
 男子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾖｼｵｶ ﾕｳｼﾞ ﾌﾙｼｮｳ ﾀｶｵ

1 447 吉岡　裕司 千葉陸協 1 2082 古荘　隆大(3) 順大
ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ ｻﾅﾀﾞ ｱｽﾄ

2 5246 竹内　辰徳(1) 順大 2 2100 真田 明日人(2) 順大
ｽｽﾞｷ ﾀﾂｱｷ ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ

3 0 鈴木　達亮 横浜市陸協 3 2025 小川　恭平(3) 順大
オチアイ ゴウタ ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ

4 6414 落合 剛汰(3) 都石神井 4 2211 道原　拓哉(3) 市立船橋高
ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂﾀ ﾜｶｽｷﾞ ｱｽｶ

5 6101 水野　哲太 Jクラブ 5 3494 若杉　飛鳥(2) 千葉大
ﾂｶｺﾞｼﾕｳｽｹ ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾛﾀｶ

6 285 塚越　祐介 ｱｽﾚﾃｨｸｽ 6 566 荻原　宏崇(3) 国武大
ﾖｺｵ ﾏｷﾄ ﾄﾘｲ ﾏｻｷ

7 2215 山田　亘希(3) 市立船橋高 7 486 鳥居　正樹 東三河ＡＣ
ｼﾗﾄﾞ ﾐﾁﾄ ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

8 2235 白土　路人(1) 市立船橋高 8 4645 武田　総一郎(3) 成城大
ｻｻｷ ｿｳﾀ ｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

9 2232 佐々木　爽多(1) 市立船橋高 9 1724 伊藤　龍一郎(4) 東京大
ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ

10 2226 須賀　大介(2) 市立船橋高 10

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

タケシタ マサユキ ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ

1 11205 竹下  雅之 レジェンズ 1 2156 丸山　脩太(1) 順大
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾍｲ ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

2 3149 柴田　隆平(2) 東洋大 2 2078 林　貴裕(3) 順大
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾅﾀﾞ ｱﾂﾌﾐ

3 3150 齋藤　和希(2) 東洋大 3 1544 名田　篤史(4) 日大
ｸﾜﾊﾗ ﾘｸ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

4 3500 桑原　陸(3) 千葉大 4 1661 山田　陽平(4) 日大
ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲｷ ｷﾀﾔﾏ ﾄｼﾉﾌﾞ

5 2202 川島　大輝(3) 市立船橋高 5 1554 北山　利信(3) 日大
ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ

6 5256 吉村　佳祐(1) 順大院 6 1564 松本　真弥(3) 日大
ｵｱﾅ ｴｲｷ ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ

7 5233 小穴　英気(1) 順大 7 5203 入江　亮輔(1) 日大
ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

8 2026 中山　理生(4) 順大 8 5560 高山　裕樹(1) 日大
ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ

9 2124 三上　椋平(2) 順大 9 5204 田口　雄貴(1) 日大

10 10

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
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記録 記録

記録 記録



 男子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

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1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 15:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾀｼﾛ ｿﾗ ｱﾍﾞ ﾏｻｵ

1 2795 田代　空良(1) 取手松陽高 1 2219 阿部　真沙生(2) 市立船橋高
ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ

2 2793 菊池　弘人(2) 取手松陽高 2 2230 石川　湧月(1) 市立船橋高
ｼｲｷ ｶﾝﾀ

3 2224 齊藤　光太 市立船橋高 3 2234 椎木　幹太(1) 市立船橋高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾐ

4 2229 安藤　武留(1) 市立船橋高 4 2237 富永　匠海(1) 市立船橋高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｲﾜｵ ｶﾞｲ

5 2239 山口　大翔(1) 市立船橋高 5 2231 岩尾　雅偉(1) 市立船橋高
ﾖｼｽﾞﾐ ﾊﾔﾃ ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾄ

6 2240 ??住　颯(1) 市立船橋高 6 3525 奥村　公登(4) 千葉大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｷ ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

7 2238 富永　悠生(1) 市立船橋高 7 3506 木村　彰吾(2) 千葉大
ﾓﾘ ﾏｻｷ ｻﾝﾉ ﾃﾂｼ

8 5799 森　真希(1) 千葉大 8 3694 三野　鉄心(1) 流経大柏高
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ

9 5113 山田　誠人(2) 帝京科学大 9 3663 松下　友哉(3) 流経大柏高
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

10 2161 土谷　晴喜(1) 船橋法典高 10 3678 寺田　航大(2) 流経大柏高
ｵｵﾏ ﾀｶｼ ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

11 2160 大間　隆史(2) 船橋法典高 11 3693 佐藤　俊介(1) 流経大柏高
ﾄｸﾑﾗ ﾉﾌﾞﾔ ｱｶｲ ｼﾞｭﾝ

12 3655 徳村　宜也(3) 流経大柏高 12 3651 赤井　絢(3) 流経大柏高
ｶﾝﾅﾝ ｿｳﾀ ﾉｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

13 3658 河南　颯汰(3) 流経大柏高 13 3701 野島　悠太(1) 流経大柏高
ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｲﾁ ｱｻｳﾐ ﾀｶｼ

14 3662 平野　隆一(3) 流経大柏高 14 3665 浅海　崇志(2) 流経大柏高
ｶﾄﾘ ﾀｲﾁ ﾆｼﾔ ﾘｸﾄ

15 3690 香取　拓壱(1) 流経大柏高 15 3661 西谷　陸斗(3) 流経大柏高
ﾊｾｶﾞﾜ  ｼﾞｭﾝ ﾌﾙｼｮｳ ﾀｶｵ

16 0 長谷川  隼 伊興中 16 2082 古荘　隆大(3) 順大
ヤマモト コウキ ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ

17 3538 山本 康稀(3) 筑波大同好会 17 2025 小川　恭平(3) 順大
イグマ タケヒロ

18 6048 伊熊 岳大(1) 東京理科大

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 15:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3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

ﾀﾝﾉ ｶｽﾞｷ

1 567 丹野　和輝(2) 国武大 1
ﾋﾗｶﾞ ﾘｮｳﾄ

2 5365 平賀　凌人(1) 国武大 2
ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾏ

3 578 川島　拓真(3) 国武大 3
ｵｵﾖｼ ﾕｳｽｹ

4 2223 大吉　優亮 市立船橋高 4
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

5 2236 舘林　佑介(1) 市立船橋高 5
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ

6 2201 川上　勇士(3) 市立船橋高 6
ｻﾊﾞﾄ ｺｳﾀ

7 2358 鯖戸　康太(1) 城西大 7
ﾌｸｳﾗ ｼｮｳﾀ

8 2336 福浦　晶太(3) 城西大 8
ｱｿｳ ﾕｳｽｹ

9 2325 麻生　勇介(3) 城西大
ｶﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

10 3531 鎌田　晃輔(4) 千葉大
ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｸﾋｻ

11 1514 中島　福尚(3) 東学大
ﾏｴﾉｿﾉ ｹｲﾀ

12 3152 前之園　啓太(2) 東洋大
ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

13 2151 根本　大輝　(1) 順大
ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

14 2104 鈴木　顕人(2) 順大
ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

15 2101 塩田　哲平(2) 順大

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組



 男子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 17:00 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

ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ ｳｴﾊﾗ ﾅﾙ

1 280 小玉　英樹 三井化学 1 1310 上原　波(2) 太田工
ﾀﾅｶ ﾀｶﾗ ｶﾜｼﾏ ｼﾞﾝ

2 3615 田中　宝(3) 市立柏 2 1304 川島　仁(3) 太田工
ｲﾉｳｴ ﾏﾙｸ ｶﾅﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

3 1309 井上　団玖(2) 太田工 3 3642 金山　和矢(1) 市立柏
ｵｸｾ ﾀｸﾐ ｸﾘﾔ ﾅｵﾄ

4 1311 奧瀬　匠(2) 太田工 4 2329 栗屋　直斗(3) 城西大
ﾀｶﾔﾏ ﾅｵﾄ ﾌｼﾞｼﾏ ﾐｷﾋﾛ

5 1316 高山　尚人(2) 太田工 5 3195 藤島　幹大(1) 専修大松戸高

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｷ ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

6 1393 阪本　龍輝(1) 太田工 6 3074 後藤　亮介(1) 文星芸大附
ﾎﾘｺｼ ﾕｳｷ ﾋｶﾞ ｲﾂｵ

7 1396 堀越　祐樹(1) 太田工 7 5189 比嘉　いつお(3) 文星芸大附
ﾅｶﾑﾗ ｱﾂﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ

8 1306 中村　篤哉(3) 太田工 8 4208 渡邉　友樹(2) 文星芸大附
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋｼﾞﾘ ﾏﾀﾞﾃ ｺｳﾀﾛｳ

9 1307 藤原　聖(3) 太田工 9 5190 馬立　航太朗(3) 文星芸大附
ｶﾜｶﾐ ﾘｸ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

10 1313 川上　陸(2) 太田工 10 5191 山崎　涼太(3) 文星芸大附
ｳﾌﾞｶﾀ ﾘｮｳﾔ ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾕｳ

11 1320 生方　椋也(1) 太田工 11 4204 髙根沢　悠(2) 文星芸大附
ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ ﾜｶﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

12 1322 髙橋　廉(1) 太田工 12 4207 若田　宗一郎(2) 文星芸大附
ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ ｽｽﾞｷ ｶｲ

13 1298 鈴木　由明(2) 習志野高 13 5188 鈴木　魁(3) 文星芸大附
ﾀﾐﾔ ﾀｲｶﾞ ﾐﾉ ﾀｶｼ

14 4205 田宮　大雅(2) 文星芸大附 14 1055 三野　貴史 松戸市陸協
ﾓﾘ ｺｳﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ

15 3706 森　航太(1) 流経大柏高 15 1054 丸山　竜也 松戸市陸協
ｱｷﾓﾘ ｶﾅﾄ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

16 3684 秋森　哉人(1) 流経大柏高 16 3705 水口　翔太(1) 流経大柏高
ｲﾜｾ ﾏｻﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

17 3686 岩瀬　正寛(1) 流経大柏高 17 3699 高橋　優(1) 流経大柏高
ｶﾄﾞｸﾗ ﾊﾔﾄ ｼﾗｲｼ ﾀｲｾｲ

18 3689 門倉　駿人(1) 流経大柏高 18 3668 白石　大晟(2) 流経大柏高
ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ

19 3707 森田　尚希(1) 流経大柏高 19 3675 海老原　優大(2) 流経大柏高
ﾂｴ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ ｲﾀﾊﾞｼ ﾊﾙﾄ

20 3676 津江　俊一朗(2) 流経大柏高 20 3669 板橋　遼大(2) 流経大柏高
ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ ﾉｼﾞﾏ ｹﾝﾀ

21 3659 佐藤　柊斗(3) 流経大柏高 21 3700 野島　健太(1) 流経大柏高
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

22 5248 新津　大地(1) 順大 22 5254 吉田　尚矢(1) 順大
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｲｼﾄ ﾋﾛﾑ

23 5250 的場　亮太(1) 順大 23 2086 石戸　大夢(2) 順大
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

24 5234 蔭山　和敬(1) 順大 24 2119 原田　宗広(2) 順大
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ

25 5251 村上　陸人(1) 順大 25 2060 小林　哲平(3) 順大
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ

26 5244 高野　寛之(1) 順大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ

27 5239 近藤　悠大(1) 順大

記録 記録



 男子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 17:00 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

ナンバー

記録

ナンバー

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：佐藤　孝太朗

7月7日 17:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9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

ﾅｶﾑﾗ ｾｲｼﾞ ｴﾓﾄ ｹﾝﾀ

1 0 中村　誓志 クラブR2東日本 1 5927 江本　健太(1) 帝京平成大
ﾊﾔｼ ﾃﾙｵ ｺｵﾘﾔﾏ ｹｲｺﾞ

2 2400 林　輝雄 RUNWEB 2 5930 郡山　京梧(1) 帝京平成大
シミズ ケイイチ ﾑﾄｳ ﾊﾙｶ

3 2104 清水 慶一 RUNWEB 3 5934 武藤　晴夏(1) 帝京平成大
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ ｴﾋﾞﾇﾏ　ﾀｲｼ

4 61 山口　大徳 TRACK TOKYO 4 18223 海老沼　太志(3) ＭＫプロジェクト

ｿﾀ ﾕｳｼﾞ ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ

5 2227 曽田　優治(2) 市立船橋高 5 62 高橋　勝哉 TRACK TOKYO
ﾋﾗｶﾞ ｺｳｷ ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ

6 2208 平賀　光貴(3) 市立船橋高 6 57 近藤　哲 TRACK TOKYO
ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｲﾃﾞ ｼｮｳｴｲ

7 2209 松田　翼(3) 市立船橋高 7 2220 井手　章瑛(2) 市立船橋高
ｱｲﾊﾞ ﾕｳﾀ ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ

8 2198 相場　優太(3) 市立船橋高 8 2233 佐藤　条二(1) 市立船橋高
ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾔ ｵｵｽｷﾞ ﾘｭｳﾀ

9 2200 川上　竜也(3) 市立船橋高 9 2218 大杉　竜太(3) 市立船橋高
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ

10 2204 佐藤　涼介(3) 市立船橋高 10 2221 井上　柾未(2) 市立船橋高
ﾐﾁﾊﾗ ﾀｸﾔ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ

11 2210 松本　薫(3) 市立船橋高 11 2225 斎藤　拓海(2) 市立船橋高
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ

12 2216 横尾　真輝斗(3) 市立船橋高 12 2199 上野　航平(3) 市立船橋高
ﾎﾘｲ ﾐｽﾞﾎ ｶﾈｺ ﾀｸﾔ

13 2905 堀井　瑞穂(2) 学習院大 13 3581 兼子　卓也 水ラン
ﾀｹｼ ﾌﾐﾔ ｻﾄｳ ｺｳｾｲ

14 4142 武士　文哉(2) 早大 14 5540 佐藤　晧星(1) 早大
ｼﾀﾗ ﾀｹﾋﾛ ﾂｼﾞﾓﾄ ｶﾂﾔ

15 3527 設楽　岳宏(2) 千葉大 15 4143 辻本　活哉(2) 早大
ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ ｸﾛｶﾜ ｹｲｽｹ

16 5796 遠藤　壮汰(1) 千葉大 16 371 黒川　恵輔 千葉陸協
ｶﾒｲ ｹﾝﾀ ｱｶﾎｼ ﾕｳﾄ

17 6308 亀井　健汰(1) 帝京科学大 17 1315 赤星　友都(3) 筑波大
ｵﾉ ｱﾘ ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

18 5929 小野　亜吏(1) 帝京平成大 18 1322 薛　玄太郎(3) 筑波大
ｼﾓｻｶｲﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ

19 4602 下境田　尚冴(3) 帝京平成大 19 5396 山本　尊仁(1) 筑波大
ｸﾏｶﾞｲ ﾜﾀﾙ ｳｴｻｺ ｱｷﾀｹ

20 4606 熊谷　航(2) 帝京平成大 20 1299 上迫　彬岳(2) 筑波大
ｲｼｲ ﾅｵｷ ﾔﾌﾞｼﾀ ｱﾂｼ

21 4597 石井　直樹(4) 帝京平成大 21 5395 薮下　温司(1) 筑波大
 ｶｻｲ ﾘｸ ｳｴﾀﾞ ﾀﾂｷ

22 4600 葛西　陸(3) 帝京平成大 22 1318 植田　樹(3) 筑波大
ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ ﾏｽｶﾜ ﾋﾛﾑ

23 4598 荒木　裕太郎(3) 帝京平成大 23 1326 益川　洋武(3) 筑波大
ﾊﾔｼ ﾘｮｳ ｽﾅｶﾞ ﾏｻｷ

24 5933 林　凌(1) 帝京平成大 24 2636 砂賀　正輝(4) 帝京大
ｼﾉｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ ｺﾐﾅﾐ ﾀｶｵ

25 1135 篠崎　賢一(1) 東京陸協 25 0 小南　孝央(2) 東情大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ｵﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾁ

26 0 渡部　裕太(3) 東情大 26 0 小柳　泰治(1) 東情大
ﾓﾘ ﾘｭｳﾄ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｽｹ

27 0 森　隆人(1) 東情大 27 0 小田切　佑介(4) 東情大
ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ

28 0 齋藤　健太郎(3) 東情大 28 0 小林　周平(4) 東情大
ｻｻｷ ｼｭﾝ ﾐﾔｻﾞﾄ ｴｲﾘｭｳ

29 0 佐々木　舜(4) 東情大 29 0 宮里　永隆(3) 東情大
ﾊｾ ｹｲｽｹ ﾓﾘﾀ ﾀｹﾄ

30 0 長谷　佳祐(2) 東情大 30 0 森田　雄斗(3) 東情大
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ

31 0 石川　悠弥(1) 東情大 31 0 二階堂　真大(2) 東情大
ｶﾜｳﾁ ｲｿﾗ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ

32 54504 川内　唯空(2) 北海道栄高 32 54532 田中　遥人(3) 北海道栄高
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ

33 1165 山本　和真(2) 前橋育英高 33 1140 池田　春輝(3) 前橋育英高
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ ｶﾈｺ ﾘｮｳｼﾞ

34 1141 今井　健人(3) 前橋育英高 34 1158 兼子　遼志(2) 前橋育英高

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 17:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ｱｸｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ ｶｻﾊﾗ ｿｳﾀ

35 1138 阿久澤　隆成(3) 前橋育英高 35 1157 笠原　颯太(2) 前橋育英高
ｼﾓﾑﾗ ｽｽﾑ ﾓﾛﾎｼ ｿｳﾀ

36 1862 下村　勧 美野里クラブ 36 1149 諸星　颯大(3) 前橋育英高
ｻﾄｳ ﾏｺﾄ ｼﾏｵｶ ﾕｳ

37 251 佐藤　誠 千葉陸協 37 3673 島岡　優(3) 流経大柏高
ｽﾐﾀﾞ ﾀﾂﾔ ﾖｼｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

38 1401 住田　龍也 千葉陸協 38 3667 芳口　悠大(3) 流経大柏高
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　9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

ｼｵｼﾞﾘ ﾀｲｶﾞ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ

1 3613 塩尻　大河(3) 市立柏 1 58 高橋　雅人 TRACK TOKYO
ｻｻｷ ｺﾀﾛｳ ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ

2 2203 佐々木　虎太郎(3) 市立船橋高 2 2212 村上　真生(3) 市立船橋高
ｽｽﾞｷ ｹｲﾏ ｿｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

3 2205 鈴木　啓磨(3) 市立船橋高 3 3792 添田　知宏(3) 國學院大
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ ｲｹﾇｼ ﾕｳﾀ

4 2214 安田　優登(3) 市立船橋高 4 2353 池主　悠太(1) 城西大
ｸｼﾌﾞﾁ ｺｳｽｹ ｽﾐﾖｼ ﾋﾛｷ

5 3835 櫛渕　晧介(1) 國學院大 5 4141 住吉　宙樹(2) 早大
ﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾏｻ ﾑﾛﾌｼ ﾕｳｺﾞ

6 3807 田川　良昌(2) 國學院大 6 5546 室伏　祐吾(1) 早大
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ ﾓﾘﾀ ｼｮｳﾍｲ

7 3833 藤木　宏太(1) 國學院大 7 4148 森田　将平(2) 早大
ｷﾀﾞ ﾕｳﾄ ｶﾜｻｷﾋﾛﾀｶ

8 2343 貴田　勇斗(2) 城西大 8 2484 川崎　博貴(1) 中央学院大
ﾙﾍﾞﾙ ﾄﾏ ﾅｶﾉﾊﾔﾄ

9 2352 ルベル　斗磨(2) 城西大 9 2480 中野　駿斗(1) 中央学院大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｾｲ ｲﾜｻ ｶｲﾄ

10 56836 山田　泰誠(2) 早実高 10 1021 岩佐　快斗(3) 中大
ｶﾜｲ ﾖｳﾍｲ ｷｼ ﾄｼｷ

11 5537 河合　陽平(1) 早大 11 1020 岸　俊樹(3) 中大
ﾓﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ ｲﾜﾊﾗ ﾁｱｷ

12 5548 茂原　將悟(1) 早大 12 1030 岩原　智昭(2) 中大
ﾓｷﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ ﾔﾉ ﾌﾐﾄ

13 5547 茂木　凛平(1) 早大 13 1038 矢野　郁人(2) 中大
ｼﾗﾄﾘｺｳﾔ ﾅﾝｺﾞ ｶｲﾘ

14 2486 白鳥　航也(1) 中央学院大 14 1067 南後　海里(1) 中大
ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ ｸﾗﾀ ｹﾝﾀ

15 1019 佐々木　遼太(3) 中大 15 1066 倉田　健太(1) 中大
ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｷ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｸ

16 1070 藤井　拓輝(1) 中大 16 1036 萩原　璃来(2) 中大
ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ ﾐｽ ｹﾝﾉｽｹ

17 1069 中野　雄介(1) 中大 17 1037 三須　健乃介(2) 中大
ﾃﾗｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾓﾘ ﾅｷﾞﾔ

18 1323 寺澤　龍之輔(3) 筑波大 18 1064 森　凪也(1) 中大
ｵｵﾄﾞﾃ ｼｭｳ ｵﾊﾗ ｹﾝﾀ

19 1301 大土手　嵩(2) 筑波大 19 1302 尾原　健太(2) 筑波大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾏｷ ｻﾙﾊｼ ﾀｸﾐ

20 1313 渡辺　珠生(2) 筑波大 20 1304 猿橋 拓己(2) 筑波大
ﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ ﾔﾏｼﾀ ｶｳｷ

21 1307 田川　昇太(2) 筑波大 21 1311 山下　和希(2) 筑波大
ｻﾄｳ ﾅｵﾔ ｶﾅﾏﾙ ｲﾂｷ

22 5111 佐藤　直也(2) 帝京科学大 22 1320 金丸 逸樹(3) 筑波大
ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ ｺﾞｳ ｱｽｶ

23 4608 関口　英樹(2) 帝京平成大 23 2677 郷　明日翔(1) 帝京大
ｺﾔﾏ ﾆﾁｶ ｽｽﾞｷ ﾀｸ

24 3567 小山　日楓(2) 東京農業大 24 2663 鈴木　拓(2) 帝京大
ｶﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ

25 3580 川田　啓祐(1) 東京農業大 25 2680 中村　風馬(1) 帝京大
ﾉｳｼｮ ﾋﾛｷ ｸﾆﾓﾄ ﾅｵｷ

26 3571 納所　大樹(2) 東京農業大 26 2676 國本　尚希(1) 帝京大
ｻﾄｳ ｶｲﾄ ﾐﾊﾗ ｶｲﾄ

27 3582 佐藤　海斗(1) 東京農業大 27 2684 三原　魁人(1) 帝京大
ﾔﾏｼﾅ ｺｳｷ ｱﾗｷ ﾂﾊﾞｻ

28 3590 山科　広輝(1) 東京農業大 28 2674 荒木　翼(1) 帝京大
ｸﾆｲ ﾀﾂﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

29 3412 國井　辰磨(3) 東葛飾高 29 2673 渡邊　悠斗(2) 帝京大
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ ﾋﾉﾊﾗ ﾄﾓﾔ

30 0 篠﨑　拓弥(4) 東情大 30 2667 日野原　智也(2) 帝京大
ｵﾉ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ｻｲﾄｳ ｼﾝ

31 54503 小野　隆一朗(2) 北海道栄高 31 2635 齋藤　槙(4) 帝京大
ｷﾑﾗ ｾｲﾔ ｵﾂｼﾞ ﾊﾔﾃ

32 3653 木村　聖哉(3) 流経大柏高 32 3564 尾辻　颯(2) 東京農業大
ｾｵ ｶｽﾞｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾙ

33 4871 瀬尾　和期輝(3) 麗澤大 33 3577 山口　武(2) 東京農業大
ﾀｶｶﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾏﾂｻﾞｶ ﾀﾝﾕｳ

34 4872 高垣　龍太(3) 麗澤大 34 3588 松坂　胆宥(1) 東京農業大

記録 記録
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ｱｻｲ ﾀｸﾐ ﾑﾗﾀ ｷｮｳﾉ

35 4886 浅井　匠(1) 麗澤大 35 3560 村田　亨之(3) 東京農業大
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾔ ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ

36 4894 山本　蒼弥(1) 麗澤大 36 2145 高橋　惇矢(3) 船橋法典高
ﾋﾛﾀ ｶｲｼﾝ ｱｻｳﾐ ﾕｳﾀ

37 4892 廣田　海心(1) 麗澤大 37 1946 浅海　雄太(2) 流経大
ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｿﾝ ｽｷﾞﾎ ｺｳﾀ

38 4890 柴田　太尊(1) 麗澤大 38 4879 杉保　滉太(2) 麗澤大
ｵｵﾉ ﾕｳｷ ﾔﾏｶﾜ ﾀｲﾁ

39 4887 大野　裕貴(1) 麗澤大 39 4893 山川　太一(1) 麗澤大
ﾋﾄﾐ ﾀｶﾕｷ

40 2153 人見　隆之(1) 順大
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

5組 6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

ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝ ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ

1 4860 市川　駿(4) 麗澤大 1 1331 村上　諄(4) 筑波大
ｵｵﾀ ﾗｲｷ ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ

2 4861 太田　来紀(4) 麗澤大 2 3589 盛田　和輝(1) 東京農業大
ﾑﾗｾ ﾖｼｷ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾁｶ

3 4865 村瀬　佳樹(4) 麗澤大 3 3539 鈴木　広親(4) 東京農業大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾔ ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ

4 4867 渡邉　紘也(4) 麗澤大 4 3822 甘利　大祐(1) 國學院大
ｾﾘｻﾞﾜ ｱｷｶｽﾞ ｵｶﾞ ﾕｳﾄ

5 3781 芹澤　昭紀(4) 國學院大 5 3790 小賀　悠人(3) 國學院大
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｲﾄ ｱｻﾏ ﾕｳﾀ

6 3831 萩原　海渡(1) 國學院大 6 3799 浅間　優太(2) 國學院大
ﾄｸﾋﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳﾒｲ

7 3808 徳備　大輔(2) 國學院大 7 3821 相澤　龍明(1) 國學院大
ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾀｲｾｲ ｶﾝｹ ｷﾗ

8 3837 松延　大誠(1) 國學院大 8 3778 菅家　希来(4) 國學院大
ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ ﾓﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ

9 3824 伊藤　宏高(1) 國學院大 9 3798 茂原　大悟(3) 國學院大
ｴﾉｻﾜ ﾀｶｷ ｶﾜﾋｶﾞｼ ｶﾝﾀﾞｲ

10 3801 江野澤　貴樹(2) 國學院大 10 3804 河東　寛大(2) 國學院大
ｲﾄｳ ﾐｷﾔ ｶﾄﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

11 3786 伊藤　幹也(3) 國學院大 11 3802 門田　秀利(2) 國學院大
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾔ

12 1373 山田雄喜 コモディイイダ 12 3806 高嶌　凌也(2) 國學院大
ｶﾈｺ ｱｷﾋﾛ ｻﾄｳ　ﾃﾙｱｷ

13 1382 金子晃裕 コモディイイダ 13 1385 佐藤晃章 コモディイイダ

ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾛｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝﾀ

14 2314 青山　拓朗(4) 城西大 14 2338 宮澤　真太(3) 城西大
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｻｸ ｻﾄｳ ｱｵﾄ

15 2349 田部　雄作(2) 城西大 15 2357 佐藤　亜央人(1) 城西大
ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ

16 2317 久保田　法教(4) 城西大 16 2348 竹林　宏斗(2) 城西大
ｼｶﾞ ｿｳﾀ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ

17 2346 志賀　颯太(2) 城西大 17 2326 伊藤　大喜(3) 城西大
ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾄ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

18 4102 小澤　直人(4) 早大 18 2331 佐藤　友哉(3) 城西大
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｷ

19 4137 黒田　賢(2) 早大 19 2207 中島　稜貴(3) 市立船橋高
ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｮｳ ｳﾈ　ｱﾕﾑ

20 4145 本郷　諒(2) 早大 20 2407 畝　歩夢(2) 中央学院大
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ ｵｵﾊﾏﾋｶﾙ

21 4116 伊澤　優人(3) 早大 21 2457 大濱　輝(3) 中央学院大
ﾐｶﾐ ﾀﾓﾝ ﾀﾏｻﾞﾜﾘｮｳﾀ

22 4130 三上　多聞(3) 早大 22 2447 玉澤　良太(4) 中央学院大
ｱﾏｺ ｶｾﾞﾄ ｳﾁｺｼｺｳﾀ

23 4113 尼子　風斗(3) 早大 23 2456 打越　晃汰(3) 中央学院大
ﾋﾗｺ ﾘﾝﾀﾛｳ ｵｵﾂﾖｼﾉﾌﾞ

24 4128 平子　凛太郎(3) 早大 24 2463 大津　吉信(3) 中央学院大
ｱｶｲﾀﾂｷ ﾌｼﾞｲﾕｳﾀﾞｲ

25 2459 赤井　竜生(3) 中央学院大 25 2460 藤井　雄大(3) 中央学院大
ﾏﾂｲﾅｵｷ ﾂｼﾞﾓﾘﾊﾙｷ

26 2474 松井　尚希(1) 中央学院大 26 2472 辻森　晴稀(2) 中央学院大
ﾄｸﾞﾁﾀｹﾙ ﾀｶｻｺﾞﾀﾞｲﾁ

27 2465 戸口　豪琉(2) 中央学院大 27 2450 高砂　大地(3) 中央学院大
ﾋﾛﾅｶﾀｸﾏ ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼｷ

28 2483 廣中　拓磨(1) 中央学院大 28 3161 小泉　雄輝 ラフィネグループ

ﾊﾞﾊﾞﾘｭｳﾉｽｹ ｵｵｻｷ ﾘｮｳ

29 2485 馬場　竜之介(1) 中央学院大 29 3152 大﨑　遼 ラフィネグループ

ｻｶﾀﾊﾔﾄ ｶｲ ﾋﾛｷ

30 2479 坂田　隼人(1) 中央学院大 30 3155 甲斐　大貴 ラフィネグループ

ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ ｼﾞﾛﾏﾙ ｹﾝｲﾁ

31 3546 安田　圭吾(4) 東京農業大 31 3138 治郎丸　健一 ラフィネグループ

ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ ｼﾞｮｳｻｲ ﾚﾝ

32 3554 高橋　健留(3) 東京農業大 32 59 城西　廉 TRACK TOKYO
ﾌｸﾜｷ ｼｮｳﾔ ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ

33 3574 福脇　昭也(2) 東京農業大 33 4884 水野　優希(2) 麗澤大
ﾁﾌｸ ｼｵﾝ ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀ

34 1928 地福　詩音(4) 流経大 34 4864 西澤　健太(4) 麗澤大

記録 記録
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ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ

35 2039 山脇　洸乃(4) 順大 35 4101 岡田　望(4) 早大
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

36 2051 大場　遼(3) 順大 36 2053 香月　翔太(3) 順大
ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ｲﾉｳｴ ｺｳﾒｲ

37 2122 前田　智広(2) 順大 37 2088 井上　昂明(2) 順大
ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ

38 2149 出口　航輝(1) 順大 38 2023 續木　悠也(4) 順大
ﾏﾂｵ ﾘｸ ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

39 2154 松尾　陸(1) 順大 39 5243 鈴木　尚輝(1) 順大
ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ

40 5242 進藤　魁人(1) 順大 40 2136 岩嵜　友也(1) 順大
ｶｻｲ ｶﾋﾛ

41 2003 笠井　孝洋(4) 順大
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

7組 8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

ｼﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

1 3828 島崎　慎愛(1) 國學院大 1 1943 西村　茂(3) 流経大
ﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾄ

2 3832 原　拓巨(1) 國學院大 2 2213 安田　博登(3) 市立船橋高
ﾔﾅｷﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ ﾊﾁﾔ ｱｷﾋﾛ

3 3811 栁田　大輔(2) 國學院大 3 3784 蜂屋　瑛拡(4) 國學院大
ﾓﾘ ｼｭｳﾄ ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ

4 3810 森　秀翔(2) 國學院大 4 3805 木下　巧(2) 國學院大
ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ

5 3782 中山　貴裕(4) 國學院大 5 3809 藤村　遼河(2) 國學院大
ﾄﾞﾝﾁﾞ ﾀｸﾛｳ ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾔ

6 3830 殿地　琢朗(1) 國學院大 6 3803 河上　雄哉(2) 國學院大
ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ ﾏﾂｵ ｺｳｶﾞ

7 3823 石川　航平(1) 國學院大 7 2362 松尾　鴻雅(1) 城西大
ﾀﾅｶ ﾖｼｷ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ

8 3793 田中　義己(3) 國學院大 8 2333 中原　佑仁(3) 城西大
ｲﾅｹﾞ ｱｷﾄ ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳ

9 3787 稲毛　暉斗(3) 國學院大 9 4110 西田　稜(4) 早大
ｺｽｷﾞ ｺｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ

10 3791 小杉　恒太(3) 國學院大 10 4164 山口　賢助(1) 早大
ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ ﾑｶｲ ﾕｳｽｹ

11 1374 黒河一輝 コモディイイダ 11 4161 向井　悠介(1) 早大
ｺﾞﾛｳﾀﾆ　ｼｭﾝ ｱｵﾔｷﾞﾀﾂﾔ

12 1384 五郎谷俊 コモディイイダ 12 2481 青柳　達也(1) 中央学院大
ﾉｶﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ ｶﾜｻｷｺｳﾍｲ

13 2351 野上　亮祐(2) 城西大 13 2466 川崎　耕平(2) 中央学院大
ｸﾓｲ ﾘｮｳﾀ ｵﾉｲｶﾂｽﾞｷ

14 2344 雲井　崚太(2) 城西大 14 2476 小野　一貴(1) 中央学院大
ﾔﾏﾓﾄﾀﾞｲｷ ｶｾｿｳｲﾁﾛｳ

15 2440 山本　大貴(4) 中央学院大 15 2478 加瀬　蒼一郎(1) 中央学院大
ｽﾅｶﾞﾔｽﾕｷ ｽｷﾞﾀﾆｼｭﾝｽｹ

16 2462 須永　康幸(3) 中央学院大 16 2442 杉谷　駿輔(4) 中央学院大
ｶﾅｲﾕｳｽｹ ﾖｼﾀﾞｺｳﾀ

17 2454 金井　優介(3) 中央学院大 17 2477 吉田　光汰(1) 中央学院大
ｽｷﾞﾔﾏﾀｸﾛｳ ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

18 2461 杉山　拓郎(3) 中央学院大 18 998 関口　康平(4) 中大
ｲｶﾞﾗｼﾀｸﾔ ｶﾜｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ

19 2446 五十嵐　拓也(4) 中央学院大 19 1034 川崎　新太郎(2) 中大
ｲｼﾊﾗｹｲｽｹ ｺｳｻﾞｷ ﾋﾛｼ

20 2458 石原　圭祐(3) 中央学院大 20 994 神崎　裕(4) 中大
ｼﾞﾂﾏｻﾃﾙﾋｻ ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ

21 2434 實政　瑛久(4) 中央学院大 21 1056 石田　光輝(1) 中大
ﾅｶﾞﾔﾏﾐｽﾞｷ ｶｲ ﾄﾗｿﾞｳ

22 2451 長山　瑞季(3) 中央学院大 22 1033 加井　虎造(2) 中大
ｶﾏﾀﾆﾅｵｷ ﾃｼﾏ ｼｭﾝ

23 2435 釜谷　直樹(4) 中央学院大 23 1062 手島　駿(1) 中大
ｲﾄｲﾊﾙｷ ｻﾅﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

24 2475 糸井　春輝(1) 中央学院大 24 1035 眞田　翼(2) 中大
ﾀﾆｻﾞﾜ ﾘｭｳﾔ ﾓﾘﾀ ｴｲｽｹ

25 1061 谷澤　竜弥(1) 中大 25 2685 森田　瑛介(1) 帝京大
ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ ﾖｼﾉ ﾀｶﾋﾛ

26 1029 池田　勘汰(2) 中大 26 2659 吉野　貴大(3) 帝京大
ﾓﾘ ﾄﾓﾔ ﾄﾘｶｲ ﾕｳｷ

27 1063 森　智哉(1) 中大 27 2665 鳥飼　悠生(2) 帝京大
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ ﾆｼﾉ ｼｮｳﾔ

28 1316 池田　親(3) 筑波大 28 3557 西野　匠哉 東京農業大
ﾖｼﾀﾞ ﾘﾂﾔ ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝｲﾁ

29 2672 吉田　律哉(2) 帝京大 29 3148 成田　元一 ラフィネグループ

ｵｶ ﾄﾓﾋﾛ ｴﾋﾞｻﾜ ﾌﾄｼ

30 2647 岡　智洋(3) 帝京大 30 3145 海老澤　太 ラフィネグループ

ｵｵﾂｶ ﾐｽﾞｷ ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ

31 2631 大塚　瑞季(4) 帝京大 31 3139 熊谷　光 ラフィネグループ

ｱﾗｲ ﾋﾛｷ ｽｽﾞｷ ﾀｲｷ

32 1139 新井　大貴(3) 前橋育英高 32 3156 鈴木　太基 ラフィネグループ

ﾌｸﾑﾗ ｹﾝﾀ ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ

33 3163 福村　拳太 ラフィネグループ 33 3147 山岸　塁 ラフィネグループ

ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾔ ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

34 3149 畔柳　隼弥 ラフィネグループ 34 2059 小畠　隆太郎(3) 順大

記録 記録
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ｼｲﾉ ｼｭﾗ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳ

35 4889 椎野　修羅(1) 麗澤大 35 2037 山田　攻(4) 順大
ｸﾆｶﾜ ﾔｽｱｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ

36 4870 国川　恭朗(3) 麗澤大 36 2009 小林　聖(4) 順大
ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ ﾔﾉ ﾅｵｷ

37 2137 榎本　大倭(1) 順大 37 2132 矢野　直幹(2) 順大
ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ

38 2148 津田　将希(1) 順大 38 2158 吉岡　智輝(1) 順大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ

39 2130 森下　舜也(2) 順大 39 5240 近藤　亮太(1) 順大
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ ﾏｷｾ ｹｲﾄ

40 2068 高林　遼哉(3) 順大 40 5249 牧瀬　圭斗(1) 順大
ﾓﾘ ﾕｳﾀ ｲﾅﾀﾞ ｼｮｳｲ

41 2084 森　優太(3) 順大 41 448 稲田　翔威 コトブキヤ陸上部

ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ

42 2091 内山　将志(2) 順大
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

9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

ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ

1 1369 黒田雄紀 コモディイイダ 1
ﾐﾔﾓﾄ　ｶｲ

2 1365 宮本甲斐 コモディイイダ 2
ｷﾀﾞ  ﾀｶﾋﾛ

3 1383 木田貴大 コモディイイダ 3
ｽﾅｵｶ ﾀｸﾏ

4 2359 砂岡　拓磨(1) 城西大 4
ｼｼｸﾗ ﾀｹﾋﾛ

5 4139 宍倉　健浩(2) 早大 5
ﾁｷﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

6 4156 千明　龍之佑(1) 早大 6
ｼﾝｻｺ ｼｷ

7 4123 新迫　志希(3) 早大 7
ﾆｯﾄｳｼﾞﾂﾖｼ

8 2468 日東寺　毅(2) 中央学院大 8
ｲｼﾜﾀﾋﾛﾄ

9 2467 石綿　宏人(2) 中央学院大
ﾐﾂﾀｹﾋﾛｼ

10 2443 光武　洋(4) 中央学院大
ｶﾜﾑﾗﾕｳﾄ

11 2453 川村　悠登(3) 中央学院大
ﾌｸｵｶｶｲﾄ

12 2438 福岡　海統(4) 中央学院大
ﾀｶﾊｼｼｮｳﾔ

13 2464 髙橋　翔也(2) 中央学院大
ｲﾁﾔﾏﾂﾊﾞｻ

14 2444 市山　翼(4) 中央学院大
ｱﾘﾏｹｲﾔ

15 2453 有馬　圭哉(3) 中央学院大
ｸﾘﾊﾗｹｲｺﾞ

16 2473 栗原　啓吾(1) 中央学院大
ﾋｸﾞﾁﾘｸ

17 2436 樋口　陸(4) 中央学院大
ﾋﾛﾖｼｷ

18 2432 廣　佳樹(4) 中央学院大
ﾖｺｶﾜﾀｸﾐ

19 2449 横川　巧(3) 中央学院大
ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵﾄ

20 1017 安永　直斗(3) 中大
ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ

21 1057 井上　大輝(1) 中大
ﾎﾘｵ ｹﾝｽｹ

22 991 堀尾　謙介(4) 中大
ﾄﾐﾊﾗ ﾀｸ

23 1018 冨原　拓(3) 中大
ｻｲｷ ﾏｻﾄ

24 1334 才記　壮人(2) 筑波大院
ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ

25 2653 田村　岳士(3) 帝京大
ﾀﾑﾗ ｼﾞｮｳﾔ

26 2652 田村　丈哉(3) 帝京大
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ

27 2681 橋本　尚斗(1) 帝京大
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ

28 2675 遠藤　大地(1) 帝京大
ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝ

29 2642 濱川　駿(4) 帝京大
ｲﾜｻ ｲｯｾｲ

30 2646 岩佐　壱誠(3) 帝京大
ﾆｲｾﾞｷ ﾕｳｷ

31 2640 新関　友基(4) 帝京大
ｼﾏﾇｷ ｱﾂﾄ

32 2651 島貫　温太(3) 帝京大
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ

33 3656 中村　唯翔(3) 流経大柏高
ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

34 2002 江口　智耶(4) 順大

記録
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ﾊﾞﾊﾞ ｽﾀﾝ ｹｲ

35 2028 馬場　スタン　恵(4) 順大
ﾖｼｵｶ ｺｳｷ

36 2040 吉岡　幸輝(4) 順大
ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ

37 2076 野田　一輝(3) 順大
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

38 2117 野口　雄大(2) 順大
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｻｸ

39 5238 小島　優作(1) 順大
ﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ

40 558 平　駿介 白石高
ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ

41 2110 多久和　能広(4) 順大
ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ

42 2013 塩尻　和也(4) 順大

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 16:20 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 ﾘｭｳﾉｽｹ

1 1895 佐藤　龍之介(4) 早大同 1
ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾏ

2 2907 麻田　悠馬(2) 学習院大 2
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ

3 2893 中島　幸蔵(3) 学習院大 3
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲ

4 6063 中川　大(3) 国際医大 4
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ

5 5362 藤原　大覚(1) 国武大 5
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ

6 2364 山本　嵐(1) 城西大 6
ﾐﾔｼﾀ ﾘｸ

7 2363 宮下　璃久(1) 城西大 7
ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ

8 2356 北村　歩夢(1) 城西大 8
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ

9 2339 伊藤　匠(2) 城西大
ｶﾜｾ ﾋﾛﾑ

10 1329 川瀬　宙夢(4) 筑波大
ｻｲﾄｳ ﾚｲｼﾞ

11 1321 齋藤　零司(3) 筑波大
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｾｲ

12 1341 杉山　魁声(1) 筑波大
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ

13 3206 吉田　啓一郎(3) 東工大
イチジュウ　ユウキ

14 3731 一重　祐樹(2) 明大
ﾕｳｷ ﾜﾀﾙ

15 2587 結城　渉(2) 横浜国大
フカイ リョウ

16 3638 深井 諒(3) 筑波大同好会

ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ

17 6490 森田　雄貴(1) 東京理科大

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙ

1 2711 齋藤　夏海(2) 取手松陽高 1 1383 武田　晴(1) 市立船橋高
ﾌｼﾞﾀｶﾅｺ イシイ ﾘｶ

2 1973 藤田可南子 佐倉陸友会 2 1357 石井　里佳(3) 市立船橋高
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ ｱｵﾔﾏ ﾕｶ

3 1382 鈴木　叶夢(1) 市立船橋高 3 1365 青山　由佳(2) 市立船橋高
ﾑﾗｵｶ ﾘﾅ ｶﾂﾏﾀ ﾅﾅﾐ

4 1374 村岡　莉菜(2) 市立船橋高 4 1380 勝又　奈々美(1) 市立船橋高
ﾕｱｻ ﾄﾓｴ ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ

5 8567 湯浅　朋恵(1) 順大 5 7753 杉山　香南(4) 順大
ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ ｷｸﾁ ﾘｸ

6 8564 竹平　優花子(1) 順大 6 7762 菊地　梨紅(3) 順大
ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ

7 7790 儀藤　梨乃(1) 順大 7 7769 中村　栞里(3) 順大
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｺ ｱﾗｲ ﾊﾙｶ

8 8406 村山　結子(4) 千商大 8 8667 新井　春花(1) 日大
ｲﾜﾀﾞﾃ ﾐｳ

9 1375 岩舘　美生(1) 市立船橋高 9

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

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



 女子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 15:20 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

ｳﾒﾂ ｱﾔｶ ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒ

1 2716 梅津　彩夏(1) 取手松陽高 1 1359 橋本　夢(3) 市立船橋高
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾋ ﾐﾅﾐ ﾋﾏﾜﾘ

2 1334 清水　晴陽(1) 船橋法典高 2 1387 南　向日葵(1) 市立船橋高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ ｴﾑﾗ ﾎﾉｶ

3 1331 小林　みなみ(1) 船橋法典高 3 1376 江村　穂乃香(1) 市立船橋高
ｲﾉｸﾁ ﾙﾅ ｵｵﾉ ｱﾔﾅ

4 436 井口　瑠菜(3) 佐倉南部中 4 1377 大野　綾愛(1) 市立船橋高
ｵｵﾂｶ ﾐﾕ ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓｶ

5 1362 大塚　美優(3) 市立船橋高 5 1384 中澤　萌々花(1) 市立船橋高
ｸﾗﾏｽ ﾕｳｷ ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ

6 1369 倉益　優希(2) 市立船橋高 6 1388 吉田　愛実(1) 市立船橋高
ﾎｼﾉ ﾏﾅﾐ ﾌｸｼﾏ ﾐｻｷ

7 1330 星野　麻菜実(1) 船橋法典高 7 1323 福島　美咲(3) 船橋法典高
ｱﾗｷ ﾏﾘ ﾔｼﾛ ﾅﾅﾐ

8 8135 荒木　麻理(4) 千葉大 8 1328 八代　菜々美(2) 船橋法典高
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾐ ﾊｼｸﾞﾁ ﾘﾘｶ

9 1364 河村　友海(3) 市立船橋高 9 1373 橋口　凜花(2) 市立船橋高
ﾀｶﾞｲ ｱｶﾘ ｻﾄｳ ﾘｺ

10 1371 田貝　明香里(2) 市立船橋高 10 38162 佐藤　理子(2) 農大
ｱﾗｲ ﾈﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ

11 1333 荒井　寧音(1) 船橋法典高 11 1370 小林　陽花(2) 市立船橋高
ﾄﾀﾞ ﾐｻｷ ｶﾅﾓﾘ ﾊﾙｶ

12 7536 戸田　美咲(3) 津田塾大 12 38167 金森　遥(1) 農大
ｱｻﾜ ﾘﾉ ﾆｼｳﾐ ﾊﾅ

13 1366 浅輪　梨乃(2) 市立船橋高 13 1394 西海　花 スターツ
ｱｻﾉ ｶﾎ ｶｷﾔ ｺﾄﾐ

14 1367 浅野　翔穂(2) 市立船橋高 14 7760 垣屋　琴美(3) 順大
ﾔｼﾛ ﾒｸﾞﾐ ﾖｼｽﾞﾐ ﾅﾅ

15 1327 八代　芽久美(2) 船橋法典高 15 7772 吉住　奈々(3) 順大
ｺﾏﾂ ﾉﾘｶ ｸﾎﾞｸﾗﾐｻﾄ

16 1329 小松　法里佳(2) 船橋法典高 16 1375 久保倉実里 コモディイイダ

ﾔﾉ ﾋﾄﾐ

17 8422 矢野　仁美(2) 東京理科大院

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

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



 女子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 16:40 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

ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳｶ ｻﾄｳ ﾓﾓｶ

1 2713 中川　楓香(2) 取手松陽高 1 38148 佐藤　杏香(4) 農大
ｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｵｻﾅﾐ ｻｸﾗ

2 1124 須田　ななみ(3) 前橋育英高 2 7856 長南　咲楽(1) 城西大
ｵｸﾞﾗ ﾕｶ ｵｵｻﾜ ﾕｲﾅ

3 1378 小倉　優香(1) 市立船橋高 3 38166 大澤　由菜(1) 農大
ｻﾄｳﾏﾐ ｳｴｽｷﾞｱｲ

4 1377 佐藤真弥 コモディイイダ 4 8196 上杉　愛(3) 玉川大
ｵﾝﾏﾔｼｷ ｼﾉ ﾋﾗｲﾋﾅﾀ

5 8464 御厩敷　志乃(1) 帝京科学大 5 8717 平井　日陽(1) 玉川大
ｼﾏﾑﾗﾐﾅﾐ ｸﾎﾞｸﾗﾐｻﾄ

6 1364 島村南実 コモディイイダ 6 1375 久保倉実里 コモディイイダ

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾌｳｷ ﾆﾍｲ ﾒﾊﾞｴ

7 1361 出口　楓希(3) 市立船橋高 7 8183 仁平　芽生(3) 玉川大
ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ

8 8462 田口　綾乃(1) 帝京科学大 8 1363 渡辺　光美(3) 市立船橋高
ｼﾊﾞｻｷ ﾁﾎ ｶﾀﾉ ﾊﾙｶ

9 1132 柴﨑　千穂(2) 前橋育英高 9 38147 片野　春香(4) 農大
ﾂﾑﾗ ﾙｶ ｼﾓﾑﾗｼｵﾘ

10 1358 津村　流香(3) 市立船橋高 10 1390 下村紫織 コモディイイダ

ﾅﾗﾊｼ ﾏﾅ ｲｲ ｴﾐﾎ

11 1360 奈良橋　真菜(3) 市立船橋高 11 1120 伊井　笑歩(3) 前橋育英高
ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｲ

12 7783 花田　咲絵(2) 順大 12 38160 北川　結衣(2) 農大
ｴｸﾞﾁ ｻﾗ ｺｳﾓﾄ ﾏｵ

13 7022 江口　沙羅(4) 東洋大 13 7792 甲本　まお(1) 順大
ｿｶﾞ ｴﾑ ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ

14 7024 曽我　笑夢(4) 東洋大 14 7755 西川　真由(4) 順大
ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ

15 7030 佐藤　瑞穂(3) 東洋大 15 7781 高橋　優菜(2) 順大
ﾊﾗｺ ﾏﾕﾐ ﾀﾆﾐﾂ ｶﾝﾅ

16 7033 原子　真由美(3) 東洋大 16 7357 谷光　環奈(3) 日体大
ｻｻｷ ﾏﾅﾐ ｱﾍﾞ ﾐｶｺ

17 7039 佐々木　愛海(2) 東洋大 17 8502 安部　実伽子(1) 日体大
ﾓﾝﾏ ﾕﾗ ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ

18 7041 門間　由来(2) 東洋大 18 7367 村上　愛華(2) 日体大
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ ｵｵｸﾗ ﾏﾎ

19 7045 鈴木　さくら(1) 東洋大 19 7029 大倉　真歩(3) 東洋大
ｺﾝﾉ ﾋﾅ ｼｵﾔ ｱﾔﾉ

20 7776 今野　妃菜(2) 順大 20 7031 塩谷　彩乃(3) 東洋大
ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ ｵｶﾓﾄ 　ﾅﾅ

21 7779 白石　由佳子(2) 順大 21 7038 岡本　奈々(2) 東洋大
ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ ｵｶﾀﾞ ﾁﾊﾅ

22 7800 山下　萌(1) 順大 22 7044 岡田　智花(1) 東洋大
ﾀﾉｳﾗ ｴﾘｶ

23 7046 田浦　英理歌(1) 東洋大

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



 女子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 16:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



 女子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 19:10 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 ﾅﾅ

1 1392 佐藤　奈々 スターツ 1
ﾆｼﾉ ﾏﾎ

2 1395 西野　まほ スターツ 2
ｵｶﾞﾜ ｶｽﾐ

3 1390 小川　香澄 スターツ 3
クリハラ ユイ

4 1209 栗原　唯 東北大 4
ﾊﾞﾊﾞ ﾐｳ

5 8720 馬場　海羽(1) 玉川大 5
ｸﾎﾞﾀ ｶｴﾃﾞ

6 8227 久保田　かえで(2) 國學院大 6
ｶｺﾞﾔ ﾕｳｷ

7 7853 篭谷　有希(2) 城西大 7
ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ

8 7800 山下　萌(1) 順大 8
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ

9 7785 宮崎　友里花(2) 順大
ｻﾞﾏ ｼｵﾘ

10 7793 座間　栞(1) 順大
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ

11 7799 松本　奈々(1) 順大
ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛｺ

12 7364 鶴田　紘子(2) 日体大
ｸﾘｻｷ ｼｭﾘ

13 8505 栗崎　珠李(1) 日体大
ｼｽﾞｷ ｻﾁﾎ

14 7355 鈴木　彩智歩(3) 日体大
ﾋﾗﾉ　ｱﾔﾐ

15 7360 平野　文珠(3) 日体大
ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｶ

16 7361 工藤　杏華(2) 日体大
ｵｶｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ

17 8504 岡島　楓(1) 日体大
ｲﾁｾ ﾐﾕ

18 8503 一瀬　美結(1) 日体大

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子3000mSC(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月7日 16:00 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

ﾜﾀﾅﾍﾞﾚｲﾅ

1 1392 渡邊怜奈 コモディイイダ 1
ﾎｳｼﾞｮｳ ｱﾀｴ

2 7878 北条　与絵(4) 横浜国大 2
ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙｶ

3 38159 岩本　陽香(2) 農大 3
ｻｶｲ ﾉｿﾞﾐ

4 38161 坂井　希美(2) 農大 4
ｷﾇﾉ ｻﾂｷ

5 7354 絹野　紗月(3) 日体大 5
ﾊｼﾓﾄ ｱｽﾞﾐ

6 7365 橋本　有純(2) 日体大 6
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾜ

7 8508 山本　美和(1) 日体大 7

8

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ


