
 男子800m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

12月1日 15:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾃﾞﾗ ﾀｲｷ

1 5276 小寺　泰暉 柏四中 1
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

2 5274 山口　大介 柏四中 2
ｵｼﾞﾏ ｹｲﾀ

3 5277 小嶋　啓太 柏四中 3
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ

4 2106 田邊　祐也 柏四中 4
ﾊﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ

5 5281 畑中　泰晟 柏四中 5
ﾓﾄﾉﾐ ｶｲﾄ

6 2101 元呑　快翔 柏四中 6
ｵｵﾉ ｼｭｳﾔ

7 2544 大野　修也 one's 7
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ

8 2547 河村　拓海 one's 8

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

12月1日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾜｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｲﾜﾀ ﾕｳｷ

1 1990 脇　駿平 武蔵大 1 2542 岩田 悠希 one's
ｻﾜ ﾖｼﾕｷ ｽﾀﾞ ﾕｳﾔ

2 1596 澤　好幸 Team SHOIN 2 1033 須田　雄也 日立製作所
ﾀｷ ｿｳﾀ コバヤシ　ケイヤ

3 3517 滝　颯太 one's 3 60 小林　慶哉 彩tama陸上
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ ｵｵｶﾜ ｲﾁﾛｳ

4 1300 石田　康騎 習志野高 4 2222 大川　一郎 市立船橋高
ｱﾒﾐﾔ ﾀｲｾｲ ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ

5 10810 雨宮　大晟 聖マリアンナ医科大 5 2226 須賀　大介 市立船橋高
ｷﾀｶﾞﾜﾄﾓﾔ ｼﾗﾄﾞ ﾐﾁﾄ

6 2391 北川智也 国分高 6 2235 白土　路人 市立船橋高
ｺﾊﾞﾔｼｷｮｳﾍｲ ｻﾜﾀﾞﾔｽｱｷ

7 2387 小林京平 国分高 7 1378 澤田　安晶 東京陸協
ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ ﾖｺｵ ﾏｷﾄ

8 5449 村川　雄一 AQRC 8 2215 山田　亘希 市立船橋高
ミタライ　ツバサ ｵｱﾅ ｴｲｷ

9 63 御手洗　翼 彩tama陸上 9 5233 小穴　英気 順大
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾔ ﾊﾞﾊﾞ ｽﾀﾝｹｲ

10 2283 山田 怜也 長崎陸協 10 2028 馬場　ｽﾀﾝ恵 順大
ｺｶﾞ ﾋﾛﾄ ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ

11 3677 古賀  紘人  福岡陸協 11 2001 梅谷　健太 順大
ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

12 10825 工藤　遼太郎 聖マリアンナ医科大 12 2104 鈴木　顕人 順大
 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ ｱｻｳﾐ ﾕｳﾀ

13 2079 東　宏樹 順大 13 1946 浅海　雄太 流経大
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

14 3567 森山　涼太 one's

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
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記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

12月1日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳﾀ ｵｵﾔﾏｹﾝｼﾞ

1 540 石原龍太 信州大学 1 3861 大山　研二 ＲＵＮＳ
ﾔｽﾀﾞｹｲｽｹ ﾀｷﾀﾆ ﾘﾝﾄ

2 171 安田圭佑 信州大学 2 2206 瀧谷　綸斗 市立船橋高
ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ

3 5796 遠藤　壮汰 千葉大 3 2211 道原　拓哉 市立船橋高
ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾔ

4 3491 仲田　燎平 千葉大 4 2200 川上　竜也 市立船橋高
ﾏﾂｵｶ ｺｳﾀ ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ

5 528 松岡　滉大 千葉陸協 5 2230 石川　湧月 市立船橋高
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

6 5362 藤原　大覚 国武大 6 2236 舘林　佑介 市立船橋高
ｱﾗﾀﾆ ｹﾝ タカハシ シュンタ

7 7252 荒谷　謙 東京陸協 7 3290 髙橋　駿太 國學院大學陸上同好会

ｾﾉｳ ﾕｳｼﾞ ﾑﾗｺｼ ｺｳ

8 1938 瀬能　裕二 流経大 8 88 村越　洸 札幌学院大
ｳﾏｺｼ ｹｲ ｻｻｷ ﾘｮｳﾄ

9 1949 馬越　啓 流経大 9 192 佐々木　亮斗 拓大紅陵高
ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ

10 1971 小島　聡太 流経大 10 201 鈴木　康也 拓大紅陵高
ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ

11 1976 出口　晃平 流経大 11 190 安藤　拓哉 拓大紅陵高
ﾅｶﾉ ｶﾂﾐ ｶｼﾏ ｾｲﾔ

12 1978 仲野　克海 流経大 12 191 鹿嶋　星也 拓大紅陵高
ﾌｸﾄﾐ ｴﾝﾀﾛｳ ｺﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ

13 1979 福冨　園太郎 流経大 13 196 古場　知宏 拓大紅陵高
ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ

14 2217 松原　征哉 市立船橋高 14 205 渡辺　柊 拓大紅陵高
ｻｻｷ ｿｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼ

15 2232 佐々木　爽多 市立船橋高 15 555 吉田　礼志 拓大紅陵高
ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲｷ ﾋﾗﾇﾏ ﾚﾝ

16 2202 川島　大輝 市立船橋高 16 51939 平沼  連 東海大札幌
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

17 203 本多　洸太 拓大紅陵高 17 51909 吉田　大輔 東海大札幌
ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ ｵｷ ｹﾞﾝﾄ

18 51926 太田　瑞貴 東海大札幌 18 51922 沖　 　元斗 東海大札幌
クボ テツタ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

19 3285 久保　哲汰 流山南高 19 4726 山口　雄大 一橋大
ツカモト リク ｶﾈｺ ﾘｮｳｼﾞ

20 3287 柄本　　陸 流山南高 20 0 兼子　遼志 前橋育英高校

オオカワ イブキ ｲﾘｻﾜ ｾｲﾗ  

21 3266 大川　維吹 流山南高 21 0 入沢　世良 前橋育英高校

サイトウ セイゴウ ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ

22 3286 齋藤　正剛 流山南高 22 1961 三上　航 流経大
ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ ｷﾑﾗ　ﾄﾜ

23 1298 鈴木　由明 習志野高 23 1969 木村　永遠 流経大
ｱﾗﾏｷ ｶｲﾘ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ

24 0 荒牧　海里 前橋育英高校 24 1960 松澤　竜志 流経大
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾄ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷﾄｼ

25 0 山田　景翔 前橋育英高校 25 1963 水谷　彰利 流経大
ｶﾅｲ ｹｲﾄ ｼﾝ ｺｳﾀﾞｲ

26 0 金井　渓人 前橋育英高校 26 1956 新　昂大 流経大
ﾔﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ

27 0 矢守　峻脩 前橋育英高校 27 2034 宮島　幸太郎 順大
ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾄ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ

28 0 木村　一翔 前橋育英高校 28 2051 大場　遼 順大
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ

29 0 山本　和真 前橋育英高校 29 5248 新津　大地 順大
ﾖｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾔ ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

30 5252 横堀　凌也 順大 30 5234 蔭山　和敬 順大
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ

31 5251 村上　陸人 順大
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

32 5254 吉田　尚矢 順大
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

33 5250 的場　亮太 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

12月1日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｱｵｷｼﾞｭﾝ アラハタ ヒロト

1 3851 青木　純 ＲＵＮＳ 1 4828 荒幡 寛人 東理大
ｵｵｽｷﾞ ﾘｭｳﾀ ﾅｶﾉ ﾏｻﾄ

2 2218 大杉　竜太 市立船橋高 2 1031 中野　正人 日立製作所
ﾁｽｶﾞ ﾘｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

3 87 千菅　諒 札幌学院大 3 3486 山田　純平 千葉大
ﾔｼﾏ ﾕｳﾀ ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｽｹ

4 51920 八島　優汰 東海大札幌 4 1933 小原　佑介 流経大
ｲｼﾔﾏ ﾓﾄｷ ｲｹｶﾞﾐ ｹﾝﾀ

5 51903 石山　誠己 東海大札幌 5 1947 池上　健太 流経大
ｻｶｲ ｿﾗﾁ ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ

6 51928 酒井  空知 東海大札幌 6 1957 鈴木　壮馬 流経大
ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｷ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ

7 51944 宮川  悠希 東海大札幌 7 1964 吉田　将基 流経大
ナンクモ シンノスケ ｸﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

8 2182 南雲　信之介 東京陸協 8 1970 熊田　翔太 流経大
サトウ リョウイチ ﾐﾔｼﾀ ｵｷﾄ

9 3260 佐藤　諒一 流山南高 9 1982 宮下　意大 流経大
サトウ リュウショウ ﾐﾔｼﾀ ﾖﾘﾄ

10 3272 佐藤　龍昇 流山南高 10 1983 宮下　資大 流経大
ﾓﾘｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

11 0 森川　凛太郎 前橋育英高校 11 1943 西村　茂 流経大
ﾓﾛﾎｼ ｿｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾔ

12 0 諸星　颯大 前橋育英高校 12 1973 高橋　登也 流経大
ﾎﾘｺｼ ｼｮｳﾄ ｷﾑﾗ　ｲｯｾｲ

13 0 堀越　翔人 前橋育英高校 13 1936 木村　壱正 流経大
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾊﾗ ﾘｸﾄ

14 0 新井　将太 前橋育英高校 14 1941 中原　陸斗 流経大
クロカワ　ケイスケ ｵｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ

15 371 黒川　恵輔 明大同 15 1950 岡島　慶典 流経大
ﾀｶﾞｼﾗ ｿｳﾏ ｼﾌﾞｴ ｶｲﾄ

16 1939 田頭　操馬 流経大 16 1954 渋江　海斗 流経大
ﾐﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ｼﾓｿﾞﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ

17 1944 三輪　雄大 流経大 17 1955 下園　伸一郎 流経大
ｺﾐﾔ ﾅｵｷ ﾐｽﾞｶﾞｷ　ﾀｹﾋﾛ

18 1952 古宮　直樹 流経大 18 1962 水柿　岳大 流経大
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ ﾖｺﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

19 1953 斎藤　昂大 流経大 19 1984 横森　駿介 流経大
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ ﾌｼﾞｻｷ　ｼﾝｺﾞ

20 1981 松澤　朗宏 流経大 20 1929 藤崎　真伍 流経大
ﾀｷﾀﾆ ｶｲﾄ ｶﾏﾔ ｶﾞｸ

21 1940 瀧谷　海斗 流経大 21 51930 釜谷  芽空 東海大札幌
ﾂｼﾞ ﾀｸﾐ ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾝﾀ

22 1958 辻　卓史 流経大 22 51947 藤村　燦太 東海大札幌
ｵｵﾊﾞ ﾏｵ ｲﾏｴ ﾕｳﾄ

23 1967 大場　麻央 流経大 23 3511 今江　勇人 千葉大
ﾑﾗﾏﾂﾏｻﾄ ｶﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

24 3348 村松壮人 埼玉陸協 24 3531 鎌田　晃輔 千葉大
ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

25 2098 北村　友也 順大 25 76 原田　響 札幌学院大
ｲｼﾄﾞ ﾋﾛﾑ ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

26 2086 石戸　大夢 順大 26 80 田中　佑典 札幌学院大
ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ ｱﾗｲ ﾋﾛｷ

27 2136 岩嵜　友也 順大 27 0 新井　大貴 前橋育英高校

ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ

28 5253 吉井　道歩 順大 28 0 新井　颯人 前橋育英高校

ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

29 2152 宮田　諄一 順大 29 2053 香月　翔太 順大
ﾂﾂﾞｷ　ﾕｳﾔ

30 2023 續木　悠也 順大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

31 2130 森下　舜也 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

12月1日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1
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ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組



 男子10000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

12月1日 17:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾌﾞﾀ ﾀｶﾔ

1 237 藪田　峻也 千葉陸協 1
ｳﾉ ｼｮｳ

2 78 宇野　翔 札幌学院大 2
ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ

3 82 野村　隼斗 札幌学院大 3
ｺｳﾀﾆ ﾚｲﾔ

4 86 幸谷　玲弥 札幌学院大 4
ﾉｳﾐ ﾀｶﾋﾛ

5 8240 能見　隆弘 NINE TOCHIGI TC 5
ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ

6 8223 海老沼　太志 ＭＫプロジェクト 6
ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ

7 2039 山脇　洸乃 順大 7
ｶｻｲ ﾀｶﾋﾛ

8 2003 笠井　孝洋 順大 8
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ

9 2055 黒柳　宏暢 順大
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ

10 2056 小阪　竜也 順大
ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ

11 2080 平川　貴稀 順大
ﾓﾘ ﾕｳﾀ

12 2084 森　優太 順大
ﾖｺｼﾏ ﾀｲｶﾞ

13 2085 横島　大河 順大
ﾊﾗﾀﾞ　ﾑﾈﾋﾛ

14 2119 原田　宗広 順大
ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

15 2122 前田　智広 順大
ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ

16 2123 真砂　春希 順大
ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ

17 5242 進藤　魁人 順大
ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

18 5243 鈴木　尚輝 順大
ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ

19 2149 出口　航輝 順大
ﾋﾄﾐ ﾀｶﾕｷ

20 2153 人見　隆之 順大
ﾏﾂｵ ﾘｸ

21 2154 松尾　陸 順大
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳ

22 2024 永島 龍 順大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

23 2130 森下　舜也 順大

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 男女5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

12月1日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾂﾞｶ ｾﾝﾄ

1 3204 石塚　聖人 日大生産 1
ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ

2 3210 前田　拓実 日大生産 2
ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝ

3 1172 木下　惇 日大生産 3
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ

4 1170 加藤　隼人 日大生産 4
ﾄﾈ ﾘｭｳﾍｲ

5 1185 刀称　龍平 日大生産 5
ｶﾄﾞｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ

6 1171 角島　康太朗 日大生産 6
ﾅｶﾔﾏ ﾖｼｷ

7 3209 中山　祥希 日大生産 7
ｾｷﾓﾄ ﾋﾛｷ

8 1183 関本　浩貴 日大生産 8
ｶﾜﾊﾗ ﾘｭｳﾍｲ

9 3208 川原　隆平 日大生産
ｷｳﾁ ﾄﾓﾔ

10 2882 木内　朝哉 N.U.千葉
ｺﾐﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ

11 2548 小宮山　省吾 one's
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓﾋﾛ

12 2557 米倉　智弘 one's
ﾅｶｷﾊﾗ ｹﾝﾀ

13 1609 中木原　健太 Team　AgaiN
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ

14 2229 安藤　武留 市立船橋高
ﾏﾂｵｶ ｺｳﾀ

15 978 檜垣　昂甫 佐倉東高
ｻｶﾓﾄ ｼｵﾝ

16 1347 坂本　紫苑 佐倉東高
ﾊﾔｼ ﾃﾂﾛｳ

17 0 林徹郎 信州大学
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾔ

18 194 松永　佑弥 拓大紅陵高
ﾐﾔﾀ ｺｳﾀ

19 204 宮田　孝太 拓大紅陵高
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ

20 4514 中村航志朗 千葉工大
ｵﾉ ｴｲﾀﾛｳ

21 51934 小野  英太郎 東海大札幌
ｱｷﾔﾏﾉﾌﾞﾕｷ

22 1873 秋山　信行 東京陸協
ナカムラ リョウタ

23 3280 中村　亮太 流山南高
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ

24 0 今井　健人 前橋育英高校

ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳｷ

25 0 椛澤　勇樹 前橋育英高校

ｵｵｾﾄ　ﾀｲﾁ

26 1932 大瀬戸　泰一 流経大
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ

27 1972 高橋　脩士 流経大
トミノ　シンゴ

28 1471 冨野　真吾 神栖TC
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ

29 5239 近藤　悠大 順大
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ

30 7785 宮崎　友里花 順大
ｺﾝﾉ ﾋﾅ

31 7776 今野　妃菜 順大
ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ

32 7800 山下　萌 順大
ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ

33 7755 西川 真由 順大

記録



 男女5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

12月1日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子1500m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

12月1日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞﾀ ﾐﾕｳ

1 4148 窪田　美優 柏四中 1
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ

2 6249 中村　七海 柏四中 2
フルヤ　アンジュ

3 64 古屋　杏樹 彩tama陸上 3
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐﾁ

4 2558 柏原 未知 one's 4
ﾕｱｻ　ﾄﾓｴ

5 8567 湯浅　朋恵 順大 5
ﾀｹﾋﾗ　ﾕｶｺ

6 8564 竹平　優花子 順大 6
ｷﾞﾄｳ　ﾘﾉ

7 7790 儀藤　梨乃 順大 7
ｶｷﾔ ｺﾄﾐ

8 7760 垣屋　琴美 順大 8
ﾖｼｽﾞﾐ ﾅﾅ

9 7772 吉住　奈々 順大
ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ

10 7752 白鳥　さゆり 順大

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子3000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

12月1日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

サトウ ヒメカ

1 99 佐藤　姫夏 君津高 1
ｲｲ ｴﾐﾎ

2 0 伊井　笑歩 前橋育英高校 2
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾉ

3 0 松村　花紀 前橋育英高校 3
ｺｳﾀﾞ ﾁﾎ

4 0 幸田　千穂 前橋育英高校 4
ｼﾊﾞｻｷ ﾁﾎ

5 0 柴﨑　千穂 前橋育英高校 5
ｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ

6 0 須田　ななみ 前橋育英高校 6
ﾕｱｻ　ﾄﾓｴ

7 8567 湯浅　朋恵 順大 7
ﾀｹﾋﾗ　ﾕｶｺ

8 8564 竹平　優花子 順大 8
ｷﾞﾄｳ　ﾘﾉ

9 7790 儀藤　梨乃 順大
ｶｷﾔ ｺﾄﾐ

10 7760 垣屋　琴美 順大
ﾖｼｽﾞﾐ ﾅﾅ

11 7772 吉住　奈々 順大
ｷｸﾁ ﾘｸ

12 7762 菊地　梨紅 順大
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖ

13 7757 松本　紗依 順大
ｶﾜｻｷ ｱｽｶ

14 7789 川崎　明日香 順大
ﾊﾔｼ ﾅﾐ

15 7798 林　奈海 順大

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ


