
SB PB 資格記録

深川 男子 10000m 後藤田　健介 ゴトウダ　ケンスケ （ DeNA 東京 ） 28.36.66 28.36.66
深川 男子 10000m 北村　一摩 キタムラ　カズマ （ DeNA 東京 ） 28.58.81 28.58.81
深川 男子 10000m 木津　晶夫 キヅ　マサオ （ DeNA 東京 ） 29.19.14 29.05.53
深川 男子 5000m 髙橋　優太 タカハシ　ユウタ （ DeNA 東京 ） 13.44.69 13.31.37
深川 男子 5000m 永井　秀篤 ナガイ　ヒデノリ （ DeNA 東京 ） 14.01.47 14.01.47 28.44.27
深川 男子 5000m 髙木　登志夫 タカキ　トシオ （ DeNA 東京 ） 14.13.61 14.07.95 28.39.42
網走 男子 10000m 上野　裕一郎 ウエノ　ユウイチロウ （ DeNA 東京 ） 28.07.23 28.01.71
網走 男子 10000m 後藤田　健介 ゴトウダ　ケンスケ （ DeNA 東京 ） 28.36.66 28.36.66
網走 男子 10000m 髙木　登志夫 タカキ　トシオ （ DeNA 東京 ） 28.39.42 28.39.42
網走 男子 10000m 永井　秀篤 ナガイ　ヒデノリ （ DeNA 東京 ） 28.44.27 28.44.27
網走 男子 10000m 髙橋　優太 タカハシ　ユウタ （ DeNA 東京 ） 28.30.51 13.44.69
網走 男子 5000m 北村　一摩 キタムラ　カズマ （ DeNA 東京 ） 14.05.37 14.05.37
網走 男子 5000m 木津　晶夫 キヅ　マサオ （ DeNA 東京 ） 14.14.54 14.14.54
網走 女子 10000mW 淺田　千安芸 アサダ　チアキ （ DNP西日本 福岡 ） 45.26.88 44.49.84
北見 男子 5000m 一色　恭志 イッシキ　タダシ （ GMOアスリーツ 東京 ） 13.39.65 13.39.65
北見 男子 5000m 山岸　宏貴 ヤマギシ　ヒロキ （ GMOアスリーツ 東京 ） 13.58.18 13.56.97
北見 男子 5000m 倉田　翔平 クラタ　ショウヘイ （ GMOアスリーツ 東京 ） 13.59.45 13.58.00
北見 男子 5000m 三木　啓貴 ミキ　ヒロタカ （ GMOアスリーツ 東京 ） 14.02.63 14.02.63
網走 男子 10000m 一色　恭志 イッシキ　タダシ （ GMOアスリーツ 東京 ） 28.36.51 28.23.40
網走 男子 5000m 倉田　翔平 クラタ　ショウヘイ （ GMOアスリーツ 東京 ） 13.59.45 13.58.00
網走 男子 5000m 渡邉　利典 ワタナベ　トシノリ （ GMOアスリーツ 東京 ） 14.02.63 14.02.43
網走 男子 5000m 三木　啓貴 ミキ　ヒロタカ （ GMOアスリーツ 東京 ） 14.02.63 14.02.63
深川 男子 10000m 新庄　翔太 シンジョウ　ショウタ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 28.48.02 28.29.06
深川 男子 10000m 上野　渉 ウエノ　ワタル （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 29.10.64 28.38.33
深川 男子 10000m 足羽　純実 アシワ　アツミ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 29.15.15 29.06.66
深川 男子 1500m 田口　雅也 タグチ　マサヤ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 3.53.37 3.48.04
深川 男子 5000m 設楽　悠太 シタラ　ユウタ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.34.80 13.34.68
深川 男子 5000m 木村　慎 キムラ　シン （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.45.21 13.45.21
北見 男子 1500m 荒井　七海 アライ　ナナミ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 3.47.53 3.43.47
網走 男子 10000m 設楽　悠太 シタラ　ユウタ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 27.48.55 27.42.71
網走 男子 10000m 松村　優樹 マツムラ　ユウキ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 28.44.83 28.44.29
網走 男子 5000m 木村　慎 キムラ　シン （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.45.21 13.45.21
網走 男子 5000m Kositany　Elijah コシタニー　エリジャ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.50.73 13.50.73
網走 男子 5000m 上野　渉 ウエノ　ワタル （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.54.67 13.46.79
網走 男子 5000m 新庄　翔太 シンジョウ　ショウタ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.55.60 13.43.27
網走 男子 5000m 齋藤　勇人 サイトウ　ハヤト （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.57.48 13.41.80
網走 男子 5000m 荒井　七海 アライ　ナナミ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.59.24 13.50.52
網走 男子 5000m 足羽　純実 アシワ　アツミ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 14.01.90 14.01.85
網走 男子 5000m 田口　雅也 タグチ　マサヤ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 14.02.53 14.02.53
網走 男子 5000m 石川　末廣 イシカワ　スエヒロ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 14.04.94 13.42.64
網走 男子 5000m 山中　秀仁 ヤマナカ　ヒデト （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 14.07.37 13.46.19
深川 男子 10000m PATRICK KIMANI パトリック　キマニ （ ＪＦＥスチール 広島 ） 29.11.76 29.11.76
深川 男子 10000m 岡本　雄大 オカモト　ユウダイ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 29.31.42 28.24.35
深川 男子 10000m 大谷　健太 オオタニ　ケンタ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 29.33.67 29.00.31
網走 男子 5000m 岡本　雄大 オカモト　ユウダイ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 13.56.55 13.38.56
網走 男子 5000m PATRICK KIMANI パトリック　キマニ （ ＪＦＥスチール 広島 ） 14.01.97 14.01.97
網走 男子 5000m 大谷　健太 オオタニ　ケンタ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 14.06.18 13.57.92
網走 女子 3000m 澤口　真美絵 サワグチ　マミエ （ JP日本郵政G 東京 ） 9.30.93 9.30.93
網走 女子 5000m 寺内　希 テラウチ　ノゾミ （ JP日本郵政G 東京 ） 15.48.94 15.46.59
士別 男子 3000m 加藤　光 カトウ　ヒカル （ ＪＲ東日本 東京 ） 14.00.73
深川 男子 10000m 斉藤　翔太 サイトウ　ショウタ （ ＪＲ東日本 東京 ） 29.30.21 29.03.14
深川 男子 10000m 田村　英晃 タムラ　ヒデアキ （ ＪＲ東日本 東京 ） 29.39.33 28.45.24
深川 男子 5000m 髙谷　将弘 タカヤ　マサヒロ （ ＪＲ東日本 東京 ） 13.56.29 13.41.32
深川 男子 5000m 大隅　裕介 オオスミ　ユウスケ （ ＪＲ東日本 東京 ） 14.24.61 14.06.51 28.39.30
北見 男子 5000m 加藤　光 カトウ　ヒカル （ ＪＲ東日本 東京 ） 14.00.73 13.49.68
北見 男子 5000m 寺田　夏生 テラダ　ナツキ （ ＪＲ東日本 東京 ） 14.07.57 13.51.28
北見 男子 5000m 廣川　倖暉 ヒロカワ　コウキ （ ＪＲ東日本 東京 ） 14.46.10 14.12.56
網走 男子 10000m 大隅　裕介 オオスミ　ユウスケ （ ＪＲ東日本 東京 ） 28.39.30 28.39.03
網走 男子 5000m 髙谷　将弘 タカヤ　マサヒロ （ ＪＲ東日本 東京 ） 13.56.29 13.41.32
網走 男子 5000m 加藤　光 カトウ　ヒカル （ ＪＲ東日本 東京 ） 14.00.73 13.49.68
網走 男子 5000m 其田　健也 ソノタ　ケンヤ （ ＪＲ東日本 東京 ） 14.03.22 13.50.14
網走 男子 5000m 黒川　翔矢 クロカワ　ショウヤ （ ＪＲ東日本 東京 ） 14.18.65 14.04.79
網走 男子 5000m 有井　渉 アリイ　ワタル （ ＪＲ東日本 東京 ） 14.25.40 14.25.40
士別 女子 5000m KIM, DO YEON キム　ドヨン （ K-Water 韓国 ） 15.57.01 15.55.59
士別 女子 5000m JEONG, DA EUN ジョン　ダウン （ K-Water 韓国 ） 16.22.53 16.14.55
士別 女子 5000m SHIN, SA HUIN シン　サフィン （ K-Water 韓国 ） 16.55.86
深川 女子 10000m KIM, DO YEON キム　ドヨン （ K-Water 韓国 ） 33.31.02 32.57.26
深川 女子 10000m JEONG, DA EUN ジョン　ダウン （ K-Water 韓国 ） 33.43.02 33.43.02
北見 女子 5000m KIM, DO YEON キム　ドヨン （ K-Water 韓国 ） 15.54.59 15.54.59
北見 女子 5000m JEONG, DA EUN ジョン　ダウン （ K-Water 韓国 ） 16.03.35 16.03.35
北見 女子 5000m SHIN, SA HUIN シン　サフィン （ K-Water 韓国 ） 16.55.86
網走 女子 5000m KIM, DO YEON キム　ドヨン （ K-Water 韓国 ） 15.54.59 15.54.59
網走 女子 5000m JEONG, DA EUN ジョン　ダウン （ K-Water 韓国 ） 16.03.35 16.03.35
網走 女子 5000m SHIN, SA HUIN シン　サフィン （ K-Water 韓国 ） 16.55.86
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北見 男子 1500m 的野　遼大 マトノ　リョウタ （ MHPS 長崎 ） 3.46.65 3.45.82
北見 男子 5000m 定方　俊樹 サダカタ　トシキ （ MHPS 長崎 ） 13.56.25 13.56.25
北見 男子 5000m 目良　隼人 メラ　ハヤト （ MHPS 長崎 ） 13.57.02 13.57.02
網走 男子 10000m 木滑　良 キナメ　リョウ （ MHPS 長崎 ） 28.44.45 28.18.52
網走 男子 5000m 的野　遼大 マトノ　リョウタ （ MHPS 長崎 ） 13.55.19 13.55.19
網走 男子 5000m 定方　俊樹 サダカタ　トシキ （ MHPS 長崎 ） 13.56.25 13.56.25
網走 男子 5000m 目良　隼人 メラ　ハヤト （ MHPS 長崎 ） 13.57.02 13.57.02
網走 男子 1500m 遠藤　清也 エンドウ　セイヤ （ NDソフト 山形 ） 3.45.08 3.45.08
網走 男子 5000m 渡邉　清紘 ワタナベ　キヨヒロ （ NDソフト 山形 ） 14.11.96 14.11.96
網走 男子 5000m 工藤　隼人 クドウ　ハヤト （ NDソフト 山形 ） 14.14.41 14.14.41
網走 男子 5000m 小針　旭人 コバリ　アキヒト （ NDソフト 山形 ） 14.15.64 14.15.64
網走 男子 5000m 照井　明人 テルイ　アキト （ NDソフト 山形 ） 14.16.42 14.16.42
北見 男子 800m 井向　晋太郎 イムキ　シンタロウ （ NECﾈｯﾂｴｽｱｲ 埼玉 ） 1.54.07 1.54.07
網走 男子 10000m 大迫　傑 オオサコ　スグル （ Nike ORPJT ） 27.50.27 27.38.31
網走 女子 1500m 髙橋　ひな タカハシ　ヒナ （ NIKE TOKYO TC 兵庫 ） 4.15.82 4.15.82
網走 女子 800m 髙橋　ひな タカハシ　ヒナ （ NIKE TOKYO TC 兵庫 ） 2.10.00 2.07.19
深川 男子 10000m 吉村　光希 ヨシムラ　コウキ （ NTN 三重 ） 28.49.40 28.49.40
深川 男子 10000m 齋田　直輝 サイタ　ナオキ （ NTN 三重 ） 28.57.39 28.57.39
深川 男子 10000m 小山　陽平 コヤマ　ヨウヘイ （ NTN 三重 ） 28.58.43 28.58.43
深川 男子 10000m 小川　雄一朗 オガワ　ユウイチロウ （ NTN 三重 ） 29.03.11 28.42.79
深川 男子 10000m 長谷川　裕介 ハセガワ　ユウスケ （ NTN 三重 ） 27.50.64 14.02.39
網走 男子 10000m 櫻岡　駿 サクラオカ　シュン （ NTN 三重 ） 28.22.97 28.22.97
網走 男子 5000m 小川　雄一朗 オガワ　ユウイチロウ （ NTN 三重 ） 13.58.80 13.55.91
網走 男子 5000m 竹内　颯 タケウチ　ハヤテ （ NTN 三重 ） 14.02.32 14.02.32
網走 男子 5000m 梅枝　裕吉 ウメガエ　ヒロヨシ （ NTN 三重 ） 14.06.60 13.44.01
網走 男子 5000m 齋田　直輝 サイタ　ナオキ （ NTN 三重 ） 14.10.84 14.01.70
士別 男子 5000m 関戸　雅輝 セキド　マサキ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 13.52.77 13.47.45
士別 男子 5000m 竹ノ内　佳樹 タケノウチ　ヨシキ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.03.59 13.56.46
深川 男子 10000m 渡辺　力将 ワタナベ　リキノブ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.03.93 28.44.23
深川 男子 10000m 山村　隼 ヤマムラ　シュン （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.06.80 29.06.80
深川 男子 10000m 益田　賢太朗 マスダ　ケンタロウ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.13.53 28.57.15
深川 男子 10000m 森田　清貴 モリタ　キヨタカ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.37.93 29.37.93
深川 男子 5000m 小松　巧弥 コマツ　タクミ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 13.49.50 13.49.50
北見 男子 1500m 監物　稔浩 ケンモツ　トシヒロ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 3.45.27 3.42.69
北見 男子 5000m 益田　賢太朗 マスダ　ケンタロウ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.07.26 13.55.20
北見 男子 5000m 木村　勇貴 キムラ　ユウキ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.12.98 14.12.60
北見 男子 5000m 中西　健 ナカニシ　ケン （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.47.01 14.07.28
網走 男子 5000m 小松　巧弥 コマツ　タクミ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 13.49.50 13.49.50
網走 男子 5000m 監物　稔浩 ケンモツ　トシヒロ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 13.52.34 13.47.59
網走 男子 5000m 関戸　雅輝 セキド　マサキ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 13.52.77 13.47.45
網走 男子 5000m 竹ノ内　佳樹 タケノウチ　ヨシキ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.03.59 13.56.46
網走 男子 5000m 渡辺　力将 ワタナベ　リキノブ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.09.25 14.09.25
網走 男子 5000m 木村　勇貴 キムラ　ユウキ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.12.98 14.12.60
網走 男子 5000m 山村　隼 ヤマムラ　シュン （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.22.52 14.00.06
網走 男子 5000m 森田　清貴 モリタ　キヨタカ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.25.84 14.25.84
深川 男子 10000m サイラス　キンゴリ サイラス　キンゴリ （ SGHグループ 京都 ） 28.01.76 28.01.76
深川 男子 10000m 沖守　怜 オキモリ　サトシ （ SGHグループ 京都 ） 29.10.21 29.07.24
深川 男子 1500m 松田　佑太 マツダ　ユウタ （ SGHグループ 京都 ） 3.48.02 3.42.52
深川 男子 1500m 千葉　直輝 チバ　ナオキ （ SGHグループ 京都 ） 3.54.54 3.54.54
北見 男子 1500m 松田　佑太 マツダ　ユウタ （ SGHグループ 京都 ） 3.48.02 3.42.52
北見 男子 5000m サイラス　キンゴリ サイラス　キンゴリ （ SGHグループ 京都 ） 13.32.64 13.32.64
北見 男子 5000m 林　竜之介 ハヤシ　リュウノスケ （ SGHグループ 京都 ） 13.56.69 13.56.69
北見 男子 5000m 石橋　安孝 イシバシ　ヤスタカ （ SGHグループ 京都 ） 14.04.13 13.55.85
北見 男子 5000m 沖守　怜 オキモリ　サトシ （ SGHグループ 京都 ） 14.05.89 13.57.06
北見 男子 5000m 千葉　直輝 チバ　ナオキ （ SGHグループ 京都 ） 14.08.20 14.08.20
北見 男子 5000m 南雲　翔太 ナグモ　ショウタ （ SGHグループ 京都 ） 14.29.72 14.18.77
網走 男子 3000mSC 石橋　安孝 イシバシ　ヤスタカ （ SGHグループ 京都 ） 8.43.92 8.43.92
網走 男子 5000m 橋爪　孝安 ハシヅメ　タカヤス （ SGHグループ 京都 ） 13.56.46 13.56.46
網走 男子 5000m 林　竜之介 ハヤシ　リュウノスケ （ SGHグループ 京都 ） 13.56.69 13.56.69
網走 男子 5000m 松田　佑太 マツダ　ユウタ （ SGHグループ 京都 ） 14.04.47 13.40.68
網走 男子 5000m 沖守　怜 オキモリ　サトシ （ SGHグループ 京都 ） 14.05.89 13.57.06
網走 男子 5000m 千葉　直輝 チバ　ナオキ （ SGHグループ 京都 ） 14.08.20 14.08.20
網走 男子 5000m 南雲　翔太 ナグモ　ショウタ （ SGHグループ 京都 ） 14.29.72 14.18.77
北見 女子 10000m AN, SEUL KI アン　スルギ （ SH公社 韓国 ） 33.23.58
網走 女子 5000m AN, SEUL KI アン　スルギ （ SH公社 韓国 ） 16.32.25
深川 男子 10000m 山﨑　敦史 ヤマザキ　アツシ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 28.46.77 28.25.07
北見 男子 1500m 上村　純也 ウエムラ　ジュンヤ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 3.49.97 3.49.97
北見 男子 1500m 廣田　雄希 ヒロタ　ユウキ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 3.53.16 3.53.16
北見 男子 5000m 小林　光二 コバヤシ　コウジ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 14.20.16 14.04.56
北見 男子 5000m 塩谷　桂大 シオヤ　ケイタ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 14.31.98 14.00.21
網走 男子 5000m 廣田　雄希 ヒロタ　ユウキ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 14.03.89 14.03.89
網走 男子 5000m 上村　純也 ウエムラ　ジュンヤ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 14.19.18 13.58.74
網走 男子 5000m 小林　光二 コバヤシ　コウジ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 14.20.16 14.04.56
網走 男子 5000m 塩谷　桂大 シオヤ　ケイタ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 14.31.98 14.00.21
北見 女子 5000m 永尾　薫 ナガオ　カオル （ Team AOYAMA 東京 ） 16.51.32 15.34.74
網走 女子 5000m 永尾　薫 ナガオ　カオル （ Team AOYAMA 東京 ） 16.51.32 15.35.74
北見 女子 10000m 川上　わかば カワカミ　ワカバ （ TOTO 福岡 ） 32.28.78 32.28.78
北見 女子 10000m 川上　さくら カワカミ　サクラ （ TOTO 福岡 ） 33.00.27 33.00.27
北見 女子 10000m 一　紋野女 カズ　アヤメ （ TOTO 福岡 ） 33.51.18 33.51.18
北見 女子 10000m 黒田　純菜 クロダ　スミナ （ TOTO 福岡 ） 16.12.27
北見 女子 1500m Shuru Bulo シュル　ブロ （ TOTO 福岡 ） 4.11.67 4.11.67
北見 女子 1500m 谷口　愛 タニグチ　マナミ （ TOTO 福岡 ） 4.23.73 4.23.73
北見 女子 1500m 大森　巴菜 オオモリ　ハナ （ TOTO 福岡 ） 4.26.80 4.26.80
網走 女子 3000m 谷口　愛 タニグチ　マナミ （ TOTO 福岡 ） 9.27.51 9.17.82
網走 女子 5000m Shuru Bulo シュル　ブロ （ TOTO 福岡 ） 15.12.13 15.12.13
網走 女子 5000m 大森　巴菜 オオモリ　ハナ （ TOTO 福岡 ） 15.55.80 15.44.05



網走 女子 5000m 川上　わかば カワカミ　ワカバ （ TOTO 福岡 ） 16.04.99 15.59.40
網走 女子 5000m 黒田　純菜 クロダ　スミナ （ TOTO 福岡 ） 16.12.27 15.50.21
網走 女子 5000m 一　紋野女 カズ　アヤメ （ TOTO 福岡 ） 16.17.82 16.17.82
網走 女子 5000m 川上　さくら カワカミ　サクラ （ TOTO 福岡 ） 16.21.60 16.21.60
北見 男子 800m 三武　潤 ミタケ　ジュン （ ＴＳＰ太陽 東京 ） 1.48.99 1.48.56 韓日・日本
網走 男子 800m 三武　潤 ミタケ　ジュン （ ＴＳＰ太陽 東京 ） 1.48.99 1.48.56 韓日・日本
北見 男子 5000mW 尾上　雄基 オノウエ　ユウキ （ WalkingTeam IRE 北海道 ） 21.28.26 21.28.26
士別 男子 5000m アレックス　ムワンギ アレックス　ムワンギ （ ＹＫＫ 富山 ） 13.56.04 13.31.12
士別 男子 5000m 海老澤　剛 エビサワ　ツヨシ （ ＹＫＫ 富山 ） 14.34.36 14.07.23
深川 男子 10000m アレックス　ムワンギ アレックス　ムワンギ （ ＹＫＫ 富山 ） 28.26.11 27.42.20
深川 男子 10000m 細森　大輔 ホソモリ　ダイスケ （ ＹＫＫ 富山 ） 29.07.20 29.07.20
深川 男子 10000m 鈴木　大貴 スズキ　ヒロキ （ ＹＫＫ 富山 ） 29.12.35 29.12.35
深川 男子 10000m 及川　佑太 オイカワ　ユウタ （ ＹＫＫ 富山 ） 29.24.01 28.54.02
深川 男子 10000m 末上　哲平 スエガミ　テッペイ （ ＹＫＫ 富山 ） 29.27.02 29.16.00
深川 男子 10000m 海老澤　剛 エビサワ　ツヨシ （ ＹＫＫ 富山 ） 29.57.31 29.06.95
北見 男子 5000m 及川　佑太 オイカワ　ユウタ （ ＹＫＫ 富山 ） 13.57.58 13.50.22
北見 男子 5000m 鈴木　大貴 スズキ　ヒロキ （ ＹＫＫ 富山 ） 14.07.29 14.07.29
北見 男子 5000m 末上　哲平 スエガミ　テッペイ （ ＹＫＫ 富山 ） 14.11.12 14.11.12
北見 男子 5000m 細森　大輔 ホソモリ　ダイスケ （ ＹＫＫ 富山 ） 14.14.57 14.14.57
士別 男子 5000m 松村　和樹 マツムラ　カズキ （ 愛知製鋼 愛知 ） 14.04.66 14.04.66
士別 男子 5000m 吉村　直人 ヨシムラ　ナオト （ 愛知製鋼 愛知 ） 14.06.45 13.54.87
士別 男子 5000m 中村　悠二 ナカムラ　ユウジ （ 愛知製鋼 愛知 ） 14.16.37 13.56.14
士別 男子 5000m 秋山　清仁 アキヤマ　キヨヒト （ 愛知製鋼 愛知 ） 14.17.73 14.17.73
士別 男子 5000m 高橋　流星 タカハシ　リュウセイ （ 愛知製鋼 愛知 ） 14.22.04 14.22.04
深川 男子 10000m 吉村　直人 ヨシムラ　ナオト （ 愛知製鋼 愛知 ） 28.51.04 28.51.04
深川 男子 10000m 松村　和樹 マツムラ　カズキ （ 愛知製鋼 愛知 ） 28.51.22 28.51.22
深川 男子 10000m 秋山　清仁 アキヤマ　キヨヒト （ 愛知製鋼 愛知 ） 28.55.61 28.55.61
深川 男子 10000m 中村　悠二 ナカムラ　ユウジ （ 愛知製鋼 愛知 ） 29.21.60 28.40.50
深川 男子 10000m 高橋　流星 タカハシ　リュウセイ （ 愛知製鋼 愛知 ） 29.49.43 29.14.36 14.15.70
深川 男子 5000m 寺内　將人 テラウチ　マサト （ 愛知製鋼 愛知 ） 13.52.16 13.52.16
網走 男子 10000m 寺内　將人 テラウチ　マサト （ 愛知製鋼 愛知 ） 28.15.56 28.15.56
網走 男子 5000m 松宮　隆行 マツミヤ　タカユキ （ 愛知製鋼 愛知 ） 14.01.64 13.13.20
北見 男子 800m Leonel Manzano レオネル・マンザーノ （ アメリカ USA ） 1.47.27 1.44.56 実業団連合
網走 男子 1500m Leonel Manzano レオネル・マンザーノ （ アメリカ USA ） 3.36.62 3.30.98 実業団連合
士別 女子 1500m 小池　彩加 コイケ　アヤカ （ エディオン 広島 ） 4.32.62 4.32.62
士別 女子 3000m 若林　由佳 ワカバヤシ　ユカ （ エディオン 広島 ） 9.46.65 9.21.19
士別 女子 3000m 西田　美咲 ニシダ　ミサキ （ エディオン 広島 ） 9.25.50 16.37.62
深川 女子 1500m 小池　彩加 コイケ　アヤカ （ エディオン 広島 ） 4.32.62 4.32.62
深川 女子 3000m 石澤　ゆかり イシザワ　ユカリ （ エディオン 広島 ） 9.21.04 9.12.79
深川 女子 3000m 淺田　美菜 アサダ　ミナ （ エディオン 広島 ） 9.32.35 9.32.35
深川 女子 3000m 菅野　杏華 スガノ　キョウカ （ エディオン 広島 ） 9.34.33 9.31.27
深川 女子 3000m 渡邊　裕子 ワタナベ　ユウコ （ エディオン 広島 ） 9.33.03 16.58.12
北見 女子 5000m 石澤　ゆかり イシザワ　ユカリ （ エディオン 広島 ） 15.47.03 15.47.03
北見 女子 5000m 安井　絵理奈 ヤスイ　エリナ （ エディオン 広島 ） 16.06.06 15.50.86
北見 女子 5000m 若林　由佳 ワカバヤシ　ユカ （ エディオン 広島 ） 16.22.84 16.22.84
北見 女子 5000m 西田　美咲 ニシダ　ミサキ （ エディオン 広島 ） 16.31.09 16.20.47
網走 女子 3000m 石澤　ゆかり イシザワ　ユカリ （ エディオン 広島 ） 9.21.04 9.12,79
網走 女子 3000m 淺田　美菜 アサダ　ミナ （ エディオン 広島 ） 9.32.35 9.32.35
網走 女子 3000m 菅野　杏華 スガノ　キョウカ （ エディオン 広島 ） 9.34.33 9.31.27
網走 女子 3000m 江口　美咲 エグチ　ミサキ （ エディオン 広島 ） 9.36.84 9.30.88
網走 女子 3000m 西　捺帆 ニシ　ナツホ （ エディオン 広島 ） 9.46.26 9.42.47
網走 女子 3000mSC 小池　彩加 コイケ　アヤカ （ エディオン 広島 ） 10.04.73 10.04.73
網走 女子 5000m 安井　絵理奈 ヤスイ　エリナ （ エディオン 広島 ） 16.06.06 15.50.86
網走 女子 5000m 若林　由佳 ワカバヤシ　ユカ （ エディオン 広島 ） 16.22.84 16.22.84
網走 女子 5000m 西田　美咲 ニシダ　ミサキ （ エディオン 広島 ） 16.31.09 16.20.47
網走 女子 5000m 渡邊　裕子 ワタナベ　ユウコ （ エディオン 広島 ） 16.58.12 16.07.12
北見 女子 10000m DELANEY Bridey デレイニー　ブライディ （ オーストラリア AUS ） 33.04.72 33.04.72
士別 女子 3000m 重山　七海 シゲヤマ　ナナミ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 9.29.68 9.29.68
士別 女子 3000m 石井　里佳 イシイ　リカ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 9.38.37 9.38.37
士別 女子 3000m 小原　諒子 オバラ　リョウコ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 9.46.34 9.26.43
深川 女子 1500m 重山　七海 シゲヤマ　ナナミ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 4.26.05 4.26.05
深川 女子 1500m 小原　諒子 オバラ　リョウコ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 4.30.93 4.26.38
深川 女子 1500m 石井　里佳 イシイ　リカ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 4.33.00 4.33.00
北見 女子 5000m 石井　里佳 イシイ　リカ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 9.38.37 9.38.37
北見 女子 5000m 重山　七海 シゲヤマ　ナナミ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 16.28.65 9.29.68
北見 女子 5000m 小原　諒子 オバラ　リョウコ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 9.42.92
深川 男子 10000m 大西　一輝 オオニシ　カズキ （ カネボウ 東京 ） 28.47.59 28.43.69
深川 男子 10000m 棟方　雄己 ムナカタ　ユウキ （ カネボウ 東京 ） 29.09.55 28.46.78
深川 男子 10000m 代田　修平 シロタ　シュウヘイ （ カネボウ 東京 ） 29.10.77 29.10.77
深川 男子 10000m 田中　孝貴 タナカ　コウキ （ カネボウ 東京 ） 29.20.60 29.06.64
深川 男子 10000m 門田　浩樹 カドタ　ヒロキ （ カネボウ 東京 ） 29.33.16 28.34.94
深川 男子 1500m Ｍｕｔａｉ　Ｖｉｃｔｏｒ ムタイ　ビクター （ カネボウ 東京 ） 3.52.66 3.52.66
深川 男子 1500m 川上　遼平 カワカミ　リョウヘイ （ カネボウ 東京 ） 3.59.84 3.50.78
深川 男子 5000m 青木　優 アオキ　マサル （ カネボウ 東京 ） 13.46.15 28.44.95
深川 男子 5000m 石川　颯真 イシカワ　ソウマ （ カネボウ 東京 ） 13.53.86 28.43.11
北見 男子 1500m 代田　修平 シロタ　シュウヘイ （ カネボウ 東京 ） 3.56.83 3.51.75 13.53.78
北見 男子 3000m 石川　颯真 イシカワ　ソウマ （ カネボウ 東京 ） 3.48.10 8.09.45
北見 男子 5000m Ｍｕｔａｉ　Ｖｉｃｔｏｒ ムタイ　ビクター （ カネボウ 東京 ） 14.02.71 14.02.71
北見 男子 5000m 川上　遼平 カワカミ　リョウヘイ （ カネボウ 東京 ） 14.23.84 13.46.55
網走 男子 10000m 青木　優 アオキ　マサル （ カネボウ 東京 ） 28.44.95 28.26.27
網走 男子 5000m 代田　修平 シロタ　シュウヘイ （ カネボウ 東京 ） 13.53.78 13.53.78
網走 男子 5000m 石川　颯真 イシカワ　ソウマ （ カネボウ 東京 ） 13.53.86 13.53.86
網走 男子 5000m 棟方　雄己 ムナカタ　ユウキ （ カネボウ 東京 ） 13.54.27 13.46.32
網走 男子 5000m 大西　一輝 オオニシ　カズキ （ カネボウ 東京 ） 13.56.25 13.48.82
網走 男子 5000m 松藤　大輔 マツフジ　ダイスケ （ カネボウ 東京 ） 13.57.44 13.46.14
網走 男子 5000m Ｍｕｔａｉ　Ｖｉｃｔｏｒ ムタイ　ビクター （ カネボウ 東京 ） 14.02.71 14.02.71



網走 男子 5000m 門田　浩樹 カドタ　ヒロキ （ カネボウ 東京 ） 14.13.34 13.52.68
網走 男子 5000m 田中　孝貴 タナカ　コウキ （ カネボウ 東京 ） 14.14.87 14.14.87
網走 男子 5000m 川上　遼平 カワカミ　リョウヘイ （ カネボウ 東京 ） 14.23.84 13.46.55
北見 男子 1500m KIM, YONG SOO キム　ヨンス （ 韓国体育大 韓国 ） 3.51.57 3.51.57 韓日・韓国
北見 男子 5000m LEE, KYU SEONG イ　ギュソン （ 韓国体育大 韓国 ） 14.37.03 14.37.03 韓日・韓国
北見 男子 5000m JUNG, UI JIN ジョン　イジン （ 韓国体育大 韓国 ） 14.37.52 14.37.52 韓日・韓国
北見 男子 5000m CHOI, JAE GYEONG チェ　ジェギョン （ 韓国体育大 韓国 ） 14.59.28 14.59.28 韓日・韓国
北見 男子 5000m YANG, SEUNG WON ヤン　スンウォン （ 韓国体育大 韓国 ） 15.11.58 15.11.58 韓日・韓国
北見 男子 5000m KIM, TAE WAN キム　テワン （ 韓国体育大 韓国 ） 15.10.13 韓日・韓国
北見 男子 5000m JUNG, YOUNG MIN ジョン　ヨンミン （ 韓国体育大 韓国 ） 15.25.50
北見 男子 800m OH, JAE WON オ　ジェウォン （ 韓国体育大 韓国 ） 1.53.25 1.53.25 韓日・韓国
北見 男子 800m PARK, JIN WOO パク　ジンウ （ 韓国体育大 韓国 ） 1.54.36 韓日・韓国
網走 男子 1500m LEE, KYU SEONG イ　ギュソン （ 韓国体育大 韓国 ） 3.52.91 3.52.91 韓日・韓国
網走 男子 1500m OH, JAE WON オ　ジェウォン （ 韓国体育大 韓国 ） 3.56.26 3.56.26 韓日・韓国
網走 男子 1500m YANG, SEUNG WON ヤン　スンウォン （ 韓国体育大 韓国 ） 4.04.54 韓日・韓国
網走 男子 1500m KIM, TAE WAN キム　テワン （ 韓国体育大 韓国 ） 韓日・韓国
網走 男子 5000m JUNG, UI JIN ジョン　イジン （ 韓国体育大 韓国 ） 14.37.52 14.37.52 韓日・韓国
網走 男子 5000m CHOI, JAE GYEONG チェ　ジェギョン （ 韓国体育大 韓国 ） 14.59.28 14.59.28 韓日・韓国
網走 男子 5000m JUNG, YOUNG MIN ジョン　ヨンミン （ 韓国体育大 韓国 ） 15.25.50
網走 男子 5000m KIM, YONG SOO キム　ヨンス （ 韓国体育大 韓国 ） 韓日・韓国
網走 男子 800m PARK, JIN WOO パク　ジンウ （ 韓国体育大 韓国 ） 1.54.36 韓日・韓国
士別 女子 3000m 平井　恵 ヒライ　メグミ （ キヤノンAC九州 大分 ） 9.31.36 9.12.68
士別 女子 3000m 下藤　ひとみ シモフジ　ヒトミ （ キヤノンAC九州 大分 ） 9.41.22 9.19.14
士別 女子 3000m 古川　夏海 フルカワ　ナツミ （ キヤノンAC九州 大分 ） 9.47.77 9.38.14
士別 女子 5000m 後藤　みのり ゴトウ　ミノリ （ キヤノンAC九州 大分 ） 16.23.72 15.57.72
深川 女子 10000m 平井　恵 ヒライ　メグミ （ キヤノンAC九州 大分 ） 34.07.77 32.38.59 16.18.59
深川 女子 10000m 宇都宮　亜未 ウツノミヤ　アミ （ キヤノンAC九州 大分 ） 35.02.34 35.02.34 16.18.59
深川 女子 1500m 高橋　彩良 タカハシ　サラ （ キヤノンAC九州 大分 ） 4.25.14 4.21.24
深川 女子 1500m 矢野　栞理 ヤノ　シオリ （ キヤノンAC九州 大分 ） 4.21.29 強化推薦
網走 女子 1500m 陣内　 綾子 ジンノウチ　アヤコ （ 九電工 福岡 ） 4.12.49 4.10.08 実業団連合
北見 女子 800m 塩見　綾乃 シオミ　アヤノ （ 京都文教高 京都 ） 2.05.36 2.05.36
北見 男子 1500m 大西　毅彦 オオニシ　タカヒコ （ 京都陸協 京都 ） 3.47.55 3.43.67
北見 男子 5000m CHOI, YONG UK チェ　ヨンウク （ 啓明大 韓国 ） 15.03.12 15.03.12 韓日・韓国
網走 男子 5000m CHOI, YONG UK チェ　ヨンウク （ 啓明大 韓国 ） 15.03.12 15.03.12 韓日・韓国
深川 男子 10000m 蜂須賀　源 ハチスカ　ゲン （ コニカミノルタ 東京 ） 28.54.53 28.54.53
網走 男子 10000m 山本　浩之 ヤマモト　ヒロユキ （ コニカミノルタ 東京 ） 28.07.53 27.55.40
網走 男子 10000m 神野　大地 カミノ　ダイチ （ コニカミノルタ 東京 ） 28.17.54 28.17.54
網走 男子 10000m 菊地　賢人 キクチ　マサト （ コニカミノルタ 東京 ） 28.34.58 28.04.25
網走 男子 5000m 西池　和人 ニシイケ　カズト （ コニカミノルタ 東京 ） 13.54.08 13.37.93
網走 男子 5000m 長谷川　令 ハセガワ　レイ （ コニカミノルタ 東京 ） 14.15.78 13.59.03
士別 男子 5000m ワタク　タイタス　ワロル タイタス　ワロル （ コモディイイダ 東京 ） 13.46.20 13.34.70
士別 男子 5000m 木田　貴大 キダ　タカヒロ （ コモディイイダ 東京 ） 14.12.26 14.12.26
士別 男子 5000m 宮本　甲斐 ミヤモト　カイ （ コモディイイダ 東京 ） 14.16.94 14.16.94
士別 男子 5000m 児玉　雄介 コダマ　ユウスケ （ コモディイイダ 東京 ） 14.19.46 14.19.46
士別 男子 5000m 五郎谷　俊 ゴロウタニ　シュン （ コモディイイダ 東京 ） 14.27.84 14.18.91
深川 女子 10000m 下村　紫織 シモムラ　シオリ （ コモディイイダ 東京 ） 34.55.83 9.39.71
深川 男子 10000m ワタク　タイタス　ワロル タイタス　ワロル （ コモディイイダ 東京 ） 28.43.50 28.37.15
深川 男子 10000m 宮本　甲斐 ミヤモト　カイ （ コモディイイダ 東京 ） 29.15.50 29.15.50
深川 男子 10000m 児玉　雄介 コダマ　ユウスケ （ コモディイイダ 東京 ） 29.48.50 29.32.19
深川 男子 10000m 木田　貴大 キダ　タカヒロ （ コモディイイダ 東京 ） 29.52.21 29.18.95
深川 男子 10000m 五郎谷　俊 ゴロウタニ　シュン （ コモディイイダ 東京 ） 29.57.49 29.57.49
深川 男子 10000m 金子　晃裕 カネコ　アキヒロ （ コモディイイダ 東京 ） 29.59.98 29.59.98
深川 男子 10000m 渡邊　晋史 ワタナベ　シンジ （ コモディイイダ 東京 ） 29.36.99 14.26.46
深川 男子 10000m 松枝　啓太 マツエダ　ケイタ （ コモディイイダ 東京 ） 29.37.40 14.23.30
深川 男子 10000m 橋本　隆光 ハシモト　タカミツ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 29.27.51 28.33.21
深川 男子 10000m 阿部　竜巳 アベ　タツミ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 29.59.22 28.54.94
深川 男子 10000m 的場　亮太 マトバ　リョウタ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 28.34.45 14.28.51
深川 男子 1500m 西澤　佳洋 ニシザワ　ヨシヒロ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 3.48.93 3.46.66
北見 男子 1500m 楠　  康成 クス　ヤスナリ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 3.41.35 3.41.35 実業団連合
北見 男子 3000m 西澤　佳洋 ニシザワ　ヨシヒロ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 13.41.29 13.41.29
網走 男子 1500m 楠　   康成 クス　ヤスナリ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 3.41.35 3.41.35 実業団連合
網走 男子 5000m チャールズ　ドゥング チャールズ　ドゥング （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 13.25.32 13.25.32
網走 男子 5000m 西澤　佳洋 ニシザワ　ヨシヒロ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 13.41.29 13.41.29
網走 男子 5000m 阿部　竜巳 アベ　タツミ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 14.16.42 14.09.18
網走 男子 5000m 金森　寛人 カナモリ　ヒロト （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 14.21.83 14.01.29
網走 男子 5000m 的場　亮太 マトバ　リョウタ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 14.28.51 13.47.07
網走 男子 5000m 橋本　隆光 ハシモト　タカミツ （ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城 ） 13.55.25 29.27.51
北見 男子 5000m 山口　弘晃 ヤマグチ　ヒロアキ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 14.08.30 14.08.30
北見 男子 5000m 鴇澤　駿介 トキザワ　シュンスケ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 14.17.42 14.17.42
網走 男子 10000m ｲｴｺﾞ　ｴﾊﾞﾝｽ ｲｴｺﾞ　ｴﾊﾞﾝｽ （ サンベルクス 東京 ） 13.39.82
網走 男子 10000m ﾁｪﾎﾞﾃｨﾋﾞﾝ　ｴｾﾞｷｴﾙ ﾁｪﾎﾞﾃｨﾋﾞﾝ　ｴｾﾞｷｴﾙ （ サンベルクス 東京 ） 13.43.45
網走 男子 5000m 折居　卓哉 オリイ　タクヤ （ サンベルクス 東京 ） 13.56.58 13.56.58
網走 男子 5000m 須河　宏紀 スガワ　ヒロキ （ サンベルクス 東京 ） 14.12.14 14.04.89
網走 男子 5000m 金尾　圭祐 カナオ　ケイスケ （ サンベルクス 東京 ） 14.12.57 14.10.09
網走 男子 5000m 大西　淳貴 オオニシ　ジュンキ （ サンベルクス 東京 ） 14.15.54 14.15.54
網走 男子 5000m 山下　侑哉 ヤマシタ　ユウヤ （ サンベルクス 東京 ） 14.26.00 14.24.38
網走 男子 5000m 上條　記男 カミジョウ　ノリオ （ サンベルクス 東京 ） 28.49.62
深川 女子 3000m 坂本　茉矢 サカモト　マアヤ （ シスメックス 兵庫 ） 9.33.27 9.33.27
深川 女子 3000m 金平　裕希 カネヒラ　ユキ （ シスメックス 兵庫 ） 9.34.36 9.28.43
深川 女子 3000m 田邊　摩希子 タナベ　マキコ （ シスメックス 兵庫 ） 9.36.35 9.26.95
深川 女子 3000m 大貫　真実 オオヌキ　マミ （ シスメックス 兵庫 ） 9.37.06 9.37.06
深川 女子 3000m 高山　琴海 タカヤマ　コトミ （ シスメックス 兵庫 ） 9.40.50 9.11.66
深川 女子 3000m 宗廣　閑那 ムネヒロ　カンナ （ シスメックス 兵庫 ） 9.43.20 9.21.86
深川 女子 3000m 西田　留衣 ニシダ　ルイ （ シスメックス 兵庫 ） 9.44.67 9.30.19
深川 女子 3000m 瀬川　帆夏 セガワ　ソヨカ （ シスメックス 兵庫 ） 16.46.28
北見 女子 10000m 大貫　真実 オオヌキ　マミ （ シスメックス 兵庫 ） 33.04.27 32.57.82



北見 女子 10000m 永岡　真衣 ナガオカ　マイ （ シスメックス 兵庫 ） 33.24.33 32.57.15
北見 女子 10000m 金平　裕希 カネヒラ　ユキ （ シスメックス 兵庫 ） 16.01.45
北見 女子 10000m 宗廣　閑那 ムネヒロ　カンナ （ シスメックス 兵庫 ） 16.10.55
北見 女子 10000m 西田　留衣 ニシダ　ルイ （ シスメックス 兵庫 ） 16.20.94
北見 女子 5000m 高山　琴海 タカヤマ　コトミ （ シスメックス 兵庫 ） 15.57.95 15.41.21
北見 女子 5000m 田邊　摩希子 タナベ　マキコ （ シスメックス 兵庫 ） 16.18.64 15.56.06
北見 女子 5000m 瀬川　帆夏 セガワ　ソヨカ （ シスメックス 兵庫 ） 16.46.28 16.46.28
北見 女子 5000m 坂本　茉矢 サカモト　マアヤ （ シスメックス 兵庫 ） 9.33.27 16.46.41 9.33.27
網走 女子 3000mSC 瀬川　帆夏 セガワ　ソヨカ （ シスメックス 兵庫 ） 9.58.81 9.58.81
網走 女子 5000m 金平　裕希 カネヒラ　ユキ （ シスメックス 兵庫 ） 16.01.45 16.01.45
網走 女子 5000m 宗廣　閑那 ムネヒロ　カンナ （ シスメックス 兵庫 ） 16.10.55 15.57.06
網走 女子 5000m 田邊　摩希子 タナベ　マキコ （ シスメックス 兵庫 ） 16.18.64 15.56.06
網走 女子 5000m 西田　留衣 ニシダ　ルイ （ シスメックス 兵庫 ） 16.20.94 16.20.94
網走 女子 5000m 坂本　茉矢 サカモト　マアヤ （ シスメックス 兵庫 ） 16.46.41 9.33.27
深川 女子 3000m 三浦　奈々 ミウラ　ナナ （ しまむら 埼玉 ） 16,09,20 16.09.20
北見 女子 10000m 三浦　奈々 ミウラ　ナナ （ しまむら 埼玉 ） 16,09,20 16.09.20
北見 女子 1500m 横山　友里乃 ヨコヤマ　ユリノ （ しまむら 埼玉 ） 4.28.78 4.23.46
北見 女子 1500m 折笠　有彩 オリカサ　アリサ （ しまむら 埼玉 ） 4.29.53 4.29.53
北見 女子 5000m 豊川　真里奈 トヨカワ　マリナ （ しまむら 埼玉 ） 15.52.87 15.52.87
北見 女子 5000m 藤石　佳奈子 フジイシ　カナコ （ しまむら 埼玉 ） 16.09.30 15,58,15
網走 女子 3000m 横山　友里乃 ヨコヤマ　ユリノ （ しまむら 埼玉 ） 9.30.96 9.21.12
網走 女子 3000m 折笠　有彩 オリカサ　アリサ （ しまむら 埼玉 ） 9.41,88 9.40.05
網走 女子 3000m 豊川　真里奈 トヨカワ　マリナ （ しまむら 埼玉 ） 15.52.87 15.52.87
網走 女子 3000m 藤石　佳奈子 フジイシ　カナコ （ しまむら 埼玉 ） 15.58.15 16.09.30
網走 女子 5000m 阿部　有香里 アベ　ユカリ （ しまむら 埼玉 ） 15.22.29 15.22.29
網走 女子 5000m 三浦　奈々 ミウラ　ナナ （ しまむら 埼玉 ） 16,09,20 16,09,20
網走 男子 5000m 熊倉　優介 クマクラ　ユウスケ （ 上武大 新潟 ） 14.09.81 14.09.81
網走 男子 5000m 岡山　翼 オカヤマ　ツバサ （ 上武大 茨城 ） 14.14.05 14.24.93
網走 男子 5000m 坂本　佳太 サカモト　ケイタ （ 上武大 佐賀 ） 14.14.96 14.13.78
網走 男子 5000m 太田黒　卓 オオタグロ　スグル （ 上武大 熊本 ） 14.16.28 14.16.28
深川 男子 10000m 伊藤　太賀 イトウ　タイガ （ スズキ浜松AC 静岡 ） 29.05.23 29.05.23
網走 女子 3000mSC 三郷　実沙希 サンゴウ　ミサキ （ スズキ浜松AC 静岡 ） 9.50.72 9.49.85
網走 女子 5000m 渡邉　喜恵 ワタナベ　キエ （ スズキ浜松AC 静岡 ） 15.58.53 15.58.53
網走 男子 5000m 横山　諒 ヨコヤマ　リョウ （ スズキ浜松AC 静岡 ） 14.03.56 13.55.23
網走 男子 5000m 山田　学 ヤマダ　マナブ （ スズキ浜松AC 静岡 ） 14.07.87 14.03.68
士別 女子 1500m グレース　ブティエ　キマンズィ グレース　ブティエ　キマンズィ （ スターツ 千葉 ） 4.20.04 15.16.44
士別 女子 3000m 上杉　真穂 ウエスギ　マオ （ スターツ 千葉 ） 9.28.00 9.28.00
士別 女子 3000m 西野　まほ ニシノ　マホ （ スターツ 千葉 ） 9.41.40 9.35.82
深川 女子 10000m グレース　ブティエ　キマンズィ グレース　ブティエ　キマンズィ （ スターツ 千葉 ） 32.31.03 31.57.35
深川 女子 10000m 上杉　真穂 ウエスギ　マオ （ スターツ 千葉 ） 36.06.99 36.06.99 16.27.78
深川 女子 1500m 西野　まほ ニシノ　マホ （ スターツ 千葉 ） 4.30.62 4.28.82
北見 女子 5000m 西野　まほ ニシノ　マホ （ スターツ 千葉 ） 16.27.27 16.27.27
網走 女子 5000m Grace Mbuthye Kimanzi グレース　ブティエ　キマンズィ （ スターツ 千葉 ） 15.16.44 15.16.44
網走 女子 5000m 西野　まほ ニシノ　マホ （ スターツ 千葉 ） 16.27.27 16.27.27
網走 女子 5000m 上杉　真穂 ウエスギ　マオ （ スターツ 千葉 ） 16.27.78 16.27.78
網走 女子 5000m 西海　花 ニシウミ　ハナ （ スターツ 千葉 ） 17.00.56 9.43.62
士別 女子 5000m 田中　幸 タナカ　サチ （ スポーツ山形２１ 山形 ） 16.46.63
深川 女子 3000m 田中　幸 タナカ　サチ （ スポーツ山形２１ 山形 ） 9.35.39 16.46.63
北見 女子 5000m 田中　幸 タナカ　サチ （ スポーツ山形２１ 山形 ） 16.46.63
網走 女子 5000m 田中　幸 タナカ　サチ （ スポーツ山形２１ 山形 ） 16.46.63
北見 男子 3000m 遠藤　日向 エンドウ　ヒュウガ （ 住友電工 兵庫 ） 7.59.18 7.59.18
北見 男子 3000m 高田　康暉 タカダ　コウキ （ 住友電工 兵庫 ） 8.15.01 8.15.01
網走 男子 1500m 高田　康暉 タカダ　コウキ （ 住友電工 兵庫 ） 3.44.68 3.44.68
網走 男子 5000m 遠藤　日向 エンドウ　ヒュウガ （ 住友電工 兵庫 ） 13.48.13 13.48.13
網走 男子 5000m 木村　哲也 キムラ　テツヤ （ 住友電工 兵庫 ） 14.11.54 14.03.22
網走 男子 5000m 平賀　翔太 ヒラガ　ショウタ （ 住友電工 兵庫 ） 14.15.59 13.45.83
網走 男子 5000m ジョン　カリウキ ジョン カリウキ （ セキノ興産 新潟 ） 13.32.16 13.32.16
網走 男子 5000m 小林　巧 コバヤシ　タクミ （ セキノ興産 新潟 ） 13.58.79 13.58.79
網走 男子 5000m 長谷川　直輝 ハセガワ　ナオキ （ セキノ興産 新潟 ） 14.08.89 14.08.89
網走 男子 5000m 小野木　俊 オノキ　シュン （ セキノ興産 新潟 ） 14.11.88 14.11.88
士別 男子 5000m 斉藤　秀斗 サイトウ　ヒデト （ 空知陸協 北海道 ） 14.49.77 14.27.66
北見 男子 5000m 斉藤　秀斗 サイトウ　ヒデト （ 空知陸協 北海道 ） 14.49.77 14.27.66
網走 女子 5000m 元廣　由美 モトヒロ　ユミ （ 大東文化大 東京 ） 16.19.76 16.19.76
網走 女子 5000m 松川　涼子 マツカワ　リョウコ （ 大東文化大 埼玉 ） 16.37.92 15.54.16
網走 女子 5000m 林　望乃佳 ハヤシ　ノノカ （ 中京学院大 岐阜 ） 16.51.06 16.50.19
北見 女子 10000m 橋本　奈海 ハシモト　ナミ （ デンソー 三重 ） 32.52.23 32.52.23
北見 女子 5000m 岡　未友紀 オカ　ミユキ （ デンソー 三重 ） 15.44.55 15.44.55
北見 女子 5000m 光延　友希 ミツノブ　ユキ （ デンソー 三重 ） 15.57.52 15.42.11
北見 女子 5000m 倉岡　奈々 クラオカ　ナナ （ デンソー 三重 ） 9.08.24
網走 女子 5000m 倉岡　奈々 クラオカ　ナナ （ デンソー 三重 ） 9.08.24
深川 女子 3000m 松下　菜摘 マツシタ　ナツミ （ 天満屋 岡山 ） 10.03.54 10.03.53 16.30.91
深川 女子 3000m 西脇　舞 ニシワキ　マイ （ 天満屋 岡山 ） 9.30.21 9.26.45
北見 女子 1500m 西脇　舞 ニシワキ　マイ （ 天満屋 岡山 ） 4.20.83 4.18.45
北見 女子 5000m 松下　菜摘 マツシタ　ナツミ （ 天満屋 岡山 ） 16.30.91 16.30.91
網走 女子 1500m 西脇　舞 ニシワキ　マイ （ 天満屋 岡山 ） 4.20.83 4.18.45
網走 女子 5000m 松下　菜摘 マツシタ　ナツミ （ 天満屋 岡山 ） 16.30.91 16.30.91
北見 男子 5000m 名取　燎太 ナトリ　リョウタ （ 東海大 長野 ） 13.52.61 13.52.61
北見 男子 5000m 河野　遥伎 コウノ　ハルキ （ 東海大 愛媛 ） 14.44.45 14.44.45
北見 男子 3000m 服部　弾馬 ハットリ　ハズマ （ トーエネック 愛知 ） 3.44.24 3.42.06
北見 男子 3000m 中川　智春 ナカガワ　チハル （ トーエネック 愛知 ） 3.45.76 3.45.39
網走 男子 1500m 服部　弾馬 ハットリ　ハズマ （ トーエネック 愛知 ） 3.44.24 3.42.06
網走 男子 5000m 中川　智春 ナカガワ　チハル （ トーエネック 愛知 ） 13.52.22 13.37.90
北見 女子 10000m 岩出　玲亜 イワデ　レイア （ ドーム 東京 ） 32.28.60 32.13.21
深川 男子 10000m 山本　修平 ヤマモト　シュウヘイ （ トヨタ自動車 愛知 ） 28.38.90 28.14.49
深川 男子 10000m 藤井　啓介 フジイ　ケイスケ （ トヨタ自動車 愛知 ） 28.53.39 28.42.42
深川 男子 5000m ニコラス　コシンベイ ニコラス　コシンベイ （ トヨタ自動車 愛知 ） 13.17.08 13.17.08



北見 男子 3000m 早川　翼 ハヤカワ　ツバサ （ トヨタ自動車 愛知 ） 8.07.76 8.07.76
北見 男子 3000m 松本　稜 マツモト　リョウ （ トヨタ自動車 愛知 ） 8.09.32
北見 男子 3000m 窪田　忍 クボタ　シノブ （ トヨタ自動車 愛知 ） 8.15.66
北見 男子 5000m 宮脇　千博 ミヤワキ　チヒロ （ トヨタ自動車 愛知 ） 13.50.59 13.35.74
網走 男子 10000m ニコラス　コシンベイ ニコラス　コシンベイ （ トヨタ自動車 愛知 ） 27.02.59 27.02.59
網走 男子 10000m 大石　港与 オオイシ　ミナト （ トヨタ自動車 愛知 ） 27.48.56 27.48.56
網走 男子 10000m 服部　勇馬 ハットリ　ユウマ （ トヨタ自動車 愛知 ） 28.09.74 28.09.02
網走 男子 10000m 早川　翼 ハヤカワ　ツバサ （ トヨタ自動車 愛知 ） 28.13.97 28.06.10
網走 男子 10000m 松本　稜 マツモト　リョウ （ トヨタ自動車 愛知 ） 28.15.42 28.15.42
網走 男子 10000m 宮脇　千博 ミヤワキ　チヒロ （ トヨタ自動車 愛知 ） 28.30.09 27.41.57
網走 男子 5000m 山本　修平 ヤマモト　シュウヘイ （ トヨタ自動車 愛知 ） 14.08.21 13.42.17
網走 男子 5000m 窪田　忍 クボタ　シノブ （ トヨタ自動車 愛知 ） 13.41.14 強化推薦
深川 男子 10000m KAREMI Thuku カレミ　ズク （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 28.00.21 27.28.27
深川 男子 5000m エバンス　ケイタニー エバンス　ケイタニー （ トヨタ紡織 愛知 ） 13.21.72 13.21.72
深川 男子 5000m 大池　達也 オオイケ　タツヤ （ トヨタ紡織 愛知 ） 13.51.98 13.51.98
深川 男子 5000m ベーナード　ムイア ベナード　ムイア （ トヨタ紡織 愛知 ） 13.53.08 強化推薦
網走 男子 10000m 大池　達也 オオイケ　タツヤ （ トヨタ紡織 愛知 ） 28.20.71 28.28.50
網走 男子 10000m 西山　凌平 ニシヤマ　リョウヘイ （ トヨタ紡織 愛知 ） 28.50.65 28.44.88 強化推薦
網走 男子 10000m 聞谷　賢人 キクタニ　ケント （ トヨタ紡織 愛知 ） 28.51.24 28.51.24 強化推薦
網走 男子 10000m ベーナード　ムイア ベナード　ムイア （ トヨタ紡織 愛知 ） 7.50.68 13.53.08 強化推薦
網走 男子 5000m ベーナード　ムイア ベナード　ムイア （ トヨタ紡織 愛知 ） 7.50.68 13.53.08 強化推薦
北見 女子 1500m 和田　有菜 ワダ　ユナ （ 長野東高 長野 ） 4.17.77 4.17.77
北見 女子 5000m 松澤　綾音 マツザワ　アヤネ （ 長野東高 長野 ） 16.00.06 16.00.06
網走 女子 1500m 和田　有菜 ワダ　ユナ （ 長野東高 長野 ） 4.17.77 4.17.77
網走 女子 3000m 和田　有菜 ワダ　ユナ （ 長野東高 長野 ） 9.11.55 9.11.55
網走 女子 3000m 松澤　綾音 マツザワ　アヤネ （ 長野東高 長野 ） 9.16.06 9.16.06
北見 女子 800m 沖田　真理子 オキタ　マリコ （ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽAC 新潟 ） 2.07.40 2.06.71 実業団連合
網走 女子 800m 沖田　真理子 オキタ　マリコ （ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽAC 新潟 ） 2.07.40 2.06.71 実業団連合
深川 女子 3000m 吉田　香澄 ヨシダ　カスミ （ ニトリ 埼玉 ） 9.56.62 9.54.16 16.42.12
北見 女子 5000m 吉田　香澄 ヨシダ　カスミ （ ニトリ 埼玉 ） 16.42.12 16.42.12
北見 女子 5000m 吉田　香澄 ヨシダ　カスミ （ ニトリ 埼玉 ） 16.42.12 16.42.12
北見 女子 800m 田阪　亜樹 タサカ　アキ にゃんじゃTC 広島 ） 2.10.10 2.07.85
網走 女子 800m 田阪　亜樹 タサカ　アキ （ にゃんじゃTC 広島 ） 2.10.10 2.07.85
士別 女子 5000m 中野　円花 ナカノ　マドカ （ ノーリツ 兵庫 ） 15.56.39 15.56.39
士別 女子 5000m 小崎　まり オザキ　マリ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.05.10 15.12.76
士別 女子 5000m 堀江　美里 ホリエ　ミサト （ ノーリツ 兵庫 ） 16.07.54 15.58.62
士別 女子 5000m 津崎　紀久代 ツザキ　キクヨ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.13.12 15.57.19
士別 女子 5000m 松山　芽生 マツヤマ　メイ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.13.61 16.06.07
士別 女子 5000m 九嶋　映莉子 クシマ　エリコ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.39.00 15.57.13
深川 女子 10000m 堀江　美里 ホリエ　ミサト （ ノーリツ 兵庫 ） 32.43.25 32.40.82
深川 女子 10000m 津崎　紀久代 ツザキ　キクヨ （ ノーリツ 兵庫 ） 32.57.76 32.57.76
深川 女子 10000m 小崎　まり オザキ　マリ （ ノーリツ 兵庫 ） 32.57.99 31.34.15
深川 女子 10000m 九嶋　映莉子 クシマ　エリコ （ ノーリツ 兵庫 ） 32.16.84 16.39.00
深川 女子 10000m 中野　円花 ナカノ　マドカ （ ノーリツ 兵庫 ） 15.56.39
深川 女子 3000m 井上　藍 イノウエ　アイ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.17.86 9.17.86
深川 女子 3000m 松山　芽生 マツヤマ　メイ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.30.52 9.25.48
北見 女子 10000m 井上　藍 イノウエ　アイ （ ノーリツ 兵庫 ） 32.07.56 32.07.56
北見 女子 10000m 津崎　紀久代 ツザキ　キクヨ （ ノーリツ 兵庫 ） 32.57.76 32.57.76
北見 女子 10000m 小崎　まり オザキ　マリ （ ノーリツ 兵庫 ） 32.57.99 31.34.15
北見 女子 10000m 堀江　美里 ホリエ　ミサト （ ノーリツ 兵庫 ） 33.03.18 32.40.82
北見 女子 5000m 中野　円花 ナカノ　マドカ （ ノーリツ 兵庫 ） 15.56.39 15.56.39
北見 女子 5000m 松山　芽生 マツヤマ　メイ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.13.61 16.06.07
北見 女子 5000m 九嶋　映莉子 クシマ　エリコ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.39.00 15.57.13
北見 女子 5000m 下山　かなえ シモヤマ　カナエ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.46.12 16.23.22
網走 女子 5000m 井上　藍 イノウエ　アイ （ ノーリツ 兵庫 ） 15.44.07 15.44.07
網走 女子 5000m 中野　円花 ナカノ　マドカ （ ノーリツ 兵庫 ） 15.56.39 15.56.39
網走 女子 5000m 小崎　まり オザキ　マリ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.05.10 15.12.76
網走 女子 5000m 堀江　美里 ホリエ　ミサト （ ノーリツ 兵庫 ） 16.07.54 15.58.62
網走 女子 5000m 津崎　紀久代 ツザキ　キクヨ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.08.14 15.57.19
網走 女子 5000m 松山　芽生 マツヤマ　メイ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.13.61 16.06.07
網走 女子 5000m 九嶋　映莉子 クシマ　エリコ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.39.00 15.57.13
網走 女子 5000m 下山　かなえ シモヤマ　カナエ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.46.12 16.23.22
深川 女子 3000m 内藤　早紀子 ナイトウ　サキコ （ パナソニック 神奈川 ） 9.27.01 9.10.56
深川 女子 3000m 渡邊　菜々美 ワタナベ　ナナミ （ パナソニック 神奈川 ） 9.27.42 9.27.42
深川 女子 3000m 川路　芽生 カワジ　メイ （ パナソニック 神奈川 ） 9.31.32 9.30.42
深川 女子 3000m 戸部　千晶 トベ　チアキ （ パナソニック 神奈川 ） 9.34.17 9.26.42
深川 女子 3000m 森田　詩織 モリタ　シオリ （ パナソニック 神奈川 ） 15.44.10 15.53.72
北見 女子 1500m 戸部　千晶 トベ　チアキ （ パナソニック 神奈川 ） 4.25.31 4.25.31
北見 女子 1500m 川路　芽生 カワジ　メイ （ パナソニック 神奈川 ） 4.28.13 4.27.47
北見 女子 5000m 内藤　早紀子 ナイトウ　サキコ （ パナソニック 神奈川 ） 16.14.46 15.54.32
北見 女子 5000m 渡邊　菜々美 ワタナベ　ナナミ （ パナソニック 神奈川 ） 9.27.42
北見 男子 5000m 大貫　陽嵩 オオヌキ　ヒタカ （ パナソニック 神奈川 ） 14.28.75 14.15.85
網走 女子 5000m 森田　香織 モリタ　カオリ （ パナソニック 神奈川 ） 15.21.31 15.21.31
網走 女子 5000m 森田　詩織 モリタ　シオリ （ パナソニック 神奈川 ） 15.53.72 15.44.10
網走 女子 5000m 加藤　麻美 カトウ　アサミ （ パナソニック 神奈川 ） 16.06.00 15.57.59
網走 女子 5000m 内藤　早紀子 ナイトウ　サキコ （ パナソニック 神奈川 ） 16.14.46 15.54.32
網走 女子 5000m 鈴木　ひとみ スズキ　ヒトミ （ パナソニック 神奈川 ） 16.30.53 15.48.58
網走 女子 5000m 渡邊　菜々美 ワタナベ　ナナミ （ パナソニック 神奈川 ） 9.27.42
網走 女子 5000m 川路　芽生 カワジ　メイ （ パナソニック 神奈川 ） 9.31.32
網走 女子 5000m 戸部　千晶 トベ　チアキ （ パナソニック 神奈川 ） 9.34.17
網走 男子 5000m 大貫　陽嵩 オオヌキ　ヒタカ （ パナソニック 神奈川 ） 14.28.75 14.15.85
網走 女子 10000mW 岡田　久美子 オカダ　クミコ （ ビックカメラ 東京 ） 44.09.84 43.26.13 陸連
網走 男子 10000mW 菅浪　裕也 スガナミ　ユウヤ （ びわこ成蹊スポーツ大 滋賀 ） 40.47.65 40.47.65
北見 男子 800m 新安  直人 アラヤス　ナオト （ 富士通 千葉 ） 1.48.76 1.48.32 実業団連合
網走 男子 800m 新安  直人 アラヤス　ナオト （ 富士通 千葉 ） 1.48.76 1.48.32 実業団連合
深川 男子 10000m 福島　弘将 フクシマ　ヒロマサ （ プレス工業 神奈川 ） 28.54.29 14.16.56



深川 男子 10000m 山田　翔太 ヤマダ　ショウタ （ プレス工業 神奈川 ） 29.02.84 14.06.99
深川 男子 10000m 池田　紀保 イケダ　ノリヤス （ プレス工業 神奈川 ） 29.21.78 13.59.34
深川 男子 1500m 赤澤　健太 アカザワ　ケンタ （ プレス工業 神奈川 ） 3.51.89 3.51.89
網走 男子 5000m 池田　紀保 イケダ　ノリヤス （ プレス工業 神奈川 ） 13.59.34 13.59.34
網走 男子 5000m 山田　翔太 ヤマダ　ショウタ （ プレス工業 神奈川 ） 14.06.99 14.00.98
網走 男子 5000m 大西　亮 オオニシ　リョウ （ プレス工業 神奈川 ） 14.07.77 13.55.64
網走 男子 5000m 赤澤　健太 アカザワ　ケンタ （ プレス工業 神奈川 ） 14.21.42 14.21.42
士別 男子 3000m 神　直之 ジン　ナオユキ （ 北星病院 北海道 ） 3.53.99
深川 男子 1500m 神　直之 ジン　ナオユキ （ 北星病院 北海道 ） 3.53.99 3.53.99
網走 男子 3000mSC 神　直之 ジン　ナオユキ （ 北星病院 北海道 ） 8.57.14 8.53.18 北海道推薦
深川 女子 1500m 岡田　芽 オカダ　メイ （ ホクレン 北海道 ） 4.24.62 4.24.62
深川 女子 3000m 池亀　彩花 イケガメ　サヤカ （ ホクレン 北海道 ） 9.16.03 9.16.03
深川 女子 3000m 清水　美穂 シミズ　ミホ （ ホクレン 北海道 ） 9.20.42 9.05.39
深川 女子 3000m 河辺　友依 カワベ　ユイ （ ホクレン 北海道 ） 9.24.45 9.24.45
深川 女子 3000m 加藤　凪紗 カトウ　ナギサ （ ホクレン 北海道 ） 9.25.10 9.17.97
北見 女子 10000m 宮内　宏子 ミヤウチ　ヒロコ （ ホクレン 北海道 ） 32.46.93 31.42.86
北見 女子 1500m 岡田　芽 オカダ　メイ （ ホクレン 北海道 ） 4.24.62 4.24.62
士別 男子 5000m 藤沢　郡 フジサワ　グン （ 北海道教育大岩見沢 北海道 ） 14.49.76 14.49.76
士別 男子 5000m 工藤　拳大 クドウ　ケンタ （ 北海道教育大岩見沢 北海道 ） 14.54.04 14.52.21
深川 男子 1500m 工藤　拳大 クドウ　ケンタ （ 北海道教育大岩見沢 北海道 ） 3.59.29 3.59.29 北海道推薦
深川 男子 1500m 菅原　康平 スガワラ　コウヘイ （ 北海道教育大岩見沢 岩手 ） 3.59.81 3.59.81 北海道推薦
北見 男子 5000m 藤沢　郡 フジサワ　グン （ 北海道教育大岩見沢 北海道 ） 14.49.76 14.49.76
北見 男子 5000m 工藤　拳大 クドウ　ケンタ （ 北海道教育大岩見沢 北海道 ） 14.54.04 14.52.21
北見 男子 5000m 菅原　康平 スガワラ　コウヘイ （ 北海道教育大岩見沢 岩手 ） 14.59.22 14.59.22
深川 男子 1500m 遠藤　靖士 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾔｽｼ （ 北極星ＡＣ 北海道 ） 3.57.18 3.55.24 北海道推薦
北見 男子 5000mW 竹内　悠 タケウチ　ユウ （ 堀越高 東京 ） 20.11.91 20.11.91
深川 男子 10000m 橋本　澪 ハシモト　レイ （ マツダ 広島 ） 29.06.19 29.06.19
深川 男子 10000m 富永　光 トミナガ　ヒカル （ マツダ 広島 ） 29.43.02 28.56.51
深川 男子 10000m 延藤　潤 ノブトウ　ジュン （ マツダ 広島 ） 29.58.88 29.24.86
深川 男子 5000m テレッサ　ニャコラ テレッサ　ニャコラ （ マツダ 広島 ） 13.22.65 13.22.65
深川 男子 5000m 圓井　彰彦 ツムライ　アキヒコ （ マツダ 広島 ） 13.42.47 13.39.71
北見 男子 5000m ベケレ　シフェラウ ベケレ　シフェラウ （ マツダ 広島 ） 13.37.41 13.37.41
北見 男子 5000m 山本　憲二 ヤマモト　ケンジ （ マツダ 広島 ） 13.56.59 13.55.42
網走 男子 10000m 圓井　彰彦 ツムライ　アキヒコ （ マツダ 広島 ） 28.26.12 28.16.99
網走 男子 10000m 山本　憲二 ヤマモト　ケンジ （ マツダ 広島 ） 28.42.13 28.26.35
網走 男子 5000m ベケレ　シフェラウ ベケレ　シフェラウ （ マツダ 広島 ） 13.37.41 13.37.41
網走 男子 5000m 延藤　潤 ノブトウ　ジュン （ マツダ 広島 ） 14.09.59 14.00.75
網走 男子 5000m 橋本　澪 ハシモト　レイ （ マツダ 広島 ） 14.11.81 14.03.60
網走 男子 5000m 富永　光 トミナガ　ヒカル （ マツダ 広島 ） 14.17.05 14.10.13
深川 女子 10000m 野添　佑莉 ノゾエ　ユリ （ 三井住友海上 東京 ） 15.46.50 15.46.50
深川 女子 3000m 野添　佑莉 ノゾエ　ユリ （ 三井住友海上 東京 ） 15.46.50
北見 女子 10000m 田邉　美咲 タナベ　ミサキ （ 三井住友海上 東京 ） 15.35.46
北見 女子 10000m 野添　佑莉 ノゾエ　ユリ （ 三井住友海上 東京 ） 15.46.50
北見 女子 5000m 田邉　美咲 タナベ　ミサキ （ 三井住友海上 東京 ） 15.35.46 15.35.46
北見 女子 5000m 野添　佑莉 ノゾエ　ユリ （ 三井住友海上 東京 ） 15.46.50 15.46.50
北見 女子 5000m 野田　沙織 ノダ　サオリ （ 三井住友海上 東京 ） 15.53.04 15.37.64
北見 女子 5000m 中島　葵 ナカジマ　アオイ （ 三井住友海上 東京 ） 16.29.84 15.35.46
北見 女子 5000m 溝江　愛花 ミゾエ　アイカ （ 三井住友海上 東京 ） 9.49.29 9.32.61 9.49.29
網走 女子 3000m 岡本　春美 オカモト　ハルミ （ 三井住友海上 東京 ） 8.59.96 8.59.96
網走 女子 3000m 中島　葵 ナカジマ　アオイ （ 三井住友海上 東京 ） 9.25.23 9.25.23
網走 女子 3000m 溝江　愛花 ミゾエ　アイカ （ 三井住友海上 東京 ） 9.49.29 9.49.29
網走 女子 3000m 野田　沙織 ノダ　サオリ （ 三井住友海上 東京 ） 15.37.64 15.53.04
網走 女子 3000m 阿久津　有加 アクツ　ナオカ （ 三井住友海上 東京 ） 15.50.01 16.25.18
網走 女子 3000m 九島　麻衣子 クシマ　マイコ （ 三井住友海上 東京 ） 16.02.80 16.10.44
網走 女子 5000m 田邉　美咲 タナベ　ミサキ （ 三井住友海上 東京 ） 15.35.46 15.35.46
網走 女子 5000m 野添　佑莉 ノゾエ　ユリ （ 三井住友海上 東京 ） 15.46.50 15.46.50
網走 女子 5000m 野田　沙織 ノダ　サオリ （ 三井住友海上 東京 ） 15.53.04 15.37.64
網走 女子 5000m 中島　葵 ナカジマ　アオイ （ 三井住友海上 東京 ） 16.29.84 16.23.14
網走 女子 5000m 溝江　愛花 ミゾエ　アイカ （ 三井住友海上 東京 ） 9.49.29
北見 女子 10000m 赤坂　よもぎ アカサカ　ヨモギ （ 名城大 神奈川 ） 33.04.29 33.04.29
北見 女子 10000m 松浦　佳南 マツウラ　カナ （ 名城大 静岡 ） 34.56.29 34.56.29 16.17.56
北見 女子 1500m 鈴木　瑞季 スズキ　ミズキ （ 名城大 愛知 ） 4.24.93 4.24.93
北見 女子 1500m 德永　香子 トクナガ　キョウコ （ 名城大 長崎 ） 4.25.81 4.25.81
北見 女子 1500m 加藤　綾華 カトウ　アヤカ　 （ 名城大 三重 ） 4.31.70 4.31.70 9.42.89
北見 女子 5000m 玉城　かんな タマキ　カンナ （ 名城大 長野 ） 16.01.05 15.48.85
網走 女子 1500m 向井　智香 ムカイ　チカ （ 名城大 愛知 ） 4.21.72 4.16.76
網走 女子 3000m 鈴木　瑞季 スズキ　ミズキ （ 名城大 愛知 ） 9.38.06 9.23.89
網走 女子 3000m 加藤　綾華 カトウ　アヤカ　 （ 名城大 三重 ） 9.42.89 9.42.89
網走 女子 5000m 加世田　梨花 カセダ　リカ （ 名城大 千葉 ） 15.39.66 15.39.66
網走 女子 5000m 青木　和 アオキ　ノドカ （ 名城大 岐阜 ） 15.56.95 15.56.95
網走 女子 5000m 玉城　かんな タマキ　カンナ （ 名城大 長野 ） 16.01.05 15.48.85
網走 女子 5000m 德永　香子 トクナガ　キョウコ （ 名城大 長崎 ） 16.04.14 16.04.14
網走 女子 5000m 赤坂　よもぎ アカサカ　ヨモギ （ 名城大 神奈川 ） 16.11.50 15.57.40
網走 女子 5000m 松浦　佳南 マツウラ　カナ （ 名城大 静岡 ） 16.17.56 16.17.56
北見 男子 800m 田中　匠瑛 タナカ　ショウエイ （ 盛岡市役所 岩手 ） 1.49.32 1.49.32 実業団連合
網走 男子 800m 田中　匠瑛 タナカ　ショウエイ （ 盛岡市役所 岩手 ） 1.49.32 1.49.32 実業団連合
深川 男子 10000m 髙久　龍 タカク　リュウ （ ヤクルト 東京 ） 28.46.11 28.36.71
深川 男子 10000m 山﨑　翔太 ヤマザキ　ショウタ （ ヤクルト 東京 ） 29.24.97 29.06.06
深川 男子 10000m 西村　知修 ニシムラ　トモナオ （ ヤクルト 東京 ） 29.16.60 14.33.60
網走 男子 10000m デビット　ジュグナ デビット　ジュグナ （ ヤクルト 東京 ） 27.49.57 27.49.57
網走 男子 10000m ベナード　キマニ ベナード　キマニ （ ヤクルト 東京 ） 27.50.81 27.36.60
網走 男子 10000m 小椋　裕介 オグラ　ユウスケ （ ヤクルト 東京 ） 28.18.48 28.18.48
網走 男子 5000m 浅石　祐史 アサイシ　ユウジ （ ヤクルト 東京 ） 14.01.07 13.58.93
網走 男子 5000m 武田　凜太郎 タケダ　リンタロウ （ ヤクルト 東京 ） 14.03.48 13.58.83
深川 男子 10000m 山田　稜 ヤマダ　リョウ （ 八千代工業 埼玉 ） 29.25.08 28.56.93
深川 男子 10000m 森　湧暉 モリ　ユウキ （ 八千代工業 埼玉 ） 29.58.37 29.10.26



網走 男子 10000m ABIYOT ABINET アビヨット　アビネット （ 八千代工業 埼玉 ） 27.45.04 27.45.04
網走 男子 10000m 猪浦　舜 イノウラ　シュン （ 八千代工業 埼玉 ） 28.10.62 28.10.62
網走 男子 10000m 柳原　貴大 ヤギハラ　タカヒロ （ 八千代工業 埼玉 ） 28.49.33 28.49.33 13.48.47
網走 男子 10000m 北澤 健太 キタザワ　ケンタ （ 八千代工業 埼玉 ） 29.20.09 28.46.73 強化推薦
網走 男子 5000m YENEBLO　BIYAZEN イェネブロ　ビヤゼン （ 八千代工業 埼玉 ） 13.28.41 13.28.41
北見 女子 1500m 横瀬　彩也加 ヨコセ　アヤカ （ ヤマダ電機 群馬 ） 4.24.42 4.22.59
北見 女子 1500m 渋谷　璃沙 シブヤ　リサ （ ヤマダ電機 群馬 ） 4.25.55 4.16.72
北見 女子 1500m 安藤　実来 アンドウ　ミク （ ヤマダ電機 群馬 ） 4.31.70 4.28.82 16.09.35
北見 女子 1500m 青山　友莉菜 アオヤマ　ユリナ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.35.15
北見 女子 5000m 竹地　志帆 タケチ　シホ （ ヤマダ電機 群馬 ） 15.51.89 15.29.85
北見 女子 5000m 市川　珠李 イチカワ　ジュリ （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.08.98 16.08.98
北見 女子 5000m 高田　晴奈 タカダ　ハルナ （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.21.39 15.51.14
北見 女子 5000m 森本　紗和 モリモト　サワ （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.26.42 16.26.42
北見 女子 5000m 畠山　実弓 ハタケヤマ　ミユ （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.46.44 15.44.79
網走 女子 1500m 渋谷　璃沙 シブヤ　リサ （ ヤマダ電機 群馬 ） 4.25.55 4.16.72
網走 女子 3000m 石橋　麻衣 イシバシ　マイ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.21.49 9.15.42
網走 女子 3000m 市川　珠李 イチカワ　ジュリ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.24.16 9.24.16
網走 女子 3000m 青山　友莉菜 アオヤマ　ユリナ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.35.15 9.30.19
網走 女子 3000m 畠山　実弓 ハタケヤマ　ミユ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.38.04 9.20.89
網走 女子 5000m 竹地　志帆 タケチ　シホ （ ヤマダ電機 群馬 ） 15.51.89 15.29.85
網走 女子 5000m 横瀬　彩也加 ヨコセ　アヤカ （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.01.49 16.01.44
網走 女子 5000m 安藤　実来 アンドウ　ミク （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.09.53 16.09.35
網走 女子 5000m 高田　晴奈 タカダ　ハルナ （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.21.39 15.51.14
網走 女子 5000m 森本　紗和 モリモト　サワ （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.26.42 16.26.42
網走 女子 5000m 小笠原　朱里 オガサワラ　シュリ （ 山梨学院高 山梨 ） 15.29.32 15.29.32
士別 女子 3000m 宮田　佳菜代 ミヤタ　カナヨ （ ユタカ技研 静岡 ） 9.19.19 9.19.19
士別 女子 3000m 萩原　百萌 ハギワラ　モモエ （ ユタカ技研 静岡 ） 9.45.86 9.32.20
士別 女子 5000m 寺島　優奈 テラシマ　ユウナ （ ユタカ技研 静岡 ） 15.58.43 15.58.43
士別 女子 5000m 森藤　凪 モリフジ　ナギ （ ユタカ技研 静岡 ） 16.03.95 16.03.95
士別 女子 5000m 竹川　ひなの タケガワ　ヒナノ （ ユタカ技研 静岡 ） 16.40.91 16.24.91
士別 女子 5000m 川本　希花 カワモト　キリカ （ ユタカ技研 静岡 ） 9.48.39
深川 女子 3000m 森藤　凪 モリフジ　ナギ （ ユタカ技研 静岡 ） 9.26.35 9.26.35
深川 女子 3000m 寺島　優奈 テラシマ　ユウナ （ ユタカ技研 静岡 ） 9.27.50 9.27.50
深川 女子 3000m 萩原　百萌 ハギワラ　モモエ （ ユタカ技研 静岡 ） 9.45.86 9.32.20
深川 女子 3000m 川本　希花 カワモト　キリカ （ ユタカ技研 静岡 ） 9.48.39 9.48.39
深川 女子 3000m 竹川　ひなの タケガワ　ヒナノ （ ユタカ技研 静岡 ） 9.29.98 16.29.22
北見 女子 10000m 宮田　佳菜代 ミヤタ　カナヨ （ ユタカ技研 静岡 ） 32.14.40 32.14.40
北見 女子 5000m 宮田　佳菜代 ミヤタ　カナヨ （ ユタカ技研 静岡 ） 15.46.54 15.46.54
北見 女子 5000m 寺島　優奈 テラシマ　ユウナ （ ユタカ技研 静岡 ） 15.54.59 15.54.59
北見 女子 5000m 森藤　凪 モリフジ　ナギ （ ユタカ技研 静岡 ） 16.03.95 16.03.95
北見 女子 5000m 竹川　ひなの タケガワ　ヒナノ （ ユタカ技研 静岡 ） 16.40.91 16.24.91
北見 女子 5000m 萩原　百萌 ハギワラ　モモエ （ ユタカ技研 静岡 ） 17.14.59 16.15.70 9.45.86
北見 女子 5000m 川本　希花 カワモト　キリカ （ ユタカ技研 静岡 ） 9.48.39 9.48.39 9.48.39
北見 女子 5000m 久保　彩乃 クボ　アヤノ （ ユニクロ 東京 ） 16.16.53 16.08.03
網走 女子 5000m 久保　彩乃 クボ　アヤノ （ ユニクロ 東京 ） 16.16.53 16.08.03
北見 女子 10000m 伊澤　菜々花 イザワ　ナナカ （ ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ） 32.39.31 16.26.94
北見 女子 5000m 木村　友香 キムラ　トモカ （ ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ） 15.18.08 15.18.08
北見 女子 5000m 鷲見　梓沙 スミ　アズサ （ ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ） 15.37.39 15.17.62
北見 女子 5000m 青山　瑠衣 アオヤマ　ルイ （ ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ） 15.46.16 15.40.55
北見 女子 5000m 猿見田　裕香 サルミダ　ユカ （ ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ） 16.12.50 16.12.50 9.12.24
網走 女子 5000m 木村　友香 キムラ　トモカ （ ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ） 15.18.08 15.18.08
網走 女子 5000m 鷲見　梓沙 スミ　アズサ （ ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ） 15.37.39 15.17.62
網走 女子 5000m 青山　瑠衣 アオヤマ　ルイ （ ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ） 15.46.16 15.40.55
網走 女子 5000m 猿見田　裕香 サルミダ　ユカ （ ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ） 16.12.50 16.12.50 9.12.24
網走 女子 5000m 伊澤　菜々花 イザワ　ナナカ （ ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ） 16.26.94 15.40.94
深川 女子 10000m 田口　奈緒 タグチ　ナオ （ ルートイン 東京 ） 34.03.94 34.03.94 16.04.13
深川 女子 3000m 荒武　志織 アラタケ　シオリ （ ルートイン 東京 ） 9.29.42 9.29.42
深川 女子 3000m 遠藤　優梨 エンドウ　ユウリ （ ルートイン 東京 ） 9.41.13 9.41.13
深川 女子 3000m 石川　涼音 イシカワ　スズネ （ ルートイン 東京 ） 9.43.03 9.33.68
深川 女子 3000m パウリン　カムル パウリン　カムル （ ルートイン 東京 ） 9.10.84 15.14.89
深川 女子 3000m 田口　理沙 タグチ　リサ （ ルートイン 東京 ） 9.38.65 16.03.55
北見 女子 5000m 田口　理沙 タグチ　リサ （ ルートイン 東京 ） 15.54.74 15.54.74
北見 女子 5000m 田口　奈緒 タグチ　ナオ （ ルートイン 東京 ） 16.04,13 16.04.13
北見 女子 5000m 荒武　志織 アラタケ　シオリ （ ルートイン 東京 ） 16.45.18 16.42.00
北見 女子 5000m 石川　涼音 イシカワ　スズネ （ ルートイン 東京 ） 16.46.74 16.46.74
北見 女子 5000m 遠藤　優梨 エンドウ　ユウリ （ ルートイン 東京 ） 9.41.13
網走 女子 5000m パウリン　カムル パウリン　カムル （ ルートイン 東京 ） 15.14.89 15.14.89
網走 女子 5000m 田口　理沙 タグチ　リサ （ ルートイン 東京 ） 15.54.74 15.54.74
網走 女子 5000m 田口　奈緒 タグチ　ナオ （ ルートイン 東京 ） 16.04.13 16.04.13
網走 女子 5000m 荒武　志織 アラタケ　シオリ （ ルートイン 東京 ） 16.45.18 16.42.00
網走 女子 5000m 石川　涼音 イシカワ　スズネ （ ルートイン 東京 ） 16.46.74 16.46.74
網走 女子 5000m 遠藤　優梨 エンドウ　ユウリ （ ルートイン 東京 ） 9.41.13
網走 女子 3000m 南　美沙希 ミナミ　ミサキ （ ワコール 京都 ） 9.40.94 9.28.09
網走 女子 5000m 福士　加代子 フクシ　カヨコ （ ワコール 京都 ） 16.00.61 14.53.22
網走 女子 5000m 安川　侑那 ヤスカワ　ユナ （ ワコール 京都 ） 16.27.36 16.27.36
北見 女子 800m 藤崎　紗羅 フジサキ　サラ （ 早稲田実高 東京 ） 2.14.15 2.14.15
北見 男子 800m 西久保　達也 ニシクボ　タツヤ （ 早稲田大 埼玉 ） 1.48.40 1.48.40 韓日・日本
北見 女子 800m 山田　はな ヤマダ　ハナ （ わらべや 東京 ） 2.05.46 2.05.46 韓日・日本
網走 女子 800m 山田　はな ヤマダ　ハナ （ わらべや 東京 ） 2.05.46 2.05.46 韓日・日本
深川 男子 10000m 米井　翔也 ヨネイ　ショウヤ （ 亜細亜大 東京 ） 14.19.60 14.19.60
深川 男子 10000m 森木　優摩 モリキ　ユウマ （ 亜細亜大 愛知 ） 14.29.44 14.29.44
深川 男子 10000m 田﨑　聖良 タサキ　セイラ （ 亜細亜大 茨城 ） 14.31.85 14.30.85
深川 男子 10000m 上土井　雅大 カミドイ　マサヒロ （ 亜細亜大 福岡 ） 29.48.11 29.48.11
深川 男子 10000m 石川　裕之 イシカワ　ヒロユキ （ 愛三工業 愛知 ） 28.49.11 28.49.11
網走 男子 3000mSC 山口　浩勢 ヤマグチ　コウセイ （ 愛三工業 愛知 ） 8.36.30 8.36.30
網走 男子 5000m 鈴木　洋平 スズキ　ヨウヘイ （ 愛三工業 愛知 ） 13.53.58 13.53.58



北見 女子 5000m 鈴木　翔子 スズキ　ショウコ （ 愛知電機 愛知 ） 16.07.44 16.07.44
網走 女子 5000m 鈴木　翔子 スズキ　ショウコ （ 愛知電機 愛知 ） 16.07.44 16.07.44
深川 女子 1500m 竹内　麻里子 タケウチ　マリコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 4.31.07
深川 女子 3000m 正井　裕子 ショウイ　ヒロコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 9.48.18
北見 女子 5000m 正井　裕子 ショウイ　ヒロコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 16.42.20
北見 女子 800m 竹内　麻里子 タケウチ　マリコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 2.10.09 2.06.21 実業団連合
網走 女子 5000m 正井　裕子 ショウイ　ヒロコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 16.42.20
網走 女子 800m 竹内　麻里子 タケウチ　マリコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 2.13.86 2.06.21 実業団連合
深川 男子 5000m ｷｬﾌﾟｼｽ ｷﾌﾟﾔﾃｨﾁ ｱﾌﾞﾗﾊﾑ ｷｬﾌﾟｼｽ ｷﾌﾟﾔﾃｨﾁ ｱﾌﾞﾗﾊﾑ （ 旭化成 宮崎 ） 13.30.72 13.30.72
深川 男子 5000m 大六野　秀畝 ダイロクノ　シュウホ （ 旭化成 宮崎 ） 13.31.56 13.28.61
深川 男子 5000m 鎧坂　哲哉 ヨロイザカ　テツヤ （ 旭化成 宮崎 ） 13.32.16 13.12.63
深川 男子 5000m ｷﾌﾟﾛﾌﾟ ｷﾌﾟｹﾓｲ ｹﾈｽ ｷﾌﾟﾛﾌﾟ ｷﾌﾟｹﾓｲ ｹﾈｽ （ 旭化成 宮崎 ） 13.39.69 13.03,07
深川 男子 5000m 村山　謙太 ムラヤマ　ケンタ （ 旭化成 宮崎 ） 13.47.87 13.34.53
深川 男子 5000m 市田　宏 イチダ　ヒロシ （ 旭化成 宮崎 ） 13.48.48 13.48.48
北見 男子 3000m 市田　孝 イチダ　タカシ （ 旭化成 宮崎 ） 13.33.99 13.33.99
北見 男子 3000m 鎧坂　哲哉 ヨロイザカ　テツヤ （ 旭化成 宮崎 ） 8.04.87 7.59.82
北見 男子 5000m 有村　優樹 アリムラ　ユウキ （ 旭化成 宮崎 ） 13.50.77 13.43.20
北見 男子 5000m 関口　海月 セキグチ　ミヅキ （ 旭化成 宮崎 ） 13.57.39 13.55.28
北見 男子 5000m 山口　修平 ヤマグチ　シュウヘイ （ 旭化成 宮崎 ） 14.02.32 13.59.44
網走 男子 10000m 鎧坂　哲哉 ヨロイザカ　テツヤ （ 旭化成 宮崎 ） 27.57.63 27.29.74
網走 男子 10000m 市田　孝 イチダ　タカシ （ 旭化成 宮崎 ） 27.59.76 27.53.59
網走 男子 10000m 村山　謙太 ムラヤマ　ケンタ （ 旭化成 宮崎 ） 28.16.87 27.39.95
網走 男子 10000m 茂木　圭次郎 モギ　ケイジロウ （ 旭化成 宮崎 ） 28.25.52 28.25.52
網走 男子 10000m 市田　宏 イチダ　ヒロシ （ 旭化成 宮崎 ） 28.36.11 28.34.66
網走 男子 10000m 有村　優樹 アリムラ　ユウキ （ 旭化成 宮崎 ） 28.37.84 28.35.61
網走 男子 10000m 大六野　秀畝 ダイロクノ　シュウホ （ 旭化成 宮崎 ） 29.17.10 27.46.55 13.31.56
網走 男子 10000m ｷﾌﾟﾛﾌﾟ ｷﾌﾟｹﾓｲ ｹﾈｽ ｷﾌﾟﾛﾌﾟ ｷﾌﾟｹﾓｲ ｹﾈｽ （ 旭化成 宮崎 ） 26.52.65 13.39.69
網走 男子 10000m ｷｬﾌﾟｼｽ ｷﾌﾟﾔﾃｨﾁ ｱﾌﾞﾗﾊﾑ ｷｬﾌﾟｼｽ ｷﾌﾟﾔﾃｨﾁ ｱﾌﾞﾗﾊﾑ （ 旭化成 宮崎 ） 13.30.72
網走 男子 5000m 関口　海月 セキグチ　ミヅキ （ 旭化成 宮崎 ） 13.57.39 13.55.28
網走 男子 5000m 山口　修平 ヤマグチ　シュウヘイ （ 旭化成 宮崎 ） 14.02.32 13.59.44
深川 女子 3000m 植田　真央 ウエダ　マオ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 10.01.71 10.01.71 北海道推薦
深川 女子 3000m 金子　佑香 カネコ　ユウカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 10.09.47 10.09.47 北海道推薦
深川 女子 3000m 岡島　楓 オカジマ　カエデ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 9.25.44 9.25.44
深川 女子 3000m 伊藤　穂乃佳 イトウ　ホノカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 9.41.37 9.41.37
深川 女子 3000m 神部　涼 カンベ　リョウ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 9.56.26 9.56.26 北海道推薦
網走 女子 3000m 植田　真央 ウエダ　マオ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 10.01.71 10.01.71 北海道推薦
網走 女子 3000m 金子　佑香 カネコ　ユウカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 10.09.47 10.09.47 北海道推薦
網走 女子 3000m 岡島　楓 オカジマ　カエデ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 9.25.44 9.25.44
網走 女子 3000m 伊藤　穂乃佳 イトウ　ホノカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 9.41.37 9.41.37
網走 女子 3000m 神部　涼 カンベ　リョウ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 9.56.26 9.56.26 北海道推薦
網走 女子 5000m 岡島　楓 オカジマ　カエデ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 16.35.26 16.35.26
網走 女子 800m 福井　慧都 フクイ　ケイト （ 旭川龍谷高 北海道 ） 2.13.44 2.13.44
深川 男子 10000m 古賀　淳紫 コガ　キヨシ （ 安川電機 福岡 ） 29.13.75 29.13.75
深川 男子 5000m アッバイナ　デグ アッバイナ　デグ （ 安川電機 福岡 ） 13.25.55 13.25.55
北見 男子 5000m アッバイナ　デグ アッバイナ　デグ （ 安川電機 福岡 ） 13.25.55 13.25.55
北見 男子 5000m 古賀　淳紫 コガ　キヨシ （ 安川電機 福岡 ） 14.06.81 14.06.81
網走 男子 10000m 高橋　尚弥 タカハシ　ナオヤ （ 安川電機 福岡 ） 28.22.98 28.22.98
網走 男子 5000m アッバイナ　デグ アッバイナ　デグ （ 安川電機 福岡 ） 13.25.55 13.25.55
北見 男子 5000m KIM, GEON OH キム　ゴンオ （ 蔚山高 韓国 ） 15.07.01 15.07.01 韓日・韓国
網走 男子 5000m KIM, GEON OH キム　ゴンオ （ 蔚山高 韓国 ） 15.07.01 15.07.01 韓日・韓国
網走 男子 5000m 安田　響 ヤスダ　ヒビキ （ 益田清風高 岐阜 ） 14.26.19 14.26.19
網走 男子 5000m 殿地　琢朗 ドンヂ　タクロウ （ 益田清風高 岐阜 ） 14.45.89 14.45.89
北見 男子 800m 竹下　雅之 タケシタ　マサユキ （ 横浜緑ヶ丘高教員 神奈川 ） 1.54.57 1.54.57
北見 女子 10000m 西松　美樹 ニシマツ　ミキ （ 関西外大 高知 ） 9.31.45
北見 女子 5000m 竹山　楓菜 タケヤマ　カエナ （ 関西外大 静岡 ） 16.21.68 16.20.27
北見 男子 1500m 神谷　天地 カミタニ　テンチ （ 関西学院大 大阪 ） 3.45.65 3.44.72 韓日・日本
網走 男子 1500m 仲村　尚毅 ナカムラ　ナオキ （ 関西学院大 兵庫 ） 3.44.91 3.44.91
網走 男子 1500m 神谷　天地 カミタニ　テンチ （ 関西学院大 兵庫 ） 3.45.65 3.44.72 韓日・日本
網走 男子 1500m 浜田　泰輔 ハマダ　タイスケ （ 関西学院大 奈良 ） 3.46.83 3.46.83
北見 女子 10000m 森 紗也佳 モリ サヤカ （ 関西大学 大阪 ） 33.40.81 33.40.81
深川 男子 10000m 田島　光 タジマ　ヒカル （ 関東学院大 沖縄 ） 29.41.01 29.41.01
深川 男子 1500m 村上　聖和 ムラカミ　マサカズ （ 関東学院大 熊本 ） 3.54.45 3.54.30
北見 男子 1500m 村上　聖和 ムラカミ　マサカズ （ 関東学院大 熊本 ） 3.54.45 3.54.30
北見 男子 5000m 山本　旺輝 ヤマモト　ヒロキ （ 関東学院大 栃木 ） 14.43.49 14.43.49
北見 男子 5000m 関口　大樹 セキグチ　タイキ （ 関東学院大 千葉 ） 14.45.27 14.45.27
北見 男子 5000m 川良　昂世 カワラ　コウセイ （ 関東学院大 長崎 ） 14.45.29 14.45.29
士別 男子 5000m LEE, HEON GANG イ　ホンガン （ 韓国電力 韓国 ） 14.15.00
士別 男子 5000m SHIM, JUNG SUB シム　ジョンソプ （ 韓国電力 韓国 ） 14.18.97
士別 男子 5000m KIM, JAE HOON キム　ジェフン （ 韓国電力 韓国 ） 14.26.65
士別 男子 5000m LEE, KYEONG HO イ　ギョンホ （ 韓国電力 韓国 ） 14.45.34
士別 男子 5000m LEE, KANG CHEOL イ　ガンチョル （ 韓国電力 韓国 ） 14.57.57
士別 男子 5000m SO, YOU JUN ソ　ユジュン （ 韓国電力 韓国 ） 15.09.55
深川 男子 10000m KIM, JAE HOON キム　ジェフン （ 韓国電力 韓国 ） 29.49.24
深川 男子 10000m SHIM, JUNG SUB シム　ジョンソプ （ 韓国電力 韓国 ） 29.59.47
深川 男子 10000m SO, YOU JUN ソ　ユジュン （ 韓国電力 韓国 ） 31.36.58
深川 男子 10000m LEE, KYEONG HO イ　ギョンホ （ 韓国電力 韓国 ） 32.01.17 14.22.41
深川 男子 1500m LEE, KANG CHEOL イ　ガンチョル （ 韓国電力 韓国 ） 3.50.68
北見 男子 5000m LEE, KYEONG HO イ　ギョンホ （ 韓国電力 韓国 ） 14.22.41 14.22.41
北見 男子 5000m LEE, HEON GANG イ　ホンガン （ 韓国電力 韓国 ） 14.15.00
北見 男子 5000m SHIM, JUNG SUB シム　ジョンソプ （ 韓国電力 韓国 ） 14.18.97
北見 男子 5000m KIM, JAE HOON キム　ジェフン （ 韓国電力 韓国 ） 14.26.65
北見 男子 5000m LEE, KANG CHEOL イ　ガンチョル （ 韓国電力 韓国 ） 14.57.57
北見 男子 5000m SO, YOU JUN ソ　ユジュン （ 韓国電力 韓国 ） 15.09.55
網走 男子 10000m LEE, HEON GANG イ　ホンガン （ 韓国電力 韓国 ） 29.40.19
網走 男子 10000m KIM, JAE HOON キム　ジェフン （ 韓国電力 韓国 ） 29.49.24
網走 男子 10000m SHIM, JUNG SUB シム　ジョンソプ （ 韓国電力 韓国 ） 29.59.47



網走 男子 10000m SO, YOU JUN ソ　ユジュン （ 韓国電力 韓国 ） 31.36.58
網走 男子 10000m LEE, KYEONG HO イ　ギョンホ （ 韓国電力 韓国 ） 32.01.17 14.22.41
網走 男子 1500m LEE, KANG CHEOL イ　ガンチョル （ 韓国電力 韓国 ） 3.50.68
網走 女子 3000m 梅谷　愛花 ウメタニ　マナカ （ 岩谷産業 大阪 ） 9.36.80 9.36.80
網走 女子 3000m 大同　美空 ダイドウ　ミク （ 岩谷産業 大阪 ） 9.42.92 9.42.92
網走 女子 5000m 髙野　智声 タカノ　チナ （ 岩谷産業 大阪 ） 15.57.57 15.57.57
深川 女子 3000m 宇都宮　亜依 ウツノミヤ　アイ （ 宮崎銀行 宮崎 ） 9.35.14 9.30.56
北見 女子 10000m 宇都宮　亜依 ウツノミヤ　アイ （ 宮崎銀行 宮崎 ） 32.36.66 32.36.66
北見 女子 10000m 松田　杏奈 マツダ　アンナ （ 京セラ 鹿児島 ） 32.54.41 32.54.41
北見 女子 10000m 足立　由真 アダチ　ユマ （ 京セラ 鹿児島 ） 33.02.95 33.02.95
北見 女子 10000m 盛山　鈴奈 セイヤマ　スズナ （ 京セラ 鹿児島 ） 33.03.93 33.03.93
網走 女子 5000m 足立　由真 アダチ　ユマ （ 京セラ 鹿児島 ） 15.51.56 15.51.56
網走 女子 5000m 盛山　鈴奈 セイヤマ　スズナ （ 京セラ 鹿児島 ） 15.56.47 15.56.47
網走 女子 5000m 松田　杏奈 マツダ　アンナ （ 京セラ 鹿児島 ） 15.56.69 15.54.85
北見 女子 10000m 棚池　穂乃香 タナイケ　ホノカ （ 京都産業大 滋賀 ） 33.27.31 33.27.31
北見 女子 10000m 信岡　桃英 ノブオカ　モモエ （ 京都産業大 京都 ） 33.54.70 33.54.70
北見 女子 10000m 清水　穂高 シミズ　ホダカ （ 京都産業大 山口 ） 34.32.81 34.32.81 16.25.31
北見 女子 10000m 川戸　希望 カワト　ノゾミ （ 京都産業大 京都 ） 34.49.38 34.49.38 16.32.55
北見 男子 5000m 奥村　杏平 オクムラ　キョウヘイ （ 京都産業大 京都 ） 14.15.00 14.15.00
網走 女子 5000m 棚池　穂乃香 タナイケ　ホノカ （ 京都産業大 滋賀 ） 15.55.80 15.55.80
網走 女子 5000m 信岡　桃英 ノブオカ　モモエ （ 京都産業大 京都 ） 16.10.00 16.10.00 16.32.25
網走 女子 5000m 清水　穂高 シミズ　ホダカ （ 京都産業大 山口 ） 16.25.31 16.25.31
網走 女子 5000m 川戸　希望 カワト　ノゾミ （ 京都産業大 京都 ） 16.32.55 16.32.55
網走 女子 5000m 藪田　裕衣 ヤブタ　ユイ （ 京都産業大 兵庫 ） 16.35.38 16.35.38
網走 男子 5000m 奥村　杏平 オクムラ　キョウヘイ （ 京都産業大 京都 ） 14.15.00 14.15.00
北見 女子 1500m 中畑　友花 ナカハタ　トモカ （ 玉川大 広島 ） 4.28.24 4.28.24
北見 女子 5000m 端山　絢音 ハヤマ　アヤネ （ 玉川大 千葉 ） 16.23.03 16.23.03
北見 女子 5000m 大石　楓 オオイシ　カエデ （ 玉川大 静岡 ） 16.34.22 16.34.22
北見 女子 5000m 小汲　紋加 オグミ　アヤカ （ 玉川大 東京 ） 16.51.38 16.51.38
北見 女子 5000m 鈴木　真実 スズキ　マミ （ 玉川大 千葉 ） 17.11.88 9.48.02
網走 男子 3000mSC 宮城　壱成 ミヤギ　イッセイ （ 金秀アスリートクラブ 沖縄 ） 8.44.06 8.44.06
深川 男子 10000m 大塚　祥平 オオツカ　ショウヘイ （ 九電工 福岡 ） 28.46.36 28.34.31
深川 男子 10000m 高井　和治 タカイ　カズハル （ 九電工 福岡 ） 28.50.13 28.24.61
深川 男子 10000m 岩見　和明 イワミ　カズアキ （ 九電工 福岡 ） 29.01.96 28.53.83
深川 男子 10000m 前田　和浩 マエダ　カズヒロ （ 九電工 福岡 ） 29.37.31 27.55.17
深川 男子 1500m 中村　信一郎 ナカムラ　シンイチロウ （ 九電工 福岡 ） 3.49.80 3.49.80
深川 男子 1500m 東　遊馬 ヒガシ　ユウマ （ 九電工 福岡 ） 3.53.41 3.53.41
北見 男子 5000m 中村　信一郎 ナカムラ　シンイチロウ （ 九電工 福岡 ） 13.52.10 13.52.10
北見 男子 5000m 東　遊馬 ヒガシ　ユウマ （ 九電工 福岡 ） 13.53.99 13.53.99
網走 男子 3000mSC 東　遊馬 ヒガシ　ユウマ （ 九電工 福岡 ） 9.01.34 強化推薦
網走 男子 5000m 中村　信一郎 ナカムラ　シンイチロウ （ 九電工 福岡 ） 13.52.10 13.52.10
網走 男子 5000m 大塚　祥平 オオツカ　ショウヘイ （ 九電工 福岡 ） 13.56.40 13.56.40
網走 男子 5000m 岩見　和明 イワミ　カズアキ （ 九電工 福岡 ） 13.58.50 13.58.50
網走 男子 5000m 高井　和治 タカイ　カズハル （ 九電工 福岡 ） 14.07.16 13.39.76
網走 男子 5000m 前田　和浩 マエダ　カズヒロ （ 九電工 福岡 ） 14.11.86 13.25.24
深川 男子 10000m 下　史典 シモ　フミノリ （ 駒澤大 三重 ） 28.56.24 28.56.24
深川 男子 10000m 高本　真樹 タカモト　マサキ （ 駒澤大 福島 ） 29.58.78 29.11.68
北見 男子 1500m 中西　亮貴 ナカニシ　リキ （ 駒澤大 岐阜 ） 3.55.04 14.08.17
北見 男子 5000m 中西　亮貴 ナカニシ　リキ （ 駒澤大 岐阜 ） 14.08.17 14.08.17
網走 男子 10000m 工藤　有生 クドウ　ナオキ （ 駒澤大 広島 ） 28.25.09 28.23.85
網走 男子 5000m 加藤　淳 カトウ　アツシ （ 駒澤大 兵庫 ） 13.59.03 13.59.03
網走 男子 5000m 中西　亮貴 ナカニシ　リキ （ 駒澤大 岐阜 ） 14.08.17 14.08.17
網走 男子 5000m 藤木　悠太 フジキ　ユウタ （ 駒澤大 長野 ） 14.09.29 14.09.29
網走 男子 5000m 中村　大成 ナカムラ　タイセイ （ 駒澤大 宮城 ） 14.16.13 14.15.26
網走 男子 5000m 小原　拓未 オバラ　タクミ （ 駒澤大 岩手 ） 14.17.83 14.17.83
網走 男子 5000m 小林　歩 コバヤシ　アユム （ 駒澤大 大阪 ） 14.19.08 14.19.08
士別 男子 1500m 齊藤　正輝 サイトウ　マサキ （ 釧路公立大 秋田 ） 3.56.50 3.56.50 北海道推薦
士別 男子 3000m 齊藤　正輝 サイトウ　マサキ （ 釧路公立大 秋田 ） 14.55.45
網走 男子 1500m 齊藤　正輝 サイトウ　マサキ （ 釧路公立大 秋田 ） 3.56.50 3.56.50 北海道推薦
網走 男子 5000m 齊藤　正輝 サイトウ　マサキ （ 釧路公立大 秋田 ） 14.55.46 14.55.46
士別 女子 5000m CHUNG, YUN HEE チョン　ユンヒ （ 慶州市庁 韓国 ） 16.58.53
士別 女子 5000m KANG, SOO JEONG カン　スジョン （ 慶州市庁 韓国 ） 17.08.25
士別 女子 5000m KIM, SU JIN キム　スジン （ 慶州市庁 韓国 ） 17.27.32
北見 男子 5000m KIM, SE JONG キム　セジョン （ 慶北体育高 韓国 ） 15.02.45 15.02.45 韓日・韓国
網走 男子 1500m KIM, SE JONG キム　セジョン （ 慶北体育高 韓国 ） 韓日・韓国
北見 女子 1500m 樺沢　和佳奈 カバサワ　ワカナ （ 慶應義塾大 群馬 ） 4.17.68 4.17.68 韓日・日本
北見 男子 5000m 根岸　祐太 ネギシ　ユウタ （ 慶應義塾大 埼玉 ） 14.34.59 14.34.59
網走 女子 1500m 樺沢　和佳奈 カバサワ　ワカナ （ 慶應義塾大 群馬 ） 4.17.68 4.17.68 韓日・日本
網走 男子 10000m 佐藤　達也 サトウ　タツヤ （ 警視庁 東京 ） 28.38.38 28.38.38
北見 男子 1500m LEE, JUNG KOOK イ　ジョングク （ 建国大 韓国 ） 3.52.18 3.52.18 韓日・韓国
北見 男子 5000m JO, JUN HAENG ジョ　ジュンヘン （ 建国大 韓国 ） 14.23.95 14.23.95 韓日・韓国
北見 男子 5000m LEE, DONG JIN イ　ドンジン （ 建国大 韓国 ） 14.38.77 14.38.77 韓日・韓国
北見 男子 5000m AN, BYEONG SEOK アン　ビョンソク （ 建国大 韓国 ） 14.43.40 14.43.40 韓日・韓国
北見 男子 5000m KIM, TAE JIN キム　テジン （ 建国大 韓国 ） 14.11.15
北見 男子 5000m KANG, SUN BOK カン　スンボク （ 建国大 韓国 ） 14.44.00 韓日・韓国
北見 男子 5000m KIM, SA HYUN キム　サヒョン （ 建国大 韓国 ） 14.51.87 韓日・韓国
網走 男子 10000m KANG, SUN BOK カン　スンボク （ 建国大 韓国 ） 31.01.76 31.01.76 韓日・韓国
網走 男子 5000m LEE, JUNG KOOK イ　ジョングク （ 建国大 韓国 ） 14.23.88 14.23.88 韓日・韓国
網走 男子 5000m JO, JUN HAENG ジョ　ジュンヘン （ 建国大 韓国 ） 14.23.95 14.23.95 韓日・韓国
網走 男子 5000m LEE, DONG JIN イ　ドンジン （ 建国大 韓国 ） 14.38.77 14.38.77 韓日・韓国
網走 男子 5000m AN, BYEONG SEOK アン　ビョンソク （ 建国大 韓国 ） 14.43.40 14.43.40 韓日・韓国
網走 男子 5000m KIM, TAE JIN キム　テジン （ 建国大 韓国 ） 14.11.15
網走 男子 5000m KIM, SA HYUN キム　サヒョン （ 建国大 韓国 ） 14.51.87 韓日・韓国
士別 女子 1500m CHOE, BO WOON チェ　ボウン （ 原州市庁 韓国 ） 4.22.50 4.22.50
深川 女子 1500m CHOE, BO WOON チェ　ボウン （ 原州市庁 韓国 ） 4.22.50 4.22.50
北見 女子 1500m CHOE, BO WOON チェ　ボウン （ 原州市庁 韓国 ） 4.22.50 4.22.50 韓日・韓国



網走 女子 1500m CHOE, BO WOON チェ　ボウン （ 原州市庁 韓国 ） 4.22.50 4.22.50 韓日・韓国
北見 女子 5000mW Ching Siu Nga Jessica チン　スー　ア　ジェシカ （ 香港 HKG ） 23.20.15 陸連
網走 女子 10000mW Ching Siu Nga Jessica チン　スー　ア　ジェシカ （ 香港 HKG ）  48.45.4 陸連
深川 男子 10000m 八巻　雄飛 ヤマキ　ユウト （ 国士館大 福島 ） 29.15.06 29.15.06
深川 男子 10000m 辻田　拓真 ツジタ　タクマ （ 国士館大 神奈川 ） 29.41.45 29.41.45
深川 男子 1500m 川崎　椋太 カワサキ　リョウタ （ 国士館大 福岡 ） 3.50.84 3.50.84
深川 男子 1500m 堂本　将希 ドウモト　ショウキ （ 国士館大 香川 ） 3.54.18 3.54.18
北見 男子 1500m 石川　大和 イシカワ　ヤマト （ 国士館大 福島 ） 3.52.42 3.52.42
北見 男子 5000m 多喜端　夕貴 タキバタ　ユウキ （ 国士館大 香川 ） 14.17.03 14.17.03
北見 男子 5000m 守屋　太貴 モリヤ　タイキ （ 国士館大 静岡 ） 14.33.83 14.33.83
北見 男子 800m 川崎　椋太 カワサキ　リョウタ （ 国士館大 福岡 ） 1.50.46 1.50.46
北見 男子 800m 上原　広太 ウエハラ　コウタ （ 国士館大 神奈川 ） 1.50.78 1.50.78
網走 男子 800m 江原　由弘 エハラ　ヨシヒロ （ 国士館大 東京 ） 1.51.92 1.51.92
網走 男子 800m 江原　由弘 エハラ　ヨシヒロ （ 国士館大 東京 ） 1.51.92 1.51.92
士別 男子 5000m 吉元　真司 ヨシモト　シンジ （ 黒崎播磨 福岡 ） 14.01.66 13.55.71
士別 男子 5000m 久井原　歩 ヒサイバル　アユム （ 黒崎播磨 福岡 ） 14.04.98 13.56.36
深川 男子 10000m 吉元　真司 ヨシモト　シンジ （ 黒崎播磨 福岡 ） 28.54.94 28.35.02
深川 男子 10000m 久井原　歩 ヒサイバル　アユム （ 黒崎播磨 福岡 ） 29.28.75 28.55.53
網走 男子 10000m 設楽　啓太 シタラ　ケイタ （ 埼玉陸協 埼玉 ） 28.43.28 27.51.54
士別 男子 5000m 田部　幹也 タナベ　ミキヤ （ 桜美林大 島根 ） 14.29.34 14.29.34
士別 男子 5000m 坂田　光 サカタ　アキラ （ 桜美林大 熊本 ） 14.36.07 14.36.07
士別 男子 5000m 阿川　大祐 アガワ　ダイスケ （ 桜美林大 島根 ） 14.39.99 14.30.96
士別 男子 1500m 齊藤　涼太 サイトウ　リョウタ （ 札幌学院大 青森 ） 3.55.97 3.55.97 北海道推薦
士別 男子 1500m 田中　佑典 タナカ　ユウスケ （ 札幌学院大 北海道 ） 3.59.44 3.59.44 北海道推薦
士別 男子 5000m 舛澤　凌 マスザワ　リョウ （ 札幌学院大 北海道 ） 14.54.27 14.43.34
深川 男子 1500m 齊藤　涼太 サイトウ　リョウタ （ 札幌学院大 青森 ） 3.55.97 3.55.97 北海道推薦
深川 男子 1500m 田中　佑典 タナカ　ユウスケ （ 札幌学院大 北海道 ） 3.57.03 3.57.03 北海道推薦
深川 男子 1500m 佐々木　祐介 ササキ　ユウスケ （ 札幌学院大 北海道 ） 3.57.78 3.57.78 北海道推薦
北見 男子 1500m 齊藤　涼太 サイトウ　リョウタ （ 札幌学院大 青森 ） 3.55.97 3.55.97 北海道推薦
北見 男子 1500m 岩本　元汰 イワモト　ゲンタ （ 札幌学院大 北海道 ） 3.57.38 3.57.38 北海道推薦
北見 男子 1500m 原田　響 ハラダ　ヒビキ （ 札幌学院大 北海道 ） 3.59.87 3.59.87 北海道推薦
北見 男子 800m 佐々木　祐介 ササキ　ユウスケ （ 札幌学院大 北海道 ） 1.53.65 1.53.65
北見 男子 800m 田中　佑典 タナカ　ユウスケ （ 札幌学院大 北海道 ） 1.53.91 1.53.91
北見 男子 800m 斉川　遥 サイカワ　ハルカ （ 札幌学院大 北海道 ） 1.54.34 1.54.34
網走 男子 1500m 齊藤　涼太 サイトウ　リョウタ （ 札幌学院大 青森 ） 3.55.97 3.55.97 北海道推薦
網走 男子 1500m 岩本　元汰 イワモト　ゲンタ （ 札幌学院大 北海道 ） 3.57.38 3.57.38 北海道推薦
網走 男子 1500m 原田　響 ハラダ　ヒビキ （ 札幌学院大 北海道 ） 3.59.87 3.59.87 北海道推薦
網走 男子 800m 佐々木　祐介 ササキ　ユウスケ （ 札幌学院大 北海道 ） 1.53.65 1.53.65
網走 男子 800m 田中　佑典 タナカ　ユウスケ （ 札幌学院大 北海道 ） 1.53.91 1.53.91
網走 男子 800m 斉川　遥 サイカワ　ハルカ （ 札幌学院大 北海道 ） 1.54.34 1.54.34
士別 男子 1500m 石田　光輝 イシダ　コウキ （ 札幌山の手高 北海道 ） 3.55.13 3.55.13 北海道推薦
士別 男子 5000m ローレンス　グレ ローレンス　グレ （ 札幌山の手高 北海道 ） 13.57.43 13.57.43
士別 男子 5000m 金橋　佳佑 カナハシ　ケイスケ （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.24.07 14.24.07
士別 男子 5000m 宮内　明人 ミヤウチ　アキヒト （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.45.09 14.45.09
士別 男子 5000m 勝浦　小太郎 カツウラ　コタロウ （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.52.57 14.52.57
士別 男子 5000m 松尾　陸 マツオ　リク （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.58.52 14.58.52
北見 男子 5000m ローレンス　グレ ローレンス　グレ （ 札幌山の手高 北海道 ） 13.57.43 13.57.43
北見 男子 5000m 金橋　佳佑 カナハシ　ケイスケ （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.24.07 14.24.07
北見 男子 5000m 松尾　陸 マツオ　リク （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.41.92 14.41.92
北見 男子 5000m 石田　光輝 イシダ　コウキ （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.43.29 14.43.29
北見 男子 5000m 宮内　明人 ミヤウチ　アキヒト （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.45.09 14.45.09
北見 男子 5000m 村上　航大 ムラカミ　コウダイ （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.48.84 14.48.84
北見 男子 5000m 清水上　諒 シミズガミ　マコト （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.52.15 14.52.15
北見 男子 5000m 勝浦　小太郎 カツウラ　コタロウ （ 札幌山の手高 北海道 ） 14.52.57 14.52.57
北見 男子 5000m 齋藤　晃太 サイトウ　コウタ （ 札幌日大高 北海道 ） 14.30.62 14.30.62
北見 男子 5000m 杉本　龍陽 スギモト　リュウキ （ 札幌日大高 北海道 ） 14.38.37 14.38.37
網走 男子 5000m 齋藤　晃太 サイトウ　コウタ （ 札幌日大高 北海道 ） 14.30.62 14.30.62
網走 男子 5000m 杉本　龍陽 スギモト　リュウキ （ 札幌日大高 北海道 ） 14.38.37 14.38.37
深川 男子 10000m 永戸　聖 ナガト　ショウ （ 山梨学院大 岩手 ） 29.06.89 29.06.89
深川 男子 10000m 久保　和馬 クボ　カズマ （ 山梨学院大 山梨 ） 29.20.90 29.20.90
北見 女子 800m 戸谷　温海 トタニ　アツミ （ 山梨学院大 大阪 ） 2.06.93 2.06.93 韓日・日本
網走 女子 1500m 戸谷　温海 トタニ　アツミ （ 山梨学院大 大阪 ） 2.06.93 2.06.93 韓日・日本
網走 男子 10000m ドミニク・ニャイロ ドミニク・ニャイロ （ 山梨学院大 山梨 ） 27.56.47 27.56.47
網走 男子 800m 瀬戸口　大地 セトグチ　ダイチ （ 山梨学院大 熊本 ） 1.50.01 1.50.01
士別 女子 3000m 真柄　碧 マカラ　アオイ （ 資生堂 東京 ） 9.30.37 9.30.37
深川 女子 1500m 吉川　侑美 ヨシカワ　ユミ （ 資生堂 東京 ） 4.27.42 4.27.42
深川 女子 1500m 真柄　碧 マカラ　アオイ （ 資生堂 東京 ） 4.32.12 4.27.03
深川 女子 3000m 池田　睦美 イケダ　ムツミ （ 資生堂 東京 ） 9.42.48 9.11.40
北見 女子 10000m 池田　睦美 イケダ　ムツミ （ 資生堂 東京 ） 33.39.00 33.02.62
北見 女子 1500m 須永　千尋 スナガ　チヒロ （ 資生堂 東京 ） 4.19.74 4.14.99
北見 女子 5000m 吉川　侑美 ヨシカワ　ユミ （ 資生堂 東京 ） 15.56.63 15.49.02
網走 女子 3000m 吉川　侑美 ヨシカワ　ユミ （ 資生堂 東京 ） 9.19.65 9.13.62
網走 女子 3000m 真柄　碧 マカラ　アオイ （ 資生堂 東京 ） 9.30.37 9.30.37
網走 女子 3000m 須永　千尋 スナガ　チヒロ （ 資生堂 東京 ） 9.35.71 9.20.51
網走 女子 5000m 池田　睦美 イケダ　ムツミ （ 資生堂 東京 ） 16.14.73 15.41.49
深川 男子 10000m 平賀　喜裕 ヒラガ　ヨシヒロ （ 自衛隊体育学校 埼玉 ） 28.53.52 28.53.52
深川 男子 10000m 石田　亮 イシタ　リョウ （ 自衛隊体育学校 埼玉 ） 29.32.81 29.08.19
北見 男子 800m 高木　駿一 タカキ　シュンイチ （ 鹿屋体育大 長崎 ） 1.49.22 1.49.22 韓日・日本
網走 男子 800m 高木　駿一 タカキ　シュンイチ （ 鹿屋体育大 長崎 ） 1.49.22 1.48.22 韓日・日本
士別 男子 5000m 吉里　駿 ヨシザト　シュン （ 駿河台大 福岡 ） 14.36.77 14.36.77
深川 男子 10000m 吉里　駿 ヨシザト　シュン （ 駿河台大 福岡 ） 14.25.83
網走 女子 5000m 今村　 咲織 イマムラ　サオリ （ 順天堂大 神奈川 ） 16.03.50 16.03.50
網走 女子 5000m 今村　 咲織 イマムラ　サオリ （ 順天堂大 神奈川 ） 16.03.50 16.03.50
網走 男子 10000m 塩尻　和也 シオジリ　カズヤ （ 順天堂大 群馬 ） 28.35.44 28.32.85
網走 男子 10000m 橋本　龍一 ハシモト　リュウイチ （ 順天堂大 神奈川 ） 29.16.71 29.16.71
網走 男子 10000m 清水　颯大 シミズ　ソウダイ （ 順天堂大 京都 ） 29.20.79 29.20.79



網走 男子 10000m 金原　弘直 キンパラ　ヒロナオ （ 順天堂大 静岡 ） 29.31.58 29.31.58
網走 男子 10000m 花澤　賢人 ハナザワ　ケント （ 順天堂大 千葉 ） 30.03.16 28.49.96
網走 男子 5000m 栃木　渡 トチギ　ワタル （ 順天堂大 栃木 ） 13.58.04 13.58.04
網走 男子 5000m 野田　一輝 ノダ　カズキ （ 順天堂大 山口 ） 14.12.07 14.12.07
網走 男子 5000m 江口　智耶 エグチ　トモヤ （ 順天堂大 福岡 ） 14.16.30 14.15.45
網走 男子 5000m 馬場　スタン恵 ババ　スタンケイ （ 順天堂大 栃木 ） 14.16.51 14.16.51
網走 男子 5000m 野口　雄大 ノグチ　ユウダイ （ 順天堂大 千葉 ） 14.37.34 14.18.74
北見 女子 5000m 山本　彩乃 ヤマモト　アヤノ （ 小島プレス 愛知 ） 15.56.97 15.56.97
網走 女子 5000m 山本　彩乃 ヤマモト　アヤノ （ 小島プレス 愛知 ） 15.56.97 15.56.97
士別 女子 5000m 鹿内　弥生 シカナイ　ヤヨイ （ 松蔭大 青森 ） 9.48.77
士別 女子 3000m 緒方　美咲 オガタ　ミサキ （ 松山大 徳島 ） 9.21.49 9.21.49
士別 女子 3000m 藤原　あかね フジワラ　アカネ （ 松山大 愛媛 ） 9.25.12 9.25.12
士別 女子 3000m 永易　七海希 ナガヤス　ナミキ （ 松山大 愛媛 ） 9.47.71 9.43.65
士別 女子 3000m 八木　遥 ヤギ　ハルカ （ 松山大 愛媛 ） 9.47.12 16.49.53
深川 女子 1500m 岡田　佳子 オカダ　カコ （ 松山大 愛媛 ） 4.23.95 4.23.16
深川 女子 3000m 緒方　美咲 オガタ　ミサキ （ 松山大 徳島 ） 9.21.49 9.21.49
深川 女子 3000m 藤原　瑠奈 フジワラ　ルナ （ 松山大 栃木 ） 9.27.49 9.27.49
北見 女子 10000m 古谷　奏 フルヤ　カナデ （ 松山大 愛媛 ） 32.56.78 32.56.78
北見 女子 1500m 高見澤　安珠 タカミザワ　アンジュ （ 松山大 愛媛 ） 4.26.88 4.25.61
北見 女子 5000m 藤原　あかね フジワラ　アカネ （ 松山大 愛媛 ） 15.56.72 15.56.72
北見 女子 5000m 八木　遥 ヤギ　ハルカ （ 松山大 愛媛 ） 16.49.53 16.49.53
北見 女子 5000m 上杉　円香 ウエスギ　マドカ （ 松山大 大分 ） 9.32.69 16.11.79
北見 女子 5000mW 藤田　喜子 フジタ　ヨシコ （ 松山大 愛媛 ） 24.13.10
網走 女子 10000mW 藤田　喜子 フジタ　ヨシコ （ 松山大 愛媛 ） 49.34.53 49.34.53
網走 女子 3000m 緒方　美咲 オガタ　ミサキ （ 松山大 徳島 ） 9.21.49 9.21.49
網走 女子 3000m 藤原　瑠奈 フジワラ　ルナ （ 松山大 栃木 ） 9.27.49 9.27.49
網走 女子 3000m 永易　七海希 ナガヤス　ナミキ （ 松山大 愛媛 ） 9.47.71 9.43.65
網走 女子 3000mSC 高見沢　里歩 タカミサワ　リホ （ 松山大 愛媛 ） 10.05.81 10.05.81
網走 女子 3000mSC 高見澤　安珠 タカミザワ　アンジュ （ 松山大 愛媛 ） 9.44.22 9.44.22
網走 女子 5000m 高見沢　里歩 タカミサワ　リホ （ 松山大 愛媛 ） 15.46.12 15.46.12
網走 女子 5000m 緒方　美咲 オガタ　ミサキ （ 松山大 徳島 ） 15.49.26 15.49.26
網走 女子 5000m 岡田　佳子 オカダ　カコ （ 松山大 愛媛 ） 16.22.77 16.22.77
北見 女子 5000m 原田　まつり ハラダ　マツリ （ 樟南高 鹿児島 ） 9.23.24
北見 男子 5000m 山下　晃一朗 ヤマシタ　コウイチロウ （ 上智大 愛知 ） 14.50.03 14.50.03
北見 男子 5000m 外山　正一郎 ソトヤマ　ショウイチロウ （ 上智大 千葉 ） 14.55.71 14.55.71
北見 男子 800m 川本　新 カワモト　アラタ （ 上智大 愛知 ） 1.54.34 1.54.34
深川 男子 10000m 金子　元気 カネコ　ゲンキ （ 城西大 埼玉 ） 29.10.04 29.10.04
深川 男子 10000m 梶川　由稀 カジカワ　ヨシキ （ 城西大 愛知 ） 14.31.92
北見 女子 10000m 福居　紗希 フクイ　サキ （ 城西大 富山 ） 32.38.29 32.38.29
北見 女子 1500m 上田　未奈 ウエダ　ミナ （ 城西大 千葉 ） 4.17.08 4.17.08
北見 女子 5000m 小笠原　晴季 オガサワラ　ハルキ （ 城西大 千葉 ） 16.12.06 16.12.06
北見 女子 5000m 相原　もこ アイハラ　モコ （ 城西大 富山 ） 16.53.74 16.53.74
北見 男子 800m 高橋　竜平 タカハシ　リュウヘイ （ 城西大 神奈川 ） 1.49.99 1.49.99 韓日・日本
網走 女子 1500m 上田　未奈 ウエダ　ミナ （ 城西大 千葉 ） 4.17.08 4.17.08
網走 女子 5000m 小笠原　晴季 オガサワラ　ハルキ （ 城西大 千葉 ） 16.12.06 16.12.06
網走 女子 5000m 相原　もこ アイハラ　モコ （ 城西大 富山 ） 16.53.74 16.53.74
網走 男子 5000m 中島　公平 ナカジマ　コウヘイ （ 城西大 茨城 ） 13.54.72 13.54.72
網走 男子 800m 高橋　竜平 タカハシ　リュウヘイ （ 城西大 神奈川 ） 1.49.99 1.49.99 韓日・日本
網走 男子 800m 渡辺　光 ワタナベ　ヒカル （ 新庄市役所 山形 ） 1.51.88 1.51.88
深川 男子 10000m 鈴木　祐希 スズキ　ユウキ （ 神奈川大 愛知 ） 28.52.99 28.52.99
深川 男子 10000m 大塚　倭 オオツカ　ヤマト （ 神奈川大 京都 ） 29.10.60 29.10.60
深川 男子 10000m 宗　直輝 ソウ　ナオキ （ 神奈川大 佐賀 ） 29.16.83 29.16.83
深川 男子 10000m 荻野　太成 オギノ　タイセイ （ 神奈川大 静岡 ） 29.17.50 29.17.50
深川 男子 10000m 大野　日暉 オオノ　ハルキ （ 神奈川大 愛知 ） 29.18.49 29.18.49
深川 男子 10000m 多和田　涼介 タワダ　リョウスケ （ 神奈川大 愛知 ） 29.20.82 29.20.82
深川 男子 10000m 越川　堅太 コシカワ　ケンタ （ 神奈川大 神奈川 ） 29.20.95 29.20.95
深川 男子 10000m 枝村　高輔 エダムラ　コウスケ （ 神奈川大 静岡 ） 29.30.59 29.30.59
深川 男子 10000m 安藤　駿 アンドウ　シュン （ 神奈川大 秋田 ） 29.43.55 29.43.55
深川 男子 10000m 安田　共貴 ヤスダ　トモキ （ 神奈川大 福岡 ） 29.50.51 29.50.51
網走 男子 10000m 山藤　篤司 ヤマトウ　アツシ （ 神奈川大 愛知 ） 28.29.43 28.29.43
網走 男子 10000m 鈴木　健吾 スズキ　ケンゴ （ 神奈川大 愛媛 ） 28.30.16 28.30.16
網走 男子 5000m 鈴木　祐希 スズキ　ユウキ （ 神奈川大 愛知 ） 14.09.24 14.09.24
北見 女子 800m 平野　綾子 ヒラノ　アヤコ （ 水戸信用金庫 茨城 ） 2.06.13 2.05.16 韓日・日本
網走 女子 800m 平野　綾子 ヒラノ　アヤコ （ 水戸信用金庫 茨城 ） 2.06.13 2.05.16 韓日・日本
網走 男子 5000m 橋口　大希 ﾊｼｸﾞﾁ　ﾋﾛｷ （ 成田高 千葉 ） 14.47.20 14.47.20
北見 男子 800m 山根　康太 ヤマネ　コウタ （ 成蹊大 愛知 ） 1.53.12 1.53.12
深川 男子 1500m 滋野　聖也 シゲノ　セイヤ （ 星槎道都大 神奈川 ） 3.54.95 北海道推薦
北見 男子 5000m 松舘　悠斗 マツダテ　ユウト （ 星槎道都大 岩手 ） 14.41.80 14.30.43
網走 男子 3000mSC 滋野　聖也 シゲノ　セイヤ （ 星槎道都大 神奈川 ） 8.52.73 8.52.73
網走 男子 5000m 松舘　悠斗 マツダテ　ユウト （ 星槎道都大 岩手 ） 14.41.80 14.30.43
網走 男子 5000m 原　由幸 ハラ　ヨシユキ （ 星槎道都大 神奈川 ） 14.48.95 14.45.21
北見 男子 800m 斎藤　未藍 サイトウ　ミラン （ 青山学院大 神奈川 ） 1.48.74 1.48.74 韓日・日本
網走 男子 800m 斎藤　未藍 サイトウ　ミラン （ 青山学院大 神奈川 ） 1.48.74 1.48.74 韓日・日本
北見 女子 10000m 桑原　彩 クワハラ　サヤカ （ 積水化学 千葉 ） 32.14.43 15.44.99
北見 女子 10000m 湯澤　ほのか ユザワ　ホノカ （ 積水化学 千葉 ） 33.20.69 16.06.71
網走 女子 3000m 宇田川　侑希 ウダガワ　ユウキ （ 積水化学 千葉 ） 9.27.16 9.17.72
網走 女子 3000m 尾西　美咲 オニシ　ミサキ （ 積水化学 千葉 ） 9.05.45 15.19.37
網走 女子 3000mSC 森　智香子 モリ　チカコ （ 積水化学 千葉 ） 9.45.27 9.45.27
網走 女子 5000m 尾西　美咲 オニシ　ミサキ （ 積水化学 千葉 ） 15.19.37 15.16.82
北見 女子 5000mW 吉住　友希 ヨシズミ　ユキ （ 千葉県立保健医療大 千葉 ） 22.22.29 22.22.29 陸連
網走 女子 10000mW 吉住　友希 ヨシズミ　ユキ （ 千葉県立保健医療大 千葉 ） 46.21.11 46.21.11 陸連
網走 男子 5000m 長谷川　柊 ハセガワ　シュウ （ 専修大 新潟 ） 14.00.26 14.00.26
網走 男子 5000m 宮坂　俊輔 ミヤサカ　シュンスケ （ 川崎市陸協 神奈川 ） 14.24.17 14.11.86
深川 男子 10000m 三澤 匠 ミサワ　タクミ （ 創価大 福井 ） 29.46.21 29.46.21
網走 男子 10000m ムソニ ムイル ムソニ　ムイル （ 創価大 東京 ） 28.19.14 28.19.14
網走 男子 5000m 米満 怜 ヨネミツ　レン （ 創価大 福岡 ） 14.24.10 14.24.10



網走 男子 5000m 上田 結也 ウエダ　ユウヤ （ 創価大 熊本 ） 14.42.98 14.37.10
深川 男子 10000m 太田　智樹 オオタ　トモキ （ 早稲田大 静岡 ） 29.17.37 29.17.37
深川 男子 10000m 清水　歓太 シミズ　カンタ （ 早稲田大 群馬 ） 29.24.33 29.24.33
深川 男子 10000m 光延　誠 ミツノブ　マコト （ 早稲田大 佐賀 ） 29.30.28 29.03.47
深川 男子 10000m 安井　雄一 ヤスイ　ユウイチ （ 早稲田大 千葉 ） 29.32.63 29.07.01
深川 男子 10000m 石田　康幸 イシダ　ヤスユキ （ 早稲田大 静岡 ） 29.38.81 29.38.81
北見 男子 5000m 太田　智樹 オオタ　トモキ （ 早稲田大 静岡 ） 14.13.81 14.05.92
北見 男子 5000m 安井　雄一 ヤスイ　ユウイチ （ 早稲田大 千葉 ） 14.13.89 14.09.39
北見 男子 5000m 石田　康幸 イシダ　ヤスユキ （ 早稲田大 静岡 ） 14.16.29 14.16.29
北見 男子 5000m 吉田　匠 ヨシダ　タクミ （ 早稲田大 京都 ） 14.17.53 14.17.53
北見 男子 5000m 清水　歓太 シミズ　カンタ （ 早稲田大 群馬 ） 14.20.09 14.08.97
網走 女子 10000mW 溝口　友己歩 ミゾグチ　ユキホ （ 早稲田大 長野 ） 46.19,49 46.19,49
網走 男子 5000m 光延　誠 ミツノブ　マコト （ 早稲田大 佐賀 ） 13.53.08 13.53.08
網走 男子 5000m 永山　博基 ナガヤマ　ヒロキ （ 早稲田大 鹿児島 ） 14.02.35 13.58.81
網走 男子 5000m 宍倉　健浩 シシクラ　タケヒロ （ 早稲田大 東京 ） 14.04.54 14.04.54
網走 男子 5000m 藤原　滋記 フジワラ　シゲキ （ 早稲田大 兵庫 ） 14.13.45 14.08.36
網走 男子 5000m 渕田　拓臣 フチダ　タクミ （ 早稲田大 京都 ） 14.19.37 14.19.37
網走 男子 5000m 真柄　光佑 マガラ　コウスケ （ 早稲田大 埼玉 ） 14.35.33 14.35.33
網走 男子 800m 西久保　達也 ニシクボ　タツヤ （ 早稲田大 埼玉 ） 1.48.40 1.48.40 韓日・日本
北見 男子 1500m 岡﨑　達郎 オカザキ　タツロウ （ 大阪ガス 大阪 ） 3.43.63 3.42.58
北見 男子 1500m 廣瀨　大貴 ヒロセ　ダイキ （ 大阪ガス 大阪 ） 3.46.17 3.42.15
北見 男子 5000m 籔下　響大 ヤブシタ　キョウタ （ 大阪ガス 大阪 ） 13.56.40 13.56.40
網走 男子 1500m 岡﨑　達郎 オカザキ　タツロウ （ 大阪ガス 大阪 ） 3.43.63 3.42.58
網走 男子 5000m 籔下　響大 ヤブシタ　キョウタ （ 大阪ガス 大阪 ） 13.56.40 13.56.40
網走 男子 5000m 今﨑　俊樹 イマザキ　トシキ （ 大阪ガス 大阪 ） 13.57.35 13.57.35
網走 男子 5000m 廣瀨　大貴 ヒロセ　ダイキ （ 大阪ガス 大阪 ） 14.02.32 13.42.59
網走 男子 5000m 岡﨑　達郎 オカザキ　タツロウ （ 大阪ガス 大阪 ） 14.11.13 13.53.88
北見 女子 10000m 清水　真帆 シミズ　マホ （ 大阪学院大学 大阪 ） 32.49.18 32.49.18
北見 女子 10000m 水口　瞳 ミズグチ　ヒトミ （ 大阪学院大学 静岡 ） 33.38.63 33.38.63
北見 女子 10000m 金子　由依 カネコ　ユイ （ 大阪学院大学 静岡 ） 33.57.39 33.57.39
北見 女子 10000m 加藤　みちる カトウ　ミチル （ 大阪学院大学 熊本 ） 33.59.21 33.59.21
北見 女子 5000m 高谷　愛奈 タカタニ　アイナ （ 大阪学院大学 兵庫 ） 16.09.97 16.09.97
北見 女子 5000m 岡本　奈々依 オカモト　ナナヨ （ 大阪学院大学 愛知 ） 16.31.98 16.31.98
北見 女子 5000m 谷川　愛美 タニガワ　マナミ （ 大阪学院大学 山口 ） 16.37.24 16.37.24
北見 女子 5000m 河合　咲季 カワイ　サキ （ 大阪学院大学 愛知 ） 16.58.21 16.58.21
北見 女子 5000m 橋本　晴圭 ハシモト　ハルカ （ 大阪学院大学 和歌山 ） 16.58.87 16.58.87
北見 女子 5000m 戸田　朱音 トダ　アカネ （ 大阪学院大学 兵庫 ） 16.59.33 16.59.33
網走 女子 3000m 戸田　朱音 トダ　アカネ （ 大阪学院大学 兵庫 ） 9.28.14 9.28.14
網走 女子 5000m 水口　瞳 ミズグチ　ヒトミ （ 大阪学院大学 静岡 ） 15.57.73 15.57.73
網走 女子 5000m 清水　真帆 シミズ　マホ （ 大阪学院大学 大阪 ） 16.03.59 16.03.59
網走 女子 5000m 高谷　愛奈 タカタニ　アイナ （ 大阪学院大学 兵庫 ） 16.09.97 16.09.97
網走 女子 5000m 岡本　奈々依 オカモト　ナナヨ （ 大阪学院大学 愛知 ） 16.31.98 16.31.98
網走 女子 5000m 谷川　愛美 タニガワ　マナミ （ 大阪学院大学 山口 ） 16.37.24 16.37.24
網走 女子 5000m 加藤　みちる カトウ　ミチル （ 大阪学院大学 熊本 ） 16.40.69 16.40.69
網走 女子 5000m 河合　咲季 カワイ　サキ （ 大阪学院大学 愛知 ） 16.58.21 16.58.21
網走 女子 5000m 橋本　晴圭 ハシモト　ハルカ （ 大阪学院大学 和歌山 ） 16.58.87 16.58.87
網走 女子 5000m 金子　由依 カネコ　ユイ （ 大阪学院大学 静岡 ） 16.59.42 16.59.42
深川 女子 10000m 長濱　夕海香 ナガハマ　ユミカ （ 大阪芸術大 神奈川 ） 16.09.01 16.09.01
深川 女子 10000m 山本　明日香 ヤマモト　アスカ （ 大阪芸術大 和歌山 ） 16.13.14 16.13.14
深川 女子 10000m 澤山　佳世 サワヤマ　カヨ （ 大阪芸術大 奈良 ） 16.32.20 16.32.20
深川 女子 10000m 永井　智里 ナガイ　チサト （ 大阪芸術大 大阪 ） 16.32.26
深川 女子 10000m 片岡　秀美 カタオカ　ヒデミ （ 大阪芸術大 高知 ） 9.33.74
士別 女子 3000m 内田　梨絵 ウチダ　リエ （ 大塚製薬 徳島 ） 10.03.78 9.34.42 16.39.60
士別 女子 3000m 秋山　あみる アキヤマ　アミル （ 大塚製薬 徳島 ） 9.25.16 9.24.34
士別 女子 3000m 井上　彩花 イノウエ　アヤカ （ 大塚製薬 徳島 ） 9.25.80 9.18.67
士別 女子 3000m 福良　郁美 フクラ　イクミ （ 大塚製薬 徳島 ） 9.29.39 9.29.39
士別 女子 3000m 和田　紗季 ワダ　サキ （ 大塚製薬 徳島 ） 9.31.20 9.31.20
士別 女子 3000m 川内　理江 カワウチ　リエ （ 大塚製薬 徳島 ） 9.36.98 9.20.52
士別 女子 3000m 岡田　唯 オカダ　ユイ （ 大塚製薬 徳島 ） 9.41.16 9.13.41
深川 女子 1500m 秋山　あみる アキヤマ　アミル （ 大塚製薬 徳島 ） 4.25.42 4.23.41
深川 女子 1500m 和田　紗季 ワダ　サキ （ 大塚製薬 徳島 ） 4.25.43 4.25.43
深川 男子 10000m 野田　一貴 ノダ　カズキ （ 大塚製薬 徳島 ） 29.12.28 28.59.66
深川 男子 10000m 上門　大祐 ウエカド　ダイスケ （ 大塚製薬 徳島 ） 29.19.47 28.48.22
北見 男子 1500m 松本　葵 マツモト　アオイ （ 大塚製薬 徳島 ） 3.46.68 3.43.32
深川 男子 5000m 上村　和生 ウエムラ　カズキ （ 大塚製薬 徳島 ） 14.07.08 13.57.17 28.37.24
北見 女子 10000m 井上　彩花 イノウエ　アヤカ （ 大塚製薬 徳島 ） 33.31.36 32.54.01
北見 女子 10000m 岡田　唯 オカダ　ユイ （ 大塚製薬 徳島 ） 33.52.21 33.04.24
北見 女子 10000m 内田　梨絵 ウチダ　リエ （ 大塚製薬 徳島 ） 34.43.21 34.43.21 16.39.60
北見 女子 10000m 川内　理江 カワウチ　リエ （ 大塚製薬 徳島 ） 34.51.61 33.18.91 16.08.62
北見 女子 10000m 福良　郁美 フクラ　イクミ （ 大塚製薬 徳島 ） 16.13.18
北見 女子 800m 和田　紗季 ワダ　サキ （ 大塚製薬 徳島 ） 2.17.96 2.17.96
北見 女子 800m 秋山　あみる アキヤマ　アミル （ 大塚製薬 徳島 ） 2.20.38 2.11.18
北見 男子 3000m 秦　将吾 ハタ　ショウゴ （ 大塚製薬 徳島 ） 13.40.79 13.40.79
網走 女子 1500m 秋山　あみる アキヤマ　アミル （ 大塚製薬 徳島 ） 4.25.42 4.23.41
網走 女子 1500m 和田　紗季 ワダ　サキ （ 大塚製薬 徳島 ） 4.25.43 4.25.43
網走 女子 5000m 井上　彩花 イノウエ　アヤカ （ 大塚製薬 徳島 ） 16.06.58 15.52.96
網走 女子 5000m 川内　理江 カワウチ　リエ （ 大塚製薬 徳島 ） 16.08.62 15.41.60
網走 女子 5000m 福良　郁美 フクラ　イクミ （ 大塚製薬 徳島 ） 16.13.18 16.13.18
網走 女子 5000m 岡田　唯 オカダ　ユイ （ 大塚製薬 徳島 ） 16.21.57 15.57.11
網走 女子 5000m 内田　梨絵 ウチダ　リエ （ 大塚製薬 徳島 ） 16.39.60 16.27.88
網走 男子 10000m 上村　和生 ウエムラ　カズキ （ 大塚製薬 徳島 ） 28.37.24 28.35.96
網走 男子 3000mSC 松本　葵 マツモト　アオイ （ 大塚製薬 徳島 ） 8.36.40 8.30.49
網走 男子 5000m 秦　将吾 ハタ　ショウゴ （ 大塚製薬 徳島 ） 13.40.79 13.40.79
網走 男子 5000m 野田　一貴 ノダ　カズキ （ 大塚製薬 徳島 ） 13.58.86 13.58.86
網走 男子 5000m 上門　大祐 ウエカド　ダイスケ （ 大塚製薬 徳島 ） 14.06.13 14.06.13
北見 女子 1500m 大宅　楓 オオヤ　カエデ （ 大東建託パートナーズ 東京 ） 4.29.47 4.29.47



北見 女子 800m 大宅　楓 オオヤ　カエデ （ 大東建託パートナーズ 東京 ） 2.08.23 2.07.47
網走 女子 1500m 大宅　楓 オオヤ　カエデ （ 大東建託パートナーズ 東京 ） 4.29.47 4.29.47
北見 男子 800m 神戸　航輝 カンベ　コウキ （ 大東文化大 群馬 ） 1.50.12 1.50.12 韓日・日本
網走 男子 1500m 神戸　航輝 カンベ　コウキ （ 大東文化大 群馬 ） 1.50.12 1.50.12 韓日・日本
網走 女子 5000m マータ　モカヤ マータ　モカヤ （ 大分東明高 大分 ） 15.13.81 15.13.81
網走 女子 5000m 宮城　亜支亜 ミヤギ　エイジア （ 大分東明高 大分 ） 16.06.19 16.06.19
網走 男子 10000m ベヌエル　モゲニ ベヌエル　モゲニ （ 大分東明高 大分 ） 13.43.37
士別 女子 5000m 松本　亜子 マツモト　アコ （ 大牟田高 福岡 ） 16.20.79 15.58.00
士別 女子 3000m 湯田　向日葵 ユダ　ヒマワリ （ 第一生命グループ 東京 ） 9.21.18 9.21.18
士別 女子 5000m 佐々木　文華 ササキ　フミカ （ 第一生命グループ 東京 ） 15.50.47 15.50.47
深川 女子 1500m 飯野　摩耶 イイノ　マヤ （ 第一生命グループ 東京 ） 4.12.41 4.12.41
深川 女子 1500m 湯田　向日葵 ユダ　ヒマワリ （ 第一生命グループ 東京 ） 4.26.78 4.26.78
深川 女子 3000m 佐々木　文華 ササキ　フミカ （ 第一生命グループ 東京 ） 9.26.85 9.23.11
北見 女子 5000m 湯田　向日葵 ユダ　ヒマワリ （ 第一生命グループ 東京 ） 15.48.30 15.48.30
北見 女子 5000m 佐々木　文華 ササキ　フミカ （ 第一生命グループ 東京 ） 15.50.47 15.50.47
網走 女子 1500m 飯野　摩耶 イイノ　マヤ （ 第一生命グループ 東京 ） 4.12.41 4.12.41
網走 女子 5000m 上原 美幸 ウエハラ　ミユキ （ 第一生命グループ 東京 ） 15.23.41 15.21.40
士別 男子 1500m 木村　直也 キムラ　ナオヤ （ 滝川市陸協 北海道 ） 3.49.64 3.48.77
深川 男子 1500m 木村　直也 キムラ　ナオヤ （ 滝川市陸協 北海道 ） 3.49.64 3.48.77
北見 男子 1500m 木村　直也 キムラ　ナオヤ （ 滝川市陸協 北海道 ） 3.49.64 3.48.77
深川 女子 10000m 佐野　英里佳 サノ　エリカ （ 拓殖大 千葉 ） 9.41.99
北見 男子 5000m KIM, HONG GON キム　ホンゴン （ 丹陽高 韓国 ） 14.56.00 韓日・韓国
北見 男子 800m KIM, JONG HUN キム　ジョンフン （ 丹陽高 韓国 ） 1.53.96 韓日・韓国
網走 男子 5000m KIM, HONG GON キム　ホンゴン （ 丹陽高 韓国 ） 14.56.00 14.56.00 韓日・韓国
網走 男子 800m KIM, JONG HUN キム　ジョンフン （ 丹陽高 韓国 ） 1.53.96 韓日・韓国
北見 女子 5000m 上田 雪菜 ウエダ ユキナ （ 筑波大 奈良 ） 16.11.59 16.11.59
北見 男子 1500m 小林　航央 コバヤシ　コオウ （ 筑波大 茨城 ） 3.46.35 3.46.35 韓日・日本
網走 女子 5000m 上田 雪菜 ウエダ ユキナ （ 筑波大 奈良 ） 16.11.59  16.11.59
網走 女子 5000m 狩野 早耶 カノウ サヤ （ 筑波大 北海道 ） 16.46.73 16.46.73
網走 男子 5000m 武田　勇美 タケダ　イサミ （ 筑波大 神奈川 ） 14.35.05 14.34.05
網走 男子 1500m 小林　航央 コバヤシ　コオウ （ 筑波大 茨城 ） 3.46.35 3.46.35 韓日・日本
網走 男子 5000m 森田　佳祐 モリタ　ケイスケ （ 筑波大 千葉 ） 13.51.97 13.51.97
網走 男子 5000m 金丸　逸樹 カネマル　イツキ （ 筑波大 長崎 ） 14.49.69 14.44.96
深川 男子 10000m 高砂　大地 タカサゴ　ダイチ （ 中央学院大 大阪 ） 28.54.13 28.54.13
深川 男子 10000m 大森　澪 オオモリ　レイ （ 中央学院大 大阪 ） 29.06.71 29.06.71
深川 男子 10000m 光武　洋 ミツタケ　ヒロシ （ 中央学院大 大阪 ） 29.20.94 29.20.94
深川 男子 10000m 市山　翼 イチヤマ　ツバサ （ 中央学院大 千葉 ） 29.23.93 29.23.93
深川 男子 10000m 藤田　大智 フジタ　ダイチ （ 中央学院大 兵庫 ） 29.32.88 29.32.88
深川 男子 10000m 福岡　海統 フクオカ　カイト （ 中央学院大 埼玉 ） 29.35.88 29.35.88
深川 男子 10000m 實政　瑛久 ジツマサ　テルヒサ （ 中央学院大 広島 ） 29.40.73 29.40.73
深川 男子 10000m 横川　巧 ヨコカワ　タクミ （ 中央学院大 群馬 ） 13.52.45
深川 男子 10000m 新井　翔理 アライ　ショウリ （ 中央学院大 群馬 ） 13.57.08
深川 男子 10000m 廣　佳樹 ヒロ　ヨシキ （ 中央学院大 兵庫 ） 14.03.47
深川 男子 10000m 髙橋　翔也 タカハシ　ショウヤ （ 中央学院大 千葉 ） 14.13.74
深川 男子 10000m 戸口　豪琉 トグチ　タケル （ 中央学院大 埼玉 ） 14.18.83
深川 男子 10000m 川崎　耕平 カワサキ　コウヘイ （ 中央学院大 大分 ） 14.26.72
深川 男子 10000m 石綿　宏人 イシワタ　ヒロト （ 中央学院大 千葉 ） 14.32.21
深川 男子 10000m 須永　康幸 スナガ　ヤスユキ （ 中央学院大 群馬 ） 14.32.85
深川 男子 10000m 小島 大明 コジマ　ハルアキ （ 中央発條 愛知 ） 28.52.87 28.52.87
深川 男子 10000m 相場 祐人 アイバ　ユウト （ 中央発條 愛知 ） 29.26.89 29.22.08
深川 男子 10000m 坂田 昌駿 サカタ　マサトシ （ 中央発條 愛知 ） 29.47.99 13.59.88
深川 男子 10000m 秋山　雄飛 アキヤマ　ユウヒ （ 中国電力 広島 ） 29.25.94 28.58.93
北見 男子 5000m 岡本　直己 オカモト　ナオキ （ 中国電力 広島 ） 13.49.96 13.37.71
北見 男子 5000m 藤川　拓也 フジカワ　タクヤ （ 中国電力 広島 ） 13.54.94 13.51.40
北見 男子 5000m 米澤　類 ヨネザワ　ルイ （ 中国電力 広島 ） 13.57.37 13.57.37
網走 男子 10000m 藤川　拓也 フジカワ　タクヤ （ 中国電力 広島 ） 28.39.31 28.20.31
網走 男子 10000m 米澤　類 ヨネザワ　ルイ （ 中国電力 広島 ） 28.39.95 28.35.30
網走 男子 10000m 岡本　直己 オカモト　ナオキ （ 中国電力 広島 ） 28.56.98 28.05.84 13.49.96
網走 男子 5000m 秋山　雄飛 アキヤマ　ユウヒ （ 中国電力 広島 ） 14.07.85 13.53.76
深川 男子 10000m 畑中　大輝 ハタナカ　ダイキ （ 中電工 広島 ） 29.15.67 29.15.67
北見 男子 3000m 西岡　喬介 ニシオカ　キョウスケ （ 中電工 広島 ） 3.42.70 3.42.70
北見 男子 5000m 相葉　直紀 アイバ　ナオキ （ 中電工 広島 ） 13.56.47 13.56.47
北見 男子 5000m 松尾　修治 マツオ　シュウジ （ 中電工 広島 ） 14.09.37 14.03.23
網走 男子 5000m 相葉　直紀 アイバ　ナオキ （ 中電工 広島 ） 13.56.47 13.56.47
網走 男子 5000m 松尾　修治 マツオ　シュウジ （ 中電工 広島 ） 14.09.37 14.03.23
網走 男子 5000m 西岡　喬介 ニシオカ　キョウスケ （ 中電工 広島 ） 14.12.95 14.09.22
網走 男子 5000m 畑中　大輝 ハタナカ　ダイキ （ 中電工 広島 ） 14.25.80 1420.61
北見 男子 800m SON, DAE HYEOK ソン　デヒョク （ 田穀高 韓国 ） 1.54.00 1.54.00 韓日・韓国
網走 男子 1500m SON, DAE HYEOK ソン　デヒョク （ 田穀高 韓国 ） 3.53.77 3.53.77 韓日・韓国
北見 女子 10000m 加藤　優果 カトウ　ユウカ （ 土岐商高 岐阜 ） 16.01.74
北見 女子 5000m 岸野　明日香 キシノ　アスカ （ 土岐商高 岐阜 ） 9.48.05 9.48.05 9.48.05
網走 女子 3000m 岸野　明日香 キシノ　アスカ （ 土岐商高 岐阜 ） 9.48.05 9.48.05
網走 女子 5000m 加藤　優果 カトウ　ユウカ （ 土岐商高 岐阜 ） 16.01.74 16.01.74
士別 女子 5000m 奥村　紗帆 オクムラ　サホ （ 東海大 神奈川 ） 9.47.21
士別 男子 5000m 島田　良吾 シマダ　リョウゴ （ 東海大 埼玉 ） 14.19.93 14.19.93
深川 女子 3000m 奥村　紗帆 オクムラ　サホ （ 東海大 神奈川 ） 9.47.21 9.47.21
深川 男子 10000m 川端　千都 カワバタ　カズト （ 東海大 京都 ） 28.55.26 28.44.71
深川 男子 10000m 松尾　淳之介 マツオ　ジュンノスケ （ 東海大 秋田 ） 28.59.65 28.59.65
深川 男子 10000m 湯澤　舜 ユザワ　シュン （ 東海大 長野 ） 29.13.44 29.13.44
深川 男子 10000m 中島　怜利 ナカシマ　レイリ （ 東海大 岡山 ） 29.16.18 29.16.18
深川 男子 10000m 國行　麗生 クニユキ　レオ （ 東海大 徳島 ） 29.25.80 29.25.80
深川 男子 10000m 郡司　陽大 グンジ　アキヒロ （ 東海大 栃木 ） 29.40.47 29.22.13
深川 男子 10000m 島田　良吾 シマダ　リョウゴ （ 東海大 埼玉 ） 29.55.14 29.55.14
深川 男子 5000m 阪口　竜平 サカグチ　リョウヘイ （ 東海大 京都 ） 13.51.69 13.51.69
北見 男子 1500m 木村　理来 キムラ　リク （ 東海大 栃木 ） 3.46.09 3.46.09 韓日・日本
北見 男子 1500m 小松　陽平 コマツ　ヨウヘイ （ 東海大 北海道 ） 3.51.41 3.51.41



北見 男子 5000m 廣瀬　泰輔 ヒロセ　タイスケ （ 東海大 三重 ） 14.24.88 14.22.71
網走 男子 1500m 木村　理来 キムラ　リク （ 東海大 栃木 ） 3.46.09 3.46.09 韓日・日本
網走 男子 3000mSC 三上　嵩斗 ミカミ　シュウト （ 東海大 愛知 ） 8.44.34 8.44.34
網走 男子 3000mSC 阪口　竜平 サカグチ　リョウヘイ （ 東海大 京都 ） 3.43.88
網走 男子 5000m 春日　千速 カスガ　チハヤ （ 東海大 長野 ） 13.52.92 13.52.92
網走 男子 5000m 川端　千都 カワバタ　カズト （ 東海大 京都 ） 13.56.71 13.49.33
網走 男子 5000m 西川　雄一朗 ニシカワ　ユウイチロウ （ 東海大 兵庫 ） 13.58.54 13.58.54
網走 男子 5000m 國行　麗生 クニユキ　レオ （ 東海大 徳島 ） 13.59.14 13.59.14
網走 男子 5000m 松尾　淳之介 マツオ　ジュンノスケ （ 東海大 秋田 ） 14.05.95 14.05.95
網走 男子 5000m 西田　壮志 ニシダ　タケシ （ 東海大 熊本 ） 14.15.28 14.15.28
網走 男子 5000m 小松　陽平 コマツ　ヨウヘイ （ 東海大 北海道 ） 14.21.90 14.20.43
北見 女子 800m 卜部　蘭 ウラベ　ラン （ 東京学芸大 東京 ） 2.04.86 2.04.86 韓日・日本
網走 女子 1500m 卜部　蘭 ウラベ　ラン （ 東京学芸大 東京 ） 4.26.96 4.18.30 韓日・日本
網走 男子 10000m MOGUSU TITUS モグス　タイタス （ 東京国際大 埼玉 ） 28.28.40 28.28.40
網走 男子 10000m SITEKI STANLEY シテキ　スタンレイ （ 東京国際大 埼玉 ） 28.39.29 28.31.12
網走 男子 1500m 前川　優月 マエカワ　ユヅキ （ 東京国際大 静岡 ） 3.49.19 3.49.19
深川 男子 10000m 瀬戸口　凌 セトグチ　リョウ （ 東京農業大 埼玉 ） 29.39.82 29.39.82
深川 男子 10000m 高田　悠太 タカダ　ユウタ （ 東京農業大 宮城 ） 29.50.53 29.50.53
深川 男子 10000m 高橋　悠平 タカハシ　ユウヘイ （ 東京農業大 長野 ） 29.57.71 29.57.71
深川 男子 10000m 茂木　洋晃 モギ　ヒロアキ （ 東京農業大 群馬 ） 29.38.33 14.34.90
深川 男子 10000m 関　樹道 セキ　シゲミチ （ 東京農業大 群馬 ） 14.22.02
深川 男子 10000m 森　柊斗 モリ　シュウト （ 東京農業大 栃木 ） 14.34.18
深川 男子 10000m 西野　匠哉 ニシノ　ショウヤ （ 東京農業大 佐賀 ） 14.36.65
深川 男子 10000m 加藤　大地 カトウ　ダイチ （ 東京農業大 千葉 ） 14.38.33
北見 女子 10000m 棟久　由貴 ムネヒサ　ユキ （ 東京農業大 山口 ） 31.58.46 31.58.46
北見 女子 10000m 清水　萌衣乃 シミズ　モエノ （ 東京農業大 神奈川 ） 32.59.91 32.59.91
北見 女子 10000m 佐藤　有希 サトウ　ユウキ （ 東京農業大 茨城 ） 33.12.89 33.12.89
北見 女子 5000m 保坂　野恋花 ホサカ　ノコカ （ 東京農業大 山梨 ） 16.36.30 16.36.30
北見 女子 5000m 小川　奈々 オガワ　ナナ （ 東京農業大 千葉 ） 16.37.98 16.22.33
北見 女子 5000m 平賀　奏美 ヒラガ　カナミ （ 東京農業大 東京 ） 16.44.43 16.44.43
北見 女子 5000m 土田　佳奈 ツチダ　カナ （ 東京農業大 新潟 ） 16.55.54 16.42.20
北見 男子 5000m 小山　直城 コヤマ　ナオキ （ 東京農業大 埼玉 ） 13.55.07 13.55.07
北見 男子 5000m 今井　優作 イマイ　ユウサク （ 東京農業大 埼玉 ） 14.44.89 14.44.89
北見 男子 5000m 工藤　颯 クドウ　ハヤテ （ 東京農業大 千葉 ） 14.48.42 14.48.42
北見 男子 5000m 竹内　悠真 タケウチ　ユウマ （ 東京農業大 埼玉 ） 14.49.99 14.49.99
北見 男子 5000m 徳永　晃希 トクナガ　コウキ （ 東京農業大 長崎 ） 14.52.19 14.38.65
北見 男子 5000m 鈴木　開登 スズキ　カイト （ 東京農業大 神奈川 ） 14.52.56 14.52.56
北見 男子 5000m 山口　武 ヤマグチ　タケシ （ 東京農業大 福岡 ） 14.53.06 14.53.06
網走 男子 10000mW 佐々木　信春 ササキ　ノブハル （ 東北学院大 宮城 ） 43.52.65 43.52.65
北見 男子 1500m 小野　友生 オノ　ユウキ （ 東北高 ） 3.52.55 3.52.55
網走 女子 1500m 三浦　佳奈 ミウラ　カナ （ 東北福祉大 宮城 ） 4.25.34 4.24.34
網走 女子 5000m 須藤　ひかる スドウ　ヒカル （ 東北福祉大 茨城 ） 16.28.47 16.28.47
網走 女子 5000m 古川　恵里 フルカワ　エリ （ 東北福祉大 宮城 ） 16.31.51 16.31.51
網走 女子 5000m 尾関　真衣 オゼキ　マイ （ 東北福祉大 福島 ） 16.47.68 16.47.68
網走 女子 5000m 鈴木　菜未 スズキ　ナミ （ 東北福祉大 秋田 ） 16.49.17 16.49.17
北見 女子 5000m 白川　恵理菜 シラカワ　エリナ （ 東洋大 茨城 ） 16.04.12 16.04.12
北見 女子 5000m 大倉　真歩 オオクラ　マホ （ 東洋大 埼玉 ） 16.28.58 16.28.58
網走 女子 3000m 室伏　杏花里 ムロフシ　アカリ （ 東洋大 栃木 ） 9.43.25 9.43.25
網走 女子 5000m 和田　美々里 ワダ　ミミリ （ 東洋大 東京 ） 16.17.84 16.17.84
網走 女子 5000m 内田　寧々 ウチダ　ネネ （ 東洋大 福島 ） 16.45.89 16.14.07
網走 女子 5000m 山口　いずみ ヤマグチ　イズミ （ 東洋大 東京 ） 9.36.79 9.36.79
網走 男子 10000mW 及川　文隆 オイカワ　フミタカ （ 東洋大 愛知 ） 39.59.02 39.59.02 陸連
網走 男子 10000mW 川野　将虎 カワノ　マサトラ （ 東洋大 静岡 ） 40.39.99 40.39.99 陸連
網走 男子 10000mW 池田　向希 イケダ　コウキ （ 東洋大 静岡 ） 40.43.34 40.43.34 陸連
網走 男子 10000mW 河岸　良祐 カワギシ　リョウスケ （ 東洋大 兵庫 ） 41.13.16 39.39.49 陸連
深川 男子 10000m 高瀬　無量 タカセ　ムリョウ （ 日清食品グループ 東京 ） 29.13.68 28.03.81
深川 男子 10000m 武藤　健太 ムトウ　ケンタ （ 日清食品グループ 東京 ） 29.36.86 28.58.20
深川 男子 10000m 佐々木　寛文 ササキ　ヒロユキ （ 日清食品グループ 東京 ） 29.37.35 28.43.21
深川 男子 10000m 我那覇　和真 ガナハ　カズマ （ 日清食品グループ 東京 ） 29.38.42 28.46.08
深川 男子 5000m 戸田　雅稀 トダ　マサキ （ 日清食品グループ 東京 ） 13.46.68 13.36.42
網走 男子 5000m 戸田　雅稀 トダ　マサキ （ 日清食品グループ 東京 ） 13.46.68 13.36.42
網走 男子 5000m 若松　儀裕 ワカマツ　ヨシヒロ （ 日清食品グループ 東京 ） 13.59.22 13.42.26
網走 男子 5000m 高瀬　無量 タカセ　ムリョウ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.12.03 13.46.80
北見 女子 10000m 平野　文珠 ヒラノ　アヤミ （ 日本体育大 静岡 ） 16.31.01
北見 女子 1500m 村上　愛華 ムラカミ　アイカ （ 日本体育大 長野 ） 4.28.91 4.28.91
北見 女子 1500m 増尾　美里 マスオ　ミサト （ 日本体育大 埼玉 ） 4.31.08 4.31.08 強化推薦
北見 女子 5000m 金杉　侑香 カナスギ　ユウカ （ 日本体育大 東京 ） 16.27.34 16.27.34
北見 女子 5000m 花野　桃子 ハナノ　モモコ （ 日本体育大 新潟 ） 16.53.41 16.53.41
北見 女子 800m 熊谷　彩音 クマガイ　アヤネ （ 日本体育大 岩手 ） 2.06.21 2.06.21 韓日・日本
北見 女子 800m 犬童　純怜 イヌドウ　スミレ （ 日本体育大 熊本 ） 2.11.73 2.11.73 韓日・日本
北見 男子 5000m 小町　昌矢 コマチ　マサヤ （ 日本体育大 神奈川 ） 13.56.50 13.56.50
北見 男子 5000m 宮﨑　勇将 ミヤザキ　ユウショウ （ 日本体育大 熊本 ） 13.59.72 13.59.72
北見 男子 5000m 𠮷田　亮壱 ヨシダ　リョウイチ （ 日本体育大 福岡 ） 14.04.03 14.04.03
北見 男子 5000m 富安　央 トミヤス　アキラ （ 日本体育大 愛知 ） 14.09.94 14.09.94
北見 男子 5000m 酒匂　郁海 サコウ　イクミ （ 日本体育大 大阪 ） 14.19.11 14.19.11
北見 男子 5000m 森崎　拓海 モリサキ　タクミ （ 日本体育大 岡山 ） 14.21.55 14.21.55
北見 男子 5000m 岩室　天輝 イワムロ　タカキ （ 日本体育大 福岡 ） 14.22.48 14.22.48
北見 男子 5000m 林田　元輝 ハヤシダ　ゲンキ （ 日本体育大 熊本 ） 14.23.76 14.16.40
北見 男子 5000m 住田　優範 スミダ　マサノリ （ 日本体育大 山口 ） 14.25.52 14.25.52
北見 男子 5000m 池田　卓矢 イケダ　タクヤ （ 日本体育大 群馬 ） 14.26.03 14.26.03
北見 男子 5000m 大﨑　遼 オオサキ　リョウ （ 日本体育大 福岡 ） 14.27.24 14.18.46
網走 女子 1500m 村上　愛華 ムラカミ　アイカ （ 日本体育大 長野 ） 4.28.91 4.28.91
網走 女子 1500m 増尾　美里 マスオ　ミサト （ 日本体育大 埼玉 ） 4.31.08 4.31.08 強化推薦
網走 女子 5000m 花野　桃子 ハナノ　モモコ （ 日本体育大 新潟 ） 16.53.41 16.53.41
網走 女子 800m 熊谷　彩音 クマガイ　アヤネ （ 日本体育大 岩手 ） 2.06.21 2.06.21 韓日・日本
網走 女子 800m 犬童　純怜 イヌドウ　スミレ （ 日本体育大 熊本 ） 2.11.73 2.11.73 韓日・日本



網走 男子 5000m 小町　昌矢 コマチ　マサヤ （ 日本体育大 神奈川 ） 13.56.50 13.56.50
網走 男子 5000m 富安　央 トミヤス　アキラ （ 日本体育大 愛知 ） 14.09.94 14.09.94
網走 男子 5000m 酒匂　郁海 サコウ　イクミ （ 日本体育大 大阪 ） 14.19.11 14.19.11
網走 男子 5000m 森崎　拓海 モリサキ　タクミ （ 日本体育大 岡山 ） 14.21.55 14.21.55
網走 男子 5000m 岩室　天輝 イワムロ　タカキ （ 日本体育大 福岡 ） 14.22.48 14.22.48
網走 男子 5000m 林田　元輝 ハヤシダ　ゲンキ （ 日本体育大 熊本 ） 14.23.76 14.16.40
網走 男子 5000m 住田　優範 スミダ　マサノリ （ 日本体育大 山口 ） 14.25.52 14.25.52
網走 男子 5000m 池田　卓矢 イケダ　タクヤ （ 日本体育大 群馬 ） 14.26.03 14.26.03
網走 男子 5000m 大﨑　遼 オオサキ　リョウ （ 日本体育大 福岡 ） 14.27.24 14.18.46
北見 男子 5000m パトリック・ﾏｾﾞﾝｹﾞ・ワンブィ パトリック・ﾏｾﾞﾝｹﾞ・ワンブィ （ 日本大 東京 ） 13.27.63 13.27.63
北見 男子 5000m 岡野　佑輝 オカノ　ユウキ （ 日本大 岡山 ） 14.08.54 14.08.54
北見 男子 5000m 武田　悠太郎 タケダ　ユウタロウ （ 日本大 東京 ） 14.20.87 14.20.87
北見 男子 5000m 野田　啓太 ノダ　ケイタ （ 日本大 三重 ） 14.21.86 14.21.86
北見 男子 5000m 横山　徹 ヨコヤマ　テツ （ 日本大 新潟 ） 14.22.73 14.22.73
北見 男子 5000m 高野　千尋 タカノ　チヒロ （ 日本大 山口 ） 14.29.19 14.24.47
北見 男子 5000m 川口　賢人 カワグチ　ケント （ 日本大 神奈川 ） 14.29.35 14.29.35
北見 男子 5000m 加藤　拓海 カトウ　タクミ （ 日本大 千葉 ） 14.34.23 14.19.25
北見 男子 5000m 成田　悠汰 ナリタ　ユウタ （ 日本大 北海道 ） 14.47.32 14.28.51
北見 男子 5000m 新関　涼介 ニイゼキ　リョウスケ （ 日本大 北海道 ） 14.50.48 14.32.11
北見 男子 5000m 金森　純丸 カナモリ　スミマル （ 日本大 千葉 ） 14.53.79 14.28.44
網走 男子 10000m パトリック・ﾏｾﾞﾝｹﾞ・ワンブィ パトリック・ﾏｾﾞﾝｹﾞ・ワンブィ （ 日本大 東京 ） 28.04.85 27.54.98
網走 男子 5000m 岡野　佑輝 オカノ　ユウキ （ 日本大 岡山 ） 14.08.54 14.08.54
網走 男子 5000m 武田　悠太郎 タケダ　ユウタロウ （ 日本大 東京 ） 14.20.87 14.20.87
網走 男子 5000m 野田　啓太 ノダ　ケイタ （ 日本大 三重 ） 14.21.86 14.21.86
網走 男子 5000m 横山　徹 ヨコヤマ　テツ （ 日本大 新潟 ） 14.22.73 14.22.73
網走 男子 5000m 高野　千尋 タカノ　チヒロ （ 日本大 山口 ） 14.29.19 14.24.47
網走 男子 5000m 川口　賢人 カワグチ　ケント （ 日本大 神奈川 ） 14.29.35 14.29.35
網走 男子 5000m 加藤　拓海 カトウ　タクミ （ 日本大 千葉 ） 14.34.23 14.19.25
網走 男子 5000m 成田　悠汰 ナリタ　ユウタ （ 日本大 北海道 ） 14.47.32 14.28.51
網走 男子 5000m 新関　涼介 ニイゼキ　リョウスケ （ 日本大 北海道 ） 14.50.48 14.32.11
網走 男子 5000m 金森　純丸 カナモリ　スミマル （ 日本大 千葉 ） 14.53.79 14.28.44
深川 男子 10000m 桜庭　宏暢 サクラバ　ヒロミツ （ 日本薬科大 秋田 ） 29.31.79 29.31.79
深川 男子 10000m 溜池　勇太 タメイケ　ユウタ （ 日本薬科大 埼玉 ） 30.36.13 30.36.13 14.37.06
深川 男子 10000m 土屋　祐太 ツチヤ　ユウタ （ 日本薬科大 埼玉 ） 30.45.84 30.45.84 14.39.20
北見 男子 1500m 駒山　魁都 コマヤマ　カイト （ 日本薬科大 香川 ） 3.49.78 3.49.78
北見 男子 1500m 宮平　健太郎 ミヤヒラ　ケンタロウ （ 日本薬科大 埼玉 ） 3.50.12 3.50.12
北見 男子 1500m 及川　雄大 オイカワ　ユウダイ （ 日本薬科大 埼玉 ） 3.54.46 3.54.46
北見 男子 5000m サイモン　カリウキ サイモン　カリウキ （ 日本薬科大 埼玉 ） 13.45.05 13.45.05
北見 男子 5000m 桜庭　宏暢 サクラバ　ヒロミツ （ 日本薬科大 秋田 ） 14.25.99 14.25.99
北見 男子 5000m 溜池　勇太 タメイケ　ユウタ （ 日本薬科大 埼玉 ） 14.44.33 14.44.33
北見 男子 5000m 土屋　祐太 ツチヤ　ユウタ （ 日本薬科大 埼玉 ） 14.57.57 14.57.57
網走 男子 10000m サイモン　カリウキ サイモン　カリウキ （ 日本薬科大 埼玉 ） 27.53.50 27.53.50
網走 男子 1500m 駒山　魁都 コマヤマ　カイト （ 日本薬科大 香川 ） 3.49.78 3.49.78
網走 男子 1500m 宮平　健太郎 ミヤヒラ　ケンタロウ （ 日本薬科大 埼玉 ） 3.50.12 3.50.12
網走 男子 1500m 及川　雄大 オイカワ　ユウダイ （ 日本薬科大 埼玉 ） 3.54.46 3.54.46
深川 女子 10000m 伊坂　菜生 イサカ　ナオ （ 日立 茨城 ） 33.25.02 32.54.46
深川 女子 10000m 鈴木　千晴 スズキ　チハル （ 日立 茨城 ） 33.33.42 32.59.39
深川 女子 3000m 大塚　理央 オオツカ　リオ （ 日立 茨城 ） 9.32.12 9.32.12
深川 女子 3000m 小澤　夏美 オザワ　ナツミ （ 日立 茨城 ） 9.35.29 9.35.29
北見 女子 5000m 菊池　理沙 キクチ　リサ （ 日立 茨城 ） 15.44.37 15.36.28
網走 女子 3000m 大塚　理央 オオツカ　リオ （ 日立 茨城 ） 9.32.12 9.32.12
網走 女子 3000m 田山　満理 タヤマ　マリ （ 日立 茨城 ） 9.35.55 9.24.43
網走 女子 3000mSC 菊池　理沙 キクチ　リサ （ 日立 茨城 ） 9.21.21 9.07.99 15.44.37
網走 女子 5000m 伊坂　菜生 イサカ　ナオ （ 日立 茨城 ） 15.59.32 15.51.36
網走 女子 5000m 小澤　夏美 オザワ　ナツミ （ 日立 茨城 ） 16.06.93 15.49.70
網走 女子 5000m 鈴木　千晴 スズキ　チハル （ 日立 茨城 ） 16.17.35 16.00.63
北見 男子 1500m 小笠原　柊 オガサワラ　シュウ （ 日立物流 千葉 ） 3.47.54 3.47.54
北見 男子 5000m 牟田　祐樹 ムタ　ユウキ （ 日立物流 千葉 ） 13.39.02 13.39.02
北見 男子 5000m 柳　利幸 ヤナギ　トシユキ （ 日立物流 千葉 ） 13.42.10 13.42.10
網走 男子 10000m 浅岡　満憲 アサオカ　ミツノリ （ 日立物流 千葉 ） 27.59.72 27.59.72
網走 男子 10000m 浅岡　満憲 アサオカ　ミツノリ （ 日立物流 千葉 ） 27.59.72 27.59.72
網走 男子 3000mSC 柳　利幸 ヤナギ　トシユキ （ 日立物流 千葉 ） 13.42.10
網走 男子 5000m 市川　孝徳 イチカワ　タカノリ （ 日立物流 千葉 ） 13.28.91 13.28.91
網走 男子 5000m キムニャン　リチャード キムニャン　リチャード （ 日立物流 千葉 ） 13.32.52 13.32.52
網走 男子 5000m キプセレム　ウィリー キプセレム　ウィリー （ 日立物流 千葉 ） 13.33.24 13.32.80
網走 男子 5000m 日下　佳祐 クサカ　ケイスケ （ 日立物流 千葉 ） 13.56.44 13.56.44
網走 男子 5000m 田口　大貴 タグチ　ダイキ （ 日立物流 千葉 ） 13.57.66 13.48.50
網走 男子 5000m 小笠原　柊 オガサワラ　シュウ （ 日立物流 千葉 ） 14.00.87 14.00.87
網走 女子 1500m 坂本　ちほ サカモト　チホ （ 白鴎大 福島 ） 4.27.83 4.27.83
網走 女子 1500m 藤田　愛子 フジタ　アイコ （ 白鴎大 三重 ） 4.28.24 4.28.24
網走 女子 5000m 黒澤　実紀 クロサワ　ミノリ （ 白鴎大 秋田 ） 16.09.75 16.09.75
網走 女子 5000m 渡邉　恵利佳 ワタナベ　エリカ （ 白鴎大 岐阜 ） 16.20.36 16.20.36
網走 女子 5000m 永井　加奈 ナガイ　カナ （ 白鴎大 福島 ） 16.30.57 16.30.57
網走 女子 5000m 馬橋　あづみ マバシ　アヅミ （ 白鴎大 栃木 ） 16.33.58 16.33.58
網走 女子 5000m 田久保　奈見 タクボ　ナミ （ 白鴎大 埼玉 ） 16.35.22 16.35.22
網走 女子 5000m 宍戸　梨花 シシド　リカ （ 白鴎大 栃木 ） 16.37.52 16.37.52
網走 女子 5000m 小谷　萌子 コタニ　モエコ （ 白鴎大 栃木 ） 16.38.81 16.38.81
北見 女子 10000m 新井　沙紀枝 アライ　サキエ （ 肥後銀行 熊本 ） 32.59.30 32.59.30
北見 女子 10000m 猪原　千佳 イハラ　チカ （ 肥後銀行 熊本 ） 34.22.54 34.22.54 16.25.51
北見 女子 1500m 齋藤　真希 サイトウ　マキ （ 肥後銀行 熊本 ） 4.25.79 4.25.79
北見 女子 1500m 福田　妃加里 フクダ　ヒカリ （ 肥後銀行 熊本 ） 4.27.29 4.26.01
北見 女子 5000m 坂元　えり サカモト　エリ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.36.72 16.19.64
北見 女子 5000m 松下　茉由 マツシタ　マユ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.54.06 16.54.06
網走 女子 3000m 松下　茉由 マツシタ　マユ （ 肥後銀行 熊本 ） 9.40.15 9.34.04
網走 女子 5000m 新井　沙紀枝 アライ　サキエ （ 肥後銀行 熊本 ） 15.42.29 15.40.64
網走 女子 5000m 福田　妃加里 フクダ　ヒカリ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.10.13 16.08.98



網走 女子 5000m 猪原　千佳 イハラ　チカ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.25.51 16.22.92
網走 女子 5000m 坂元　えり サカモト　エリ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.36.72 16.19.64
網走 女子 5000m 齋藤　真希 サイトウ　マキ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.42.48 16.12.84
深川 男子 10000m 久我　和弥 クガ　カズヒロ （ 富士通 千葉 ） 29.29.80 28.30.84
深川 男子 5000m JOHN　MAINA ジョン　マイナ （ 富士通 千葉 ） 13.16.82 13.16.82
網走 男子 10000m 横手　健 ヨコテ　ケン （ 富士通 千葉 ） 28.04.21 27.58.40
網走 男子 10000m 星　創太 ホシ　ソウタ （ 富士通 千葉 ） 28.12.70 28.12.70
網走 男子 10000m 中村　匠吾 ナカムラ　ショウゴ （ 富士通 東京 ） 28.27.81 28.05.79
網走 男子 10000mW 高橋　英輝 タカハシ　エイキ （ 富士通 千葉 ） 38.21.88 38.01.49 陸連
網走 男子 3000mSC 潰滝　大記 ツエタキ　ヒロノリ （ 富士通 千葉 ） 8.29.78 8.29.78
網走 男子 5000m JOHN　MAINA ジョン　マイナ （ 富士通 千葉 ） 13.16.82 13.16.82
網走 男子 5000m 松枝　博輝 マツエダ　ヒロキ （ 富士通 千葉 ） 13.28.61 13.28.61
士別 男子 1500m 八重樫　一也 ヤエガシ　カズヤ （ 武蔵野学院大 北海道 ） 3.55.90 3.55.90 北海道推薦
北見 男子 1500m 八重樫　一也 ヤエガシ　カズヤ （ 武蔵野学院大 北海道 ） 3.55.90 3.55.90 北海道推薦
網走 男子 10000mW 坂﨑　翔 サカザキ　ショウ （ 平成国際大 三重 ） 42.53.94 42.53.94
網走 男子 10000mW 中島　大和 ナカジマ　ヤマト （ 平成国際大 愛媛 ） 42.58.56 42.58.56
網走 男子 5000m 滝口　諒 タキグチ　リョウ （ 平成国際大学 千葉 ） 14.31.72 14.31.72
北見 女子 10000m 横江　里沙 ヨコエ　リサ （ 豊田自動織機 愛知 ） 32.24.87 32.13.30
北見 女子 10000m 萩原　歩美 ハギワラ　アユミ （ 豊田自動織機 愛知 ） 31.41.80 16.14.31
北見 女子 10000m 沼田　未知 ヌマタ　ミチ （ 豊田自動織機 愛知 ） 32.03.95 15.57.45
北見 女子 10000m アン　カリンジ アン　カリンジ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.17.43
北見 女子 10000m 福田　有以 フクダ　ユイ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.23.48
網走 女子 3000m 川口　桃佳 カワグチ　モモカ （ 豊田自動織機 愛知 ） 9.15.28 9.15.28
網走 女子 5000m アン　カリンジ アン　カリンジ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.17.43 15.15.19
網走 女子 5000m 横江　里沙 ヨコエ　リサ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.18.11 15.18.11
網走 女子 5000m 福田　有以 フクダ　ユイ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.23.48 15.23.48
網走 女子 5000m 籔下　明音 ヤブシタ　アカネ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.53.58 15.36.84
網走 女子 5000m 菅野　七虹 カンノ　ナナコ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.55.02 15.40.88
網走 女子 5000m 萩原　歩美 ハギワラ　アユミ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.55.57 15.24.56
網走 女子 5000m 沼田　未知 ヌマタ　ミチ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.57.45 15.32.41
北見 男子 5000m 藤木　宏太 フジキ　コウタ （ 北海道栄高 北海道 ） 14.54.91 14.54.91
北見 女子 800m 上田　江里子 ウエダ　エリコ （ 北海道大 富山 ） 2.13.38 2.13.38
北見 男子 5000mW 中川　岳士 ナカガワ　タケシ （ 北海道大 滋賀 ） 20.19.01 20.19.01
北見 男子 800m 姫松　裕志 ヒメマツ　ユウジ （ 北海道大 北海道 ） 1.54.13 1.50.96
北見 男子 800m 小畑　皓恭 オバタ　ヒロユキ （ 北海道大 神奈川 ） 1.54.92 1.54.92
網走 男子 5000m 酒井　洋明 サカイ　ヒロアキ （ 北海道大 長野 ） 14.35.21 14.35.21
北見 男子 800m 山下　郁弥 ヤマシタ　フミヤ （ 北見工高 北海道 ） 1.56.42 1.56.42
北見 男子 5000m 村上　太一 ムラカミ　タイチ （ 北見緑陵高 北海道 ） 15.12.38 15.12.38 北海道推薦
北見 男子 5000m 小島　光佑 コジマ　コウスケ （ 北見緑陵高 北海道 ） 15.12.84 15.12.84 北海道推薦
北見 男子 800m 酒井　健吾 サカイ　ケンゴ （ 北翔大 北海道 ） 1.53.54 1.53.54
北見 女子 800m 塚中　彩海 ツカナカ　アヤミ （ 名城大 岐阜 ） 2.10.29 2.07.73 韓日・日本
網走 女子 800m 塚中　彩海 ツカナカ　アヤミ （ 名城大 岐阜 ） 2.10.29 2.07.73 韓日・日本
北見 男子 1500m 前田　恋弥 マエダ　レンヤ （ 明治大 千葉 ） 3.44.41 3.44.21
北見 男子 5000m 坂口　裕之 サカグチ　ヒロユキ （ 明治大 長崎 ） 13.45.73 13.45.73
北見 男子 5000m 田中　龍太 タナカ　リョウタ （ 明治大 鹿児島 ） 13.58.13 13.58.13
網走 男子 10000m 坂口　裕之 サカグチ　ヒロユキ （ 明治大 長崎 ） 28.35.47 28.35.47
網走 男子 10000mW 野田　明宏 ノダ　トモヒロ （ 明治大 大阪 ） 40.22.86 40.00.09 陸連
網走 男子 5000m 前田　恋弥 マエダ　レンヤ （ 明治大 千葉 ） 14.14.19 14.14.19
士別 男子 3000m JANG, HO JUNE ジャン　ホジュン （ 木浦市庁 韓国 ） 14.26.96
深川 男子 1500m JANG, HO JUNE ジャン　ホジュン （ 木浦市庁 韓国 ）
北見 男子 3000m JANG, HO JUNE ジャン　ホジュン （ 木浦市庁 韓国 ） 14.26.98
北見 男子 5000m KANG, DOO YOUNG カン　ドゥヨン （ 木浦市庁 韓国 ） 15.10.22
網走 男子 3000mSC JANG, HO JUNE ジャン　ホジュン （ 木浦市庁 韓国 ） 9.08.38
網走 男子 5000m KANG, DOO YOUNG カン　ドゥヨン （ 木浦市庁 韓国 ） 15.10.22
北見 女子 5000mW 吉田　優海 ヨシダ　ユウ （ 遊学館高 石川 ） 22.55.36 22.52.62
士別 女子 3000m 奥山　瑞希 オクヤマ　ミズキ （ 利府高 宮城 ） 9.30.11 9.30.11
北見 女子 5000mW 河添　香織 カワゾエ　カオリ （ 立命館大 京都 ） 23.06.48 22.30.32 陸連
網走 女子 10000mW 河添　香織 カワゾエ　カオリ （ 立命館大 京都 ） 45.56.89 45.56.89 陸連
北見 女子 10000m 金森　有香 カナモリ　ユカ （ 佛教大 岐阜 ） 16.35.19
北見 女子 10000m 小枝　未森 コエダ　ミモリ （ 佛教大 大阪 ） 9.42.41
北見 女子 1500m 藏本　菫 クラモト　スミレ （ 佛教大 京都 ） 4.26.39 4.26.39
北見 女子 5000m 鹿嶋　栞名 カシマ　シオナ （ 佛教大 和歌山 ） 16.52.02 16.52.02
網走 女子 5000m 金森　有香 カナモリ　ユカ （ 佛教大 岐阜 ） 16.35.19 16.31.74
網走 女子 5000m 藏本　菫 クラモト　スミレ （ 佛教大 京都 ） 16.36.74 16.35.20
網走 女子 5000m 小枝　未森 コエダ　ミモリ （ 佛教大 大阪 ） 16.48.13 16.48.13
網走 女子 5000m 鹿嶋　栞名 カシマ　シオナ （ 佛教大 和歌山 ） 16.52.02 16.52.02
深川 男子 10000m 河野　敢太 カワノ　カンタ （ 國學院大 宮崎 ） 29.48.70 29.48.70
深川 男子 10000m 國澤　優志 クニサワ　ユウシ （ 國學院大 千葉 ） 29.54.99 29.33.34
深川 男子 10000m 田代　恭一 タシロ　キョウイチ （ 國學院大 長崎 ） 14.31.33 14.35.36
深川 男子 10000m 臼井　健太 ウスイ　ケンタ （ 國學院大 鳥取 ） 14.33.89
網走 男子 5000m 向　晃平 ムカイ　コウヘイ （ 國學院大 長崎 ） 14.04.04 14.04.04
網走 男子 5000m 江島　崚太 エジマ　リョウタ （ 國學院大 長崎 ） 14.12.46 14.12.46
網走 男子 5000m 青木　祐人 アオキ　ユウト （ 國學院大 愛知 ） 14.17.11 14.17.11
網走 男子 5000m 添田　知宏 ソエダ　トモヒロ （ 國學院大 佐賀 ） 14.25.57 14.24.27
網走 男子 5000m 土方　英和 ヒジカタ　ヒデカズ （ 國學院大 埼玉 ） 29.13.56 29.13.56 29.13.56
網走 男子 5000m 熊耳　智貴 クマガミ　ノリキ （ 國學院大 栃木 ） 29.17.16 29.17.16 29.17.16
北見 女子 5000m 森林　未来 モリバヤシ　ミク （ 諫早高 ） 15.31.62 15.31.62
網走 女子 5000m 森林　未来 モリバヤシ　ミク （ 諫早高 ） 15.31.62 15.31.62
士別 女子 5000m PARK, HO SUN パク　ホソン （ 龜尾市庁 韓国 ） 16.35.84
深川 女子 3000m PARK, HO SUN パク　ホソン （ 龜尾市庁 韓国 ） 33.25.36
北見 女子 10000m PARK, HO SUN パク　ホソン （ 龜尾市庁 韓国 ） 33.25.36
網走 女子 5000m PARK, HO SUN パク　ホソン （ 龜尾市庁 韓国 ） 16.35.84
網走 女子 5000m 岩崎　愛未 イワサキ　マナミ （ 玉川大学 広島 ） 16.35.32 16.35.32
網走 女子 5000m 中畑　友花 ナカハタ　トモカ （ 玉川大学 広島 ） 16.38.13 16.38.13


