲丸投（高校）

(6.000kg)

6/13 佐藤  雄大(高1)  11m65

東京・東工大附高

岡本  陽資(高2)  11m53

東京・駒場東邦高

安井  優太(高3)  10m34

東京・東工大附高

小林  快翔(高3)   9m85

東京・立正高

岡野  湧生(高1)   9m09

東京・学習院高

松本  慎太郎(高3)   7m79

東京・学習院高

砲丸投（中学）

(5.000kg)

6/13 松本  蒔人(中3)  11m13

東京・用賀陸上

山本  大輝(中3)   9m64

東京・日本工大駒場中

右近  空夷(中3)   7m60

東京・矢口中

山下  新一郎(中2)   7m12

東京・第二砂町中

本目  智哉(中2)   7m03

東京・稲城六中

濱田  大喜(中1)   6m64

東京・日本工大駒場中

野濱  勇輝(中2)   6m51

東京・立正中

三瓶  涼太(中2)   5m63

東京・稲城六中

男子

１００ｍ 6/13 久野  なつ 12.24/+0.0

愛知・青山学院大

清水  玲那 12.42/+0.0

千葉・日本大

飯田　光咲(高3) 12.42/+0.2

東京・日本工大駒場高

塩出  理子 12.53/+0.0

愛媛・青山学院大

樽木  千楓(高3) 12.69/+0.2

東京・日本工大駒場高

中山  寛菜(高3) 12.74/+0.0

東京・日本工大駒場高

間渕  桃奈 12.85/+0.0

東京・日本大

小柳  雪羽(中3) 12.89/+0.4

東京・ゆめおりAC

２００ｍ 6/13 塩田  夏鈴 25.37/-0.5

群馬・青山学院大

清水  玲那 25.92/-0.5

千葉・日本大

間渕  桃奈 26.43/-0.5

東京・日本大

越永  詩衣梨(中3) 26.59/-0.5

東京・緑野中

古賀  葵(高3) 26.89/-2.3

東京・日本工大駒場高

小柳  雪羽(中3) 26.99/-0.5

東京・ゆめおりAC

西村  菜沙 27.27/-0.5

岐阜・青山学院大

渡辺  琴(中2) 27.37/-2.5

東京・第二砂町中

４００ｍ 6/13 川窪  萌夏 57.61

千葉・青山学院大

井上  彩加 58.27

東京・立教大

井口  和奏(高2) 59.33

東京・日本工大駒場高

有野  美梨(高3) 59.67

東京・都豊多摩高

弥永  優希(高2) 59.72

東京・日本工大駒場高

光山  枝里  1:00.02

兵庫・青山学院大

西田  麻沙(高2)  1:02.07

東京・日本工大駒場高

梅澤  雫(高1)  1:02.11

東京・日大豊山女高

１５００ｍ 6/13 一兜  咲子(中1)  4:40.97

東京・大宮中

野口  未来(高3)  4:52.49

東京・都石神井高

木田  輝(高1)  4:57.63

東京・都石神井高

中村  美海(高2)  5:07.16

東京・日大豊山女高

永田  朱里  5:08.26

東京・立教大

外間  結那(中3)  5:11.03

東京・矢口中

松本  奏(高2)  5:11.18

東京・都石神井高

中田  仁菜(中3)  5:11.86

東京・東山中

４×１００ｍ 6/13 日本体育大A 45.75

園宮  璃子

宮武  ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ

藤田  涼子

滝田  静海

日本体育大C 46.78

高橋  美悠

工藤  聖莉奈

田中  更紗

島野  真生

日本工大駒場高B 50.26

水谷  瑛茉(高1)

岩竹  彩加里(高1)

山中  ゆうな(高1)

髙橋  萌夏(高1)

第二砂町中 51.48

小方  愛紗(中3)

神田  実咲(中3)

鈴木  結衣(中2)

渡辺  琴(中2)

都石神井高A 51.50

髙橋  花歩(高3)

成澤  京香(高3)

山仲  美咲(高3)

藤野  理子(高3)

日大豊山女高A 51.66

蓬田  晴香(高2)

藤森  優(高2)

富田  心乃(高2)

髙橋  凜央(高2)

日本工大駒場高A 52.18

森髙  苺絵(高2)

遅澤  朱音(高2)

的場  香佳(高2)

児玉  朋佳(高2)

都板橋高 52.32

羽山  乃愛(高2)

橋本  若奈(高2)

百合川  紗衣(高2)

松舘  彩月(高2)

走高跳 6/13 市川  愛海(高3) 1m59

東京・日本工大駒場高

宮田  絹江(高1) 1m50

東京・三田国際学園高

山﨑  陽菜(高3) 1m45

東京・日大豊山女高

庄司  茜里(高2) 1m45

東京・日大豊山女高

児玉  朋佳(高2) 1m45

東京・日本工大駒場高

松舘  彩月(高2) 1m45

東京・都板橋高

西原  陽菜美(高1) 1m40

東京・明星学園高

大館  れに(中2) 1m40

東京・三田国際学園中

走幅跳 6/13 宮原  紫乃(中3)   5m46/+1.4

東京・慶應中

林  小百合   5m46/+0.9

東京・A.F.T.C.

柿崎  菜々美(高1)   5m17/+2.0

東京・日本工大駒場高

加藤  綾萌(中3)   5m16/+1.2

東京・杉並和田中

山本  美紗   5m11/+0.8

大阪・青山学院大

羽山  乃愛(高2)   5m07/ 0.0

東京・都板橋高

皆川  梓   4m91/-0.5

東京・日本女子体育大

武田  彩葉(高2)   4m90/+2.2

東京・かえつ有明高

砲丸投（一般）

(4.000kg)

6/13 和知  楓(高3)  10m59

東京・日本工大駒場高

林  桃花(高3)   8m95

東京・日体大荏原高

佐藤  令彩(高2)   8m01

東京・日本工大駒場高

後藤  美咲(高3)   6m61

東京・都板橋高

高橋  美弥子(高2)   5m86

東京・都豊多摩高

砲丸投（中学）

(2.721kg)

6/13 小野  双葉(中3)   9m87

東京・高島三中

谷山  こころ(中2)   8m28

東京・緑野中

岡田  星愛(中2)   7m86

東京・千歳中

横内  妃磨里(中2)   7m62

東京・光が丘三中

水野  心暖(中3)   7m51

東京・稲城六中

中垣  恵(中3)   7m29

東京・第二砂町中

大森  花音(中3)   6m00

東京・高島三中

岡田  天(中3)   5m38

東京・西新宿中

女子


