FUKUOKA INTERNATIONAL CROSS COUNTRY 2013

第27回 福岡国際クロスカントリー大会
兼 第40回世界クロスカントリー選手権大会日本代表選手選考会
■主 催
公益財団法人日本陸上競技連盟 国営海の中道海浜公園 福岡市 株式会社TBSテレビ RKB毎日放送株式会社
■共 催
日本実業団陸上競技連合 公益社団法人日本学生陸上競技連合
■主 管
福岡陸上競技協会
■後 援
福岡県 福岡県教育委員会 福岡市教育委員会 公益財団法人福岡県体育協会
公益財団法人福岡市スポーツ協会 株式会社朝日新聞社 九州旅客鉄道株式会社 西日本鉄道株式会社
■特別協賛
ほけんの窓口 アートネイチャー
■開催場所
国営海の中道海浜公園クロスカントリーコース
日付

1位

種目

2月23日 ジュニア女子4km

加藤 美菜
神奈川・白鵬女子高校

2月23日 ジュニア女子6km

2月23日 ジュニア男子4km

鷲見 梓沙
愛知・豊川高校

西山 令
山梨・山梨学院大附高校

カレミ ジェレミア ズク

2月23日 ジュニア男子8km

2月23日 シニア女子6km

愛知・豊川高校

新谷 仁美
千葉・ユニバーサルエンターテインメント

チャールズ ディランゴ

2月23日 シニア男子10km
広島・ＪＦＥスチール

2月23日

中学駅伝女子

2月23日

中学駅伝男子

山鹿A
熊本・山鹿中
三股
宮崎・三股中

2位

14’18” 山本 亜利沙

3位

14’26” 前田 穂南

鳥取・鳥取中央育英高校

20’28” 由水 沙季

大阪・大阪薫英女学院高校

20’29” 福田 有以
兵庫・須磨学園高校

福岡・筑紫女学園高校

12’53” 杉山 翔太

12’55” 藤原 篤史
岡山・倉敷高校

宮城・仙台育英学園高校

24’02” 山中 秀仁

24’27” 髙橋 一生

大阪・日本体育大学

20’00” 萩原 歩美

秋田・大曲工業高校

20’37” 鈴木 亜由子

山口・ユニクロ
29’47” 大迫 傑
長野・早稲田大学

21’56” 松橋A
熊本・松橋中
26’05” 曽根Ａ
福岡・曽根中

愛知・名古屋大学

29’50”

ベン・セントローレンス

オーストラリア
21’59” 浅江A
山口・浅江中
26’07” 青嶺Ａ
佐賀・青嶺中

4位

14’27” 中島 葵
静岡・常葉学園菊川高校

20’31” 青木 菜波
京都・立命館宇治高校

12’57” 森 晃希
岡山・倉敷高校

24’40” 林 辰也
愛知・惟信高校

20’38” 石橋 麻衣
三重・デンソー
30’21” 松岡 佑起
徳島・大塚製薬

21’59” 安室
兵庫・安室中
26’12” 富田Ａ
山口・富田中

5位

14’30” 前田 千尋
鹿児島・鹿児島女子高校

20’31” 上原 美幸
鹿児島・鹿児島女子高校

12’59” 谷川 貴俊
愛知・豊川高校

24’40” 一色 恭志
愛知・豊川高校

20’40” 田中 華絵
東京・第一生命

30’26” 上野 渉
宮城・駒澤大学

22’10” 富田Ａ
山口・富田中
26’15” 本郷Ａ
広島・本郷中

6位

14’30” 久保 百合香
愛知・豊川高校

20’39” 出水田 眞紀
神奈川・白鵬女子高校

13’00” 脇本 将
岡山・倉敷高校

24’40” 吉村 光希
三重・ＮＴＮ
20’44” スーサン ワイリム
三重・デンソー
30’35” 矢野 圭吾
長野・日本体育大学

22’18” 河東
福岡・河東中
26’15” 美馬Ａ
徳島・美馬中

審 判 長：大神 和彦
記録主任：西嶋 正智
8位

7位

14’30” 森 京香
大阪・大阪薫英女学院高校

20’44” 松田 瑞生
大阪・大阪薫英女学院高校

13’00” 山口 広祐
鹿児島・出水中央高校

24’44” 西山 雄介
三重・伊賀白鳳

20’45” 井原 未帆
香川・四国電力

30’35” 小野 裕幸
東京・日清食品グループ

22’24” 曽根Ａ
福岡・曽根中
26’17” 熊毛
山口・熊毛中

14’35” 河添 香織

14’37”

京都・立命館宇治高校

20’45” 太田 琴菜

20’48”

兵庫・須磨学園高校

13’01” 玉利 健志

13’02”

鹿児島・出水中央高校

24’47” 吉田 亮壱

24’47”

福岡・大牟田高校

20’45” 田中 花歩

20’48”

東京・第一生命

30’39” 大石 港与

30’42”

愛知・トヨタ自動車

22’25” 守恒Ａ

22’29”

福岡・守恒中
26’19” 吉備Ａ
岡山・吉備中

26’20”

