
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018
エントリーリスト

※参加標準記録を満たしていない選手は出場できません。 20180711(18時時点

黄色は出場確認中の選手です グレーは欠場連絡有の選手です 緑はペースメーカー、申込料不要 直前申込は青色

大会名・種目 選手名 フリガナ 所属 登録都道府県 参加資格記録
ｴﾝﾄﾘｰ種目のSB
 (2017年～現在) ｴﾝﾄﾘｰ種目のPB

1 網走 女子 10000m 加藤 優果 カトウ ユウカ （ 中京学院大 岐阜 ） 15.42.09 33.11.68 33.11.68
2 北見 女子 5000m 加藤 優果 カトウ ユウカ （ 中京学院大学 岐阜 ） 15.42.09 15.42.09 15.42.09
3 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 13.55.19
4 網走 男子 5000m 目良 隼人 メラ ハヤト （ MHPS 長崎 ） 13.49.15 13.49.15 13.49.15
5 深川 女子 1500m 大宅 楓 オオヤ カエデ （ 大東建託パートナーズ 東京 ） 4.27.39 4.27.39 4.27.39 欠場

6 北見 男子 1500m 的野 遼大 マトノ リョウタ （ MHPS 長崎 ） 3.42.96 3.42.96 3.42.96
7 北見 男子 10000m 目良 隼人 メラ ハヤト （ MHPS 長崎 ） 13.49.15 29.20.25
8 北見 男子 10000m 渡辺 瑠偉 ワタナベ ルイ （ 新電元工業 埼玉 ） 14.22.62 29'05"19 欠場7/4

9 北見 男子 10000m 親崎 達朗 オヤザキ タツロウ （ 新電元工業 埼玉 ） 29.26.17 29.26.17 29.26.17
10 深川 女子 5000m 奧村 純夏 オクムラ スミカ （ 大阪芸術大 香川 ） 16.42.86 16.42.86 16.42.86
11 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 ） 16.07.49 34.14.96 34.14.96
12 深川 男子 5000m 中洞 将 ナカボラ ショウ （ 中京学院大中京高 岐阜 ） 14.31.85 14.31.85 14.31.85
13 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 ） 16.25.16 34.23.90 34.23.90
14 深川 女子 10000m 永井 智里 ナガイ チサト （ 大阪芸術大 大阪 ） 16.32.84 34.38.55 34.38.55
15 深川 女子 10000m 志村 野々花 シムラ ノノカ （ 大阪芸術大 神奈川 ） 16.34.25 34.01.22 34.01.22
16 北見 男子 10000mW 江藤 慎改 エトウ シンカイ （ 至学館大 愛知 ） 44.38.03 44.38.03 44.38.03
17 北見 女子 800m 那須野 友美 ナスノ トモミ （ レジェンズ 神奈川 ） 2.14.52 2.14.52 2.12.68
18 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 ） 4.27.39 4.27.39 4.27.39 欠場

19 網走 男子 5000m 高田 康暉 タカダ コウキ （ 住友電工 兵庫 ） 14.06.18 14.06,18 13.50.32
20 網走 男子 5000m 田村 和希 タムラ カズキ （ 住友電工 兵庫 ） 13.40.94 13.40.94 13.40.94
21 北見 男子 1500m 茂木 亮太 モテギ リョウタ （ 住友電工 兵庫 ） 3.46.50 3.46.50 3.46.50
22 北見 男子 1500m 井上 弘也 イノウエ ヒロヤ （ 住友電工 兵庫 ） 3.44.65 3.44.65 3.44.12
23 北見 男子 5000m 田村 和希 タムラ カズキ （ 住友電工 兵庫 ） 13.40.94 13.40.94 13.40.94 欠場7/5

24 深川 男子 1500m 茂木 亮太 モテギ リョウタ （ 住友電工 兵庫 ） 3.46.50 3.46.50 3.46.50
25 深川 男子 1500m 井上 弘也 イノウエ ヒロヤ （ 住友電工 兵庫 ） 3.44.65 3.44.65 3.44.12
26 深川 男子 10000m 高田 康暉 タカダ コウキ （ 住友電工 兵庫 ） 28.46.46 28.46.46 28.46.46
27 深川 男子 10000m 田村 和希 タムラ カズキ （ 住友電工 兵庫 ） 13.40.94 29.16.56 28.18.31
28 士別 男子 10000m 田村 和希 タムラ カズキ （ 住友電工 兵庫 ） 13.40.94 29.16.56 28.18.31
29 網走 女子 2000mSC 中村 真悠子 ナカムラ マユコ （ セレスポ 東京 ） 10.12.60 10.12.60 9.53.87
30 北見 女子 1500m 中村 真悠子 ナカムラ マユコ （ セレスポ 東京 ） 4.25.80 4.25.80 4.21.35
31 深川 男子 3000m 林田 洋翔 ハヤシダ ヒロト （ 瓊浦高 長崎 ） 3.46.17 8.33.72 8.19.14
32 網走 男子 5000m 五ヶ谷 宏司 ゴカヤ コウジ （ JR東日本 東京 ） 14.20.88 14.20.88 14.18.64
33 網走 男子 5000m 斉藤 翔太 サイトウ ショウタ （ JR東日本 東京 ） 14.07.94 14.16.24 14.07.94
34 網走 男子 5000m 花澤 賢人 ハナザワ ケント （ JR東日本 東京 ） 14.47.54 14.47.54 13.57.40
35 北見 男子 10000m 五ヶ谷 宏司 ゴカヤ コウジ （ JR東日本 東京 ） 29.59.04 29.59.04 28.58.84
36 北見 男子 10000m 寺田 夏生 テラダ ナツキ （ JR東日本 東京 ） 14.08.15 28.47.50
37 北見 男子 10000m 黒川 翔矢 クロカワ ショウヤ （ JR東日本 東京 ） 29.24.17 28.54.35
38 北見 男子 10000m 有井 渉 アリイ ワタル （ JR東日本 東京 ） 14.34.98 29.47.07
39 北見 男子 10000m 大隅 裕介 オオスミ ユウスケ （ JR東日本 東京 ） 14.14.44 28.39.30
40 北見 男子 10000m 其田 健也 ソノタ ケンヤ （ JR東日本 東京 ） 29.52.03 29.52.03 28.47.50
41 北見 男子 10000m 作田 直也 サクダ ナオヤ （ JR東日本 東京 ） 14.25.27 29.26.15
42 北見 男子 10000m 富安 央 トミヤス アキラ （ JR東日本 東京 ） 14.04.82 28.49.5343 士別 男子 5000m 五ヶ谷 宏司 ゴカヤ コウジ （ JR東日本 東京 ） 14.20.88 14.20.88 14.18.64
44 士別 男子 5000m 寺田 夏生 テラダ ナツキ （ JR東日本 東京 ） 14.08.15 14.08.15 13.51.28
45 士別 男子 5000m 加藤 光 カトウ ヒカル （ JR東日本 東京 ） 14.10.63 14.10.63 13.49.68
46 士別 男子 5000m 黒川 翔矢 クロカワ ショウヤ （ JR東日本 東京 ） 14.11.37 14.11.37 14.04.79
47 士別 男子 5000m 斉藤 翔太 サイトウ ショウタ （ JR東日本 東京 ） 14.07.94 14.16.24 14.07.94
48 士別 男子 5000m 有井 渉 アリイ ワタル （ JR東日本 東京 ） 14.34.98 14.34.98 14.25.40
49 士別 男子 5000m 大隅 裕介 オオスミ ユウスケ （ JR東日本 東京 ） 14.14.44 14.14.44 14.06.51
50 士別 男子 5000m 其田 健也 ソノタ ケンヤ （ JR東日本 東京 ） 14.06.88 14.06.88 13.50.14
51 士別 男子 5000m 作田 直也 サクダ ナオヤ （ JR東日本 東京 ） 14.25.27 14.25.27 14.06.76
52 士別 男子 5000m 富安 央 トミヤス アキラ （ JR東日本 東京 ） 14.18.37 14.18.37 14.04.82
53 士別 男子 5000m 花澤 賢人 ハナザワ ケント （ JR東日本 東京 ） 14.47.54 14.25.19 13.57.40
54 深川 男子 1500m 加藤 光 カトウ ヒカル （ JR東日本 東京 ） 3.44.60 3.44.60 3.44.22
55 網走 女子 5000mW 淺田 千安芸 アサダ チアキ （ ＤＮＰ 東京 ） 22.01.03 22.01.03 21.50.04
56 北見 女子 10000mW 淺田 千安芸 アサダ チアキ （ ＤＮＰ 東京 ） 46.07.00 46.07.00 44.49.85
57 北見 男子 10000m 東 瑞基 ヒガシ ミズキ （ コモディイイダ 東京 ） 29.03.00 29.03.60 28.42.20
58 網走 男子 5000m 東 瑞基 ヒガシ ミズキ （ コモディイイダ 東京 ） 14.17.54 14.17.54 14.17.54
59 北見 男子 10000m 高橋光晃 タカハシ ミツアキ （ コモディイイダ 東京 ） 29.44.91 29.44.91 28.55.33
60 網走 男子 5000m 高橋光晃 タカハシ ミツアキ （ コモディイイダ 東京 ） 14.15.00 14.20.30 14.20.30
61 北見 男子 10000m ピータームワンギ ピータームワンギ （ コモディイイダ 東京 ） 28.25.20 28.25.20 28.25.20
62 網走 男子 5000m ピータームワンギ ピータームワンギ （ コモディイイダ 東京 ） 13.46.41 13.46.41 13.46.41
63 網走 男子 5000m 金田 龍心 カナダ リュウシン （ 仙台育英学園高 宮城 ） 14.37.87 14.37.87 14.37.87
64 網走 男子 1000m 後藤 謙昌 ゴトウ ケンショウ （ 仙台育英学園高 宮城 ） 3.57.81 3.57.81 3.57.81 欠場

65 網走 男子 1000m 佐藤 礼旺 サトウ レオ （ 仙台育英学園高 宮城 ） 3.56.63 3.56.63 3.56.63 欠場

66 網走 男子 5000m 佐藤 礼旺 サトウ レオ （ 仙台育英学園高 宮城 ） 14.39.83 14.51.15 14.39.83
67 網走 男子 5000m 喜早 駿介 キソウ シュンスケ （ 仙台育英学園高 宮城 ） 14.19.03 14.19.03 14.19.03
68 網走 男子 5000m 吉居 大和 ヨシイ ヤマト （ 仙台育英学園高 宮城 ） 14.18.69 14.18.69 14.18.69
69 網走 男子 5000m ルカ ムセンビ ルカ ムセンビ （ 仙台育英学園高 宮城 ） 13.45.66 13.45.66 13.45.66
70 網走 男子 5000m 佐藤 達也 サトウ タツヤ （ 警視庁 東京 ） 14.07.00 14.07.00 14.07.00
71 網走 男子 5000m 小根山 泰正 オネヤマ ヤスマサ （ 警視庁 東京 ） 14.01.04 14.01.04 14,01,04
72 北見 男子 10000mW 熊田 龍乃介 クマダ リュウノスケ （ 札幌南高 北海道 ） 44.32.00 44.32.00 44.32.00 北海道推薦

73 士別 男子 5000m 小畠 翼 オバタ ツバサ （ 法政大学第二体育会 神奈川 ） 14.45.01 14.45.01
74 深川 男子 5000m 小畠 翼 オバタ ツバサ （ 法政大学第二体育会 神奈川 ） 14.45.01 14.45.01
75 深川 女子 10000m 佐藤 奈々 サトウ ナナ （ スターツ 千葉 ） 15.55.33 34.02.65
76 深川 女子 10000m 西野 まほ ニシノ マホ （ スターツ 千葉 ） 16.17.58
77 深川 女子 10000m 小川 香澄 オガワ カスミ （ スターツ 千葉 ） 16.23.88
78 深川 女子 5000m 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 ） 15.15.65 15.19.96 15.15.65
79 北見 女子 3000m 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 ） PM

80 網走 男子 5000m 畑中 大輝 ハタナカ ダイキ （ 中電工 広島 ） 14.18.12 14.18.12 14.18.12
81 網走 男子 5000m 村武 慎平 ムラタケ シンペイ （ 中電工 広島 ） 14.18.90 14.18.90 14.10.44
82 北見 男子 10000m 相葉 直紀 アイバ ナオキ （ 中電工 広島 ） 29.13.55 29.13.55 28.26.96 10000mに変更

83 北見 男子 10000m 村武 慎平 ムラタケ シンペイ （ 中電工 広島 ） 14.18.90 30.32.04 29.34.11 10000mに変更

84 北見 男子 10000m 畑中 大輝 ハタナカ ダイキ （ 中電工 広島 ） 29.11.04 29.11.04 29.11.04
85 北見 男子 10000m アモス クルガト アモス クルガト （ 中電工 広島 ） 13.42.62
86 網走 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 14.29.34
87 北見 男子 10000m 田部 幹也 タナベ ミキヤ （ 桜美林大 島根 ） 29.46.26 29.46.26 29.46.26
88 深川 男子 10000m Ledama Kisaisa レダマ キサイサ （ 桜美林大 東京 ） 28.14.79 28.14.79 28.14.79
89 士別 男子 10000m 渡邉 奏太 ワタナベ ソウタ （ 東洋大 静岡 ） 13.43.71 29.24.43 28.59.77
90 深川 男子 1500m 八重樫 一也 ヤエガシ カズヤ （ 武蔵野学院大 北海道 ） 3.55.00 3.55.20 3.55.20

91 網走 男子 5000m 聞谷 賢人 キクタニ ケント （ トヨタ紡織 愛知 ） 14.08.32 14.08.32 14.08.32
92 北見 男子 5000m 大池 達也 オオイケ タツヤ （ トヨタ紡織 愛知 ） 13.51.23 13.51.23 13.51.23
93 北見 男子 10000m 西山 凌平 ニシヤマ リョウヘイ （ トヨタ紡織 愛知 ） 28.51.71 28.51.71 28.44.88
94 士別 男子 5000m 蟹沢 淳平 カニサワ ジュンペイ （ トヨタ紡織 愛知 ） 13.54.41 30.09.67 29.34.73
95 士別 男子 10000m 大池 達也 オオイケ タツヤ （ トヨタ紡織 愛知 ） 28.24.58 28.24.58 28.20.71
96 北見 女子 5000m 岩川 侑樹 イワカワ ユキ （ 今治造船 香川 ） 16.20.48 16.20.48 15.50.73
97 北見 女子 5000m 大谷 くみこ オオタニ クミコ （ 今治造船 香川 ） 16.56.63 16.56.63 16.22.91
98 深川 女子 1500m 岩川 侑樹 イワカワ ユキ （ 今治造船 香川 ） 4.19.42 4.19.42 4.16.62
99 深川 女子 3000m 大谷 くみこ オオタニ クミコ （ 今治造船 香川 ） 9.37.44 9.37.44 9.32.28

100 士別 女子 3000m 岩川 侑樹 イワカワ ユキ （ 今治造船 香川 ） 9.21.35 9.21.35 9.10.85
101 士別 女子 5000m 大谷 くみこ オオタニ クミコ （ 今治造船 香川 ） 16.56.63 16.56.63 16.22.91
102 網走 女子 600m 小野 莉奈 オノ リナ （ 東邦銀行 福島 ） 2.10.10 2.10.10 2.07.56
103 北見 女子 800m 小野 莉奈 オノ リナ （ 東邦銀行 福島 ） 2.10.10 2.10.10 2.07.56
104 網走 男子 5000m 小野　裕幸 オノ　ヒロユキ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.18.05 14.18.05 13.39.98
105 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 ） 13.55.09 13.55.09 13.42.26
106 網走 男子 5000m 矢野　圭吾 ヤノ　ケイゴ （ 日清食品グループ 東京 ） 13.56.45 13.56.45 13.51.16
107 網走 男子 5000m 廣末　卓 ヒロスエ　スグル （ 日清食品グループ 東京 ） 14.26.22 14.26.22 14.15.06
108 網走 男子 5000m 三浦　洋希 ミウラ　ヒロキ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.37.91 14.37.91 13.57.73
109 網走 男子 5000m 我那覇　和真 ガナハ　カズマ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.10.99 14.10.99 13.57.60
110 網走 男子 5000m 徳永　照 トクナガ　ショウ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.18.76 14.18.76 13.58.75
111 網走 男子 5000m 戸田　雅稀 トダ　マサキ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.06.43 14.06.43 13.36.42

最高タイム



大会名・種目 選手名 フリガナ 所属 登録都道府県 参加資格記録
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最高タイム

112 網走 男子 5000m 武藤　健太 ムトウ　ケンタ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.03.57 14.03.57 14.03.02
113 網走 男子 5000m 中谷　圭佑 ナカタニ　ケイスケ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.12.86 14.12.86 13.38.08
114 網走 男子 5000m 町澤　大雅 マチザワ　タイガ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.29.04 14.29.04 14.02.25
115 深川 男子 5000m 小野　裕幸 オノ　ヒロユキ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.18.05 14.18.05 13.39.98
116 深川 男子 5000m 矢野　圭吾 ヤノ　ケイゴ （ 日清食品グループ 東京 ） 13.56.45 13.56.45 13.51.16
117 深川 男子 5000m 廣末　卓 ヒロスエ　スグル （ 日清食品グループ 東京 ） 14.26.22 14.26.22 14.15.06
118 深川 男子 5000m 三浦　洋希 ミウラ　ヒロキ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.37.91 14.25.09 13.57.73
119 深川 男子 5000m 我那覇　和真 ガナハ　カズマ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.10.99 14.10.99 13.57.60
120 深川 男子 5000m 徳永　照 トクナガ　ショウ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.18.76 14.18.76 13.58.75
121 深川 男子 5000m 戸田　雅稀 トダ　マサキ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.06.43 14.06.43 13.36.42
122 深川 男子 5000m 武藤　健太 ムトウ　ケンタ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.03.57 14.03.57 14.03.02
123 深川 男子 5000m 中谷　圭佑 ナカタニ　ケイスケ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.12.86 14.12.86 13.38.08
124 深川 男子 5000m 町澤　大雅 マチザワ　タイガ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.29.04 14.15.86 14.02.25
125 深川 男子 10000m 佐藤　悠基 サトウ　ユウキ （ 日清食品グループ 東京 ） 28.09.01 28.09.01 27.38.25
126 深川 男子 10000m 村澤　明伸 ムラサワ　アキノブ （ 日清食品グループ 東京 ） 28.46.60 28.46.60 27.50.59
127 北見 女子 5000m 室伏　杏花里 ムロフシ　アカリ （ 東洋大 栃木 ） 16.35.97 16.35.97 16.32.07
128 北見 女子 5000m 森田　歩実 モリタ　アユミ （ 東洋大 静岡 ） 16.43.94 16.43.94 16.43.07
129 北見 女子 5000m 山口　いずみ ヤマグチ　イズミ （ 東洋大 東京 ） 16.56.52 16.56.52 16.56.52
130 北見 女子 5000m 伊東　明日香 イトウ　アスカ （ 東洋大 東京 ） 16.31.38 16.31.38 16.31.38
131 網走 女子 10000m 安藤　友香 アンドウ　ユカ （ スズキ浜松AC 静岡 ） 15.44.35 32.42.10 31.58.71
132 北見 女子 5000m 渡邉　喜恵 ワタナベ　キエ （ スズキ浜松AC 静岡 ） 16.02.82 16.02.82 15.58.53
133 北見 男子 5000m 梶原　有高 カジワラ　アリタカ （ ひらまつ病院 佐賀 ） 13.51.07 13.36.79
134 士別 男子 10000m 梶原　有高 カジワラ　アリタカ （ ひらまつ病院 佐賀 ） 28.43.13 28.13.42
135 深川 男子 5000m 岩崎　祐樹 イワサキ　ユウキ （ セキノ興産 新潟 ） 14.02.67 13.55.34 Ｂ組希望

136 深川 男子 5000m 小林　巧 コバヤシ　タクミ （ セキノ興産 新潟 ） 14.01.71 13.58.79
137 深川 男子 10000m ジョン　カリウキ ジョン　カリウキ （ セキノ興産 新潟 ） 28.38.16 28.38.16
138 網走 男子 5000mW 松永　大介 マツナガ　ダイスケ （ 富士通 千葉 ） 19.10.78 19.10.78 19.10.78 陸連競歩チーム

139 網走 男子 5000mW 野田　明宏 ノダ　トモヒロ （ 自衛隊体育学校 埼玉 ） 19.43.44 19.43.44 19.43.44 陸連競歩チーム

140 網走 男子 5000mW 川野　将虎 カワノ　マサトラ （ 東洋大 静岡 ） 19.36.99 19.36.99 19.36.99 陸連競歩チーム

141 網走 男子 5000mW 池田　向希 イケダ　コウキ （ 東洋大 静岡 ） 20.24.05 ー 20.24.05 陸連競歩チーム

142 網走 女子 5000mW 岡田　久美子 オカダ　クミコ （ ビックカメラ ） 21.28.23 21.28.23 21.28.23 欠場

143 網走 女子 5000mW 道口　愛 ミチグチ　アイ （ 自衛隊体育学校 埼玉 ） 22.14.00 22.14.00 21,46.96 陸連競歩チーム

144 網走 女子 5000mW 河添　香織 カワゾエ　カオリ （ 自衛隊体育学校 埼玉 ） 22.21.14 22.21.14 22.21.14 陸連競歩チーム

145 網走 女子 5000mW 𠮷住　友希 ヨシズミ　ユキ （ 船橋整形外科 千葉 ） 22.22.29 22.22.29 22.22.29 陸連競歩チーム

146 北見 男子 10000mW 松永　大介 マツナガ　ダイスケ （ 富士通 千葉 ） 39.03.25 39.03.25 38.16.76 陸連競歩チーム

147 北見 男子 10000mW 野田　明宏 ノダ　トモヒロ （ 自衛隊体育学校 埼玉 ） 40.51.90 40.51.90 40.00.09 陸連競歩チーム

148 北見 男子 10000mW 川野　将虎 カワノ　マサトラ （ 東洋大 静岡 ） 40.21.33 40.21.33 40.21.33 陸連競歩チーム

149 北見 男子 10000mW 池田　向希 イケダ　コウキ （ 東洋大 静岡 ） 40.16.44 40.16.44 40.16.44 陸連競歩チーム

150 北見 女子 10000mW 岡田　久美子 オカダ　クミコ （ ビックカメラ ） 44.50.80 44.50.80 44.50.80 欠場

151 北見 女子 10000mW 道口　愛 ミチグチ　アイ （ 自衛隊体育学校 埼玉 ） 46.59.15 46.59.15 44.22.19 陸連競歩チーム

152 北見 女子 10000mW 河添　香織 カワゾエ　カオリ （ 自衛隊体育学校 埼玉 ） 45.56.89 45.56.89 45.56.89 陸連競歩チーム

153 北見 女子 10000mW 𠮷住　友希 ヨシズミ　ユキ （ 船橋整形外科 千葉 ） 46.21.11 46.21.11 46.21.11 欠場7/5

154 北見 女子 1500m 謝　千鶴 シャ　センカク （ 東京陸協 東京 ） 4.27.85 4.27.85 4.27.19
155 深川 男子 5000m 太田黒　卓 オオタグロ　スグル （ 上武大 熊本 ） 14.17.64 14.17.64 14.16.28
156 深川 男子 5000m 岡山　翼 オカヤマ　ﾂﾊﾞｻ （ 上武大 茨城 ） 14.24.93 14.24.93 14.24.93
157 深川 男子 5000m 佐々木　守 ササキ　マモル （ 上武大 山形 ） 14.33.66 14.33.66 14.33.66 Ｃ組希望

158 網走 男子 2000mSC 高橋　流星 タカハシ　リュウセイ （ 愛知製鋼 愛知 ） 8.40.18 8.40.18 8.40.18
159 北見 男子 1500m 山本　大志 ヤマモト　ヒロシ （ 愛知製鋼 愛知 ） 3.50.10 3.50.10 3.45.67
160 北見 男子 5000m SILAS　LAIKONG サイラス　ロイコン （ 愛知製鋼 愛知 ） 13.45.59 13.45.59 13.45.59
161 北見 男子 10000m 松宮　隆行 マツミヤ　タカユキ （ 愛知製鋼 愛知 ） 29.33.47 29.33.47 27.41.75
162 北見 男子 10000m 松村　和樹 マツムラ　カズキ （ 愛知製鋼 愛知 ） 29.04.57 29.04.57 28.51.22
163 北見 男子 10000m 吉村　直人 ヨシムラ　ナオト （ 愛知製鋼 愛知 ） 29.33.73 29.33.73 28.51.04
164 北見 男子 10000m 高橋　流星 タカハシ　リュウセイ （ 愛知製鋼 愛知 ） 29.02.24 29.02.24 29.02.24
165 北見 男子 10000m 佐藤　淳 サトウ　ジュン （ 愛知製鋼 愛知 ） 29.08.54 29.08.54 29.08.54
166 北見 男子 10000m 秋山　清仁 アキヤマ　キヨヒト （ 愛知製鋼 愛知 ） 29.07.83 29.07.83 28.55.61
167 深川 男子 3000mSC 高橋　流星 タカハシ　リュウセイ （ 愛知製鋼 愛知 ） 8.40.18 8.40.18 8.40.18
168 深川 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 14.04.66
169 深川 男子 5000m 吉村　直人 ヨシムラ　ナオト （ 愛知製鋼 愛知 ） 14.15.42 14.15.42 13.54.87
170 深川 男子 5000m 佐藤　淳 サトウ　ジュン （ 愛知製鋼 愛知 ） 14.15.18 14.15.18 14.15.18
171 深川 男子 5000m 秋山　清仁 アキヤマ　キヨヒト （ 愛知製鋼 愛知 ） 14.19.23 14.19.23 14.17.73
172 深川 男子 5000m 山本　大志 ヤマモト　ヒロシ （ 愛知製鋼 愛知 ） 14.19.68 14.19.68 14.11.97
173 士別 男子 10000m 寺内　將人 テラウチ　マサト （ 愛知製鋼 愛知 ） 28.43.17 28.43.17 28.15.56
174 士別 男子 10000m SILAS　LAIKONG サイラス　ロイコン （ 愛知製鋼 愛知 ） 28.20.10 28.20.10 28.20.10
175 北見 男子 10000m 安田　昌倫 ヤスダ　マサミチ （ 愛知製鋼 愛知 ） 29.20.71 29.20.71 28.35.29
176 深川 男子 10000m 篠藤　淳 シノトウ　ジュン （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 28.47.49 28.47.49 28.33.36
177 深川 男子 10000m 森川　翔平 モリカワ　ショウヘイ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 28.45.86 28.45.86 28.45.86
178 深川 男子 10000m 熊橋　弘将 クマハシ　ヒロマサ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 29.17.19 29.17.19 29.07.44
179 深川 男子 10000m 岡本　哲平 オカモト　テッペイ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 29.35.56 29.35.56 29.35.56
180 深川 男子 10000m 山端　哲世 ヤマハタ　テッセイ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 29.31.01 29.31.01 29.31.01
181 深川 男子 10000m 藤原　直樹 フジワラ　ナオキ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 29.32.96 29.32.96 29.32.96
182 深川 男子 10000m 大根田　航太 オオネダ　コウタ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 29.35.86 29.35.86 29.35.86
183 士別 男子 5000m 篠藤　淳 シノトウ　ジュン （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 14.06.69 14.06.69 14.03.36
184 士別 男子 5000m 森川　翔平 モリカワ　ショウヘイ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 13.58.10 13.58.10 13.54.17
185 士別 男子 5000m 熊橋　弘将 クマハシ　ヒロマサ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 14.09.74 14.09.74 14.06.99
186 士別 男子 5000m 岡本　哲平 オカモト　テッペイ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 14.42.38 14.42.38 14.33.43
187 士別 男子 5000m 山端　哲世 ヤマハタ　テッセイ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 14.20.07 14.20.07 14.20.07
188 士別 男子 5000m 藤原　直樹 フジワラ　ナオキ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 14.16.95 14.16.95 14.16.95
189 士別 男子 5000m 大根田　航太 オオネダ　コウタ （ 山陽特殊製鋼 兵庫 ） 14.34.02 14.34.02 14.34.02
190 網走 女子 3000m 庄司　琴美 ショウジ　コトミ （ 石巻専修大 宮城 ） 9.29.08 9.29.08 9.29.08
191 網走 女子 3000m 川崎　美祈 カワサキ　ミノリ （ 石巻専修大 宮城 ） 9.48.12 9.48.12 9.48.12
192 網走 女子 3000m 牧野　あや マキノ　アヤ （ 石巻専修大 宮城 ） 9.33.79 9.33.79 9.33.79
193 網走 女子 3000m 深田　蘭菜 フカダ　ラナ （ 石巻専修大 宮城 ） 9.44.02 9.44.02 9.44.02
194 北見 女子 5000m 庄司　琴美 ショウジ　コトミ （ 石巻専修大 宮城 ） 16.17.35 16.17.35 16.17.35
195 北見 女子 5000m 川崎　美祈 カワサキ　ミノリ （ 石巻専修大 宮城 ） 16.49.18 16.49.18 16.49.18
196 北見 女子 5000m 牧野　あや マキノ　アヤ （ 石巻専修大 宮城 ） 16.26.62 16.26.62 16.26.62
197 北見 女子 5000m 深田　蘭菜 フカダ　ラナ （ 石巻専修大 宮城 ） 16.41.68 16.41.68 16.41.68
198 網走 男子 1000m 岡﨑　達郎 オカザキ　タツロウ （ 大阪ガス 大阪 ） 3.44.19 3.44.19 3.42.58
199 網走 男子 1000m 廣瀨　大貴 ヒロセ　ダイキ （ 大阪ガス 大阪 ） 3.42.61 3.42.61 3.42.15
200 網走 男子 5000m 今﨑　俊樹 イマサキ　トシキ （ 大阪ガス 大阪 ） 14.01.34 14.01.34 13.57.35
201 網走 男子 5000m 籔下　響大 ヤブシタ　キョウタ （ 大阪ガス 大阪 ） 14.03.84 14.03.84 13.56.40
202 網走 男子 5000m 岩﨑　祐也 イワサキ　ユウヤ （ 大阪ガス 大阪 ） 14.18.21 14.18.21 14.10.63
203 網走 男子 5000m 野中　優志 ノナカ　マサシ （ 大阪ガス 大阪 ） 13.59.75 13.59.75 13.59.75
204 北見 男子 1500m 岡﨑　達郎 オカザキ　タツロウ （ 大阪ガス 大阪 ） 3.44.19 3.44.19 3.42.58
205 北見 男子 1500m 廣瀨　大貴 ヒロセ　ダイキ （ 大阪ガス 大阪 ） 3.42.61 3.42.61 3.42.15
206 北見 男子 1500m 今﨑　俊樹 イマサキ　トシキ （ 大阪ガス 大阪 ） 3.46.53 3.46.53 3.43.89
207 北見 男子 1500m 岩﨑　祐也 イワサキ　ユウヤ （ 大阪ガス 大阪 ） 3.48.16 3.48.16 3.48.16
208 北見 男子 10000m 籔下　響大 ヤブシタ　キョウタ （ 大阪ガス 大阪 ） 28.52.55 28.52.55 28.52.55
209 北見 男子 10000m 野中　優志 ノナカ　マサシ （ 大阪ガス 大阪 ） 29.13.69 29.13.69 29.13.69
210 網走 女子 10000m 中野　円花 ナカノ　マドカ （ ノーリツ 兵庫 ） 33.16.90 33.16.90 33.16.90
211 網走 女子 10000m 津崎　紀久代 ツザキ　キクヨ （ ノーリツ 兵庫 ） 33.19.68 33.19.68 32.57.76
212 網走 女子 10000m 九嶋　映莉子 クシマ　エリコ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.44.82 35.59.90 32.16.84
213 網走 女子 3000m 川上　さくら カワカミ　サクラ （ ノーリツ 兵庫 ） 33.35.27 33.35.27 33.00.27 欠場

214 網走 女子 3000m 川上　わかば カワカミ　ワカバ （ ノーリツ 兵庫 ） 33.27.63 33.27.63 32.28.78
215 網走 女子 3000m 松山　芽生 マツヤマ　メイ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.28.89 9.28.89 9.25.48
216 網走 女子 3000m 新立　啓乃 シンタテ　ヒロノ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.49.82 - 9.35.24
217 網走 女子 3000m 津野　優 ツノ　ユウ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.45.95 9.45.95 9.35.91
218 深川 女子 10000m 堀江　美里 ホリエ　ミサト （ ノーリツ 兵庫 ） 16.08.20 16.08.20 15.58.62 欠場7/6

219 北見 女子 5000m 中野　円花 ナカノ　マドカ （ ノーリツ 兵庫 ） 15.53.32 15.53.32 15.53.32
220 北見 女子 5000m 津崎　紀久代 ツザキ　キクヨ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.08.14 16.08.14 15.57.19
221 北見 女子 5000m 松山　芽生 マツヤマ　メイ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.06.99 16.06.99 16.06.07
222 北見 女子 5000m 九嶋　映莉子 クシマ　エリコ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.44.82 17.09.24 15.57.13 欠場7/6

223 北見 女子 5000m 新立　啓乃 シンタテ　ヒロノ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.49.82 16.49.82 16.39.30
224 北見 女子 5000m 川上　さくら カワカミ　サクラ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.31.11 16.31.11 16.21.60 欠場7/4

225 北見 女子 5000m 川上　わかば カワカミ　ワカバ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.17.53 16.17.53 15.59.40
226 北見 女子 5000m 津野　優 ツノ　ユウ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.45.95 - -
227 深川 女子 10000m 小﨑　まり オザキ　マリ （ ノーリツ 兵庫 ） 33.08.61 33.08.61 31.34.15 欠場7/6

228 深川 女子 10000m 津崎　紀久代 ツザキ　キクヨ （ ノーリツ 兵庫 ） 33.19.68 33.19.68 32.57.76 B組変更希望

229 深川 女子 10000m 川上　さくら カワカミ　サクラ （ ノーリツ 兵庫 ） 33.35.27 33.35.27 33.00.27 欠場7/6

230 深川 女子 10000m 川上　わかば カワカミ　ワカバ （ ノーリツ 兵庫 ） 33.27.63 33.27.63 32.28.78 5000mB変更希望
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231 深川 女子 5000m 松山　芽生 マツヤマ　メイ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.06.99 16.06.99 16.06.07
232 深川 女子 5000m 九嶋　映莉子 クシマ　エリコ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.44.82 17.09.24 15.57.13 欠場7/6

233 深川 女子 5000m 新立　啓乃 シンタテ　ヒロノ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.49.82 16.49.82 16.39.30
234 深川 女子 3000m 中野　円花 ナカノ　マドカ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.29.44 9.29.44 9.29.44
235 深川 女子 3000m 津野　優 ツノ　ユウ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.45.95 9.45.95 9.35.91
236 士別 女子 5000m 小﨑　まり オザキ　マリ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.13.82 16.13.82 15.12.76 欠場7/6

237 士別 女子 5000m 堀江　美里 ホリエ　ミサト （ ノーリツ 兵庫 ） 16.08.20 16.08.20 15.58.62 欠場7/6

238 士別 女子 5000m 中野　円花 ナカノ　マドカ （ ノーリツ 兵庫 ） 15.53.32 15.53.32 15.53.32
239 士別 女子 5000m 津崎　紀久代 ツザキ　キクヨ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.08.14 16.08.14 15.57.19
240 士別 女子 5000m 松山　芽生 マツヤマ　メイ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.06.99 16.06.99 16.06.07
241 士別 女子 5000m 九嶋　映莉子 クシマ　エリコ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.44.82 17.09.24 15.57.13
242 士別 女子 5000m 新立　啓乃 シンタテ　ヒロノ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.49.82 16.49.82 16.39.30
243 士別 女子 5000m 川上　さくら カワカミ　サクラ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.31.11 16.31.11 16.21.60 欠場7/6

244 士別 女子 5000m 川上　わかば カワカミ　ワカバ （ ノーリツ 兵庫 ） 16.17.53 16.17.53 15.59.40
245 士別 女子 5000m 津野　優 ツノ　ユウ （ ノーリツ 兵庫 ） 9.45.95 17.14.74 -
246 北見 男子 10000mW 古川　誠也 フルカワ　セイヤ （ 大阪大 京都 ） 42.31.21 42.31.21 42.31.21
247 北見 女子 5000m 五島　莉乃 ゴシマ　リノ （ 中央大 石川 ） 15.42.06 15.42.06 15.42.06
248 網走 男子 2000mSC 東　遊馬 ヒガシ　ユウマ （ 九電工 福岡 ） 8.35.01 8.35.01 8.35.01
249 北見 男子 5000m 東　遊馬 ヒガシ　ユウマ （ 九電工 福岡 ） 13.44.23 13.44.23 13.44.23
250 深川 男子 3000mSC 東　遊馬 ヒガシ　ユウマ （ 九電工 福岡 ） 8.35.01 8.35.01 8.35.01
251 北見 男子 1500m 中村　信一郎 ナカムラ　シンイチロウ （ 九電工 福岡 ） 3.47.32 3.47.32 3.47.32
252 深川 男子 3000m 中村　信一郎 ナカムラ　シンイチロウ （ 九電工 福岡 ） 13.47.31 8.20.76 8.18.48
253 士別 男子 5000m 中村　信一郎 ナカムラ　シンイチロウ （ 九電工 福岡 ） 13.47.31 13.47.31 13.47.31
254 北見 男子 1500m ベナード　コエチ ベナード　コエチ （ 九電工 福岡 ） 3.40.50 3.40.50 3.40.50
255 深川 男子 3000m ベナード　コエチ ベナード　コエチ （ 九電工 福岡 ） 3.40.50 7.54.22 7.54.22
256 士別 男子 5000m ベナード　コエチ ベナード　コエチ （ 九電工 福岡 ） 13.46.38 13.46.38 13.46.38
257 北見 男子 5000m ポール　タヌイ ポール　タヌイ （ 九電工 福岡 ） 13.14.09 13.14.09 12.58.69
258 深川 男子 10000m ポール　タヌイ ポール　タヌイ （ 九電工 福岡 ） 26.50.60 26.50.60 26.49.41 欠場7/8

259 士別 男子 10000m ポール　タヌイ ポール　タヌイ （ 九電工 福岡 ） 13.14.09 13.14.09 13.14.09
260 北見 男子 10000m 高井　和治 タカイ　カズハル （ 九電工 福岡 ） 28.47.83 28.47.83 28.24.61
261 深川 男子 5000m 高井　和治 タカイ　カズハル （ 九電工 福岡 ） 13.53.21 13.53.21 13.39.76
262 北見 男子 10000m 岩見　和明 イワミ　カズアキ （ 九電工 福岡 ） 29.01.96 29.01.96 28.53.83
263 深川 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 13.58.50
264 北見 男子 10000m 吉田　亮壱 ヨシダ　リョウイチ （ 九電工 福岡 ） 29.05.18 29.05.18 28.52.53
265 深川 男子 5000m 吉田　亮壱 ヨシダ　リョウイチ （ 九電工 福岡 ） 13.55.52 13.55.52 13.55.52
266 深川 男子 5000m 久保田　和真 クボタ　カズマ （ 九電工 福岡 ） 14.08.36 14.08.36 13.49.27
267 士別 男子 5000m 久保田　和真 クボタ　カズマ （ 九電工 福岡 ） 14.08.36 14.08.36 13.49.27
268 深川 男子 5000m 光延　誠 ミツノブ　マコト （ 九電工 福岡 ） 13.57.73 13.57.73 13.53.08
269 士別 男子 5000m 光延　誠 ミツノブ　マコト （ 九電工 福岡 ） 13.57.73 13.57.73 13.53.08
270 網走 男子 5000m 三木　啓貴 ミキ　ヒロタカ （ GMOアスリーツ 東京 ） 14.16.71 14.16.71 14.02.63
271 網走 男子 5000m 橋本　崚 ハシモト　リョウ （ GMOアスリーツ 東京 ） 14.05.15 14.05.15 13.57.91
272 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 ） 14.02.70 14.02.70 14.02.43
273 北見 男子 10000m 三木　啓貴 ミキ　ヒロタカ （ GMOアスリーツ 東京 ） 14.16.71 14.16.71 29.29.35
274 北見 男子 10000m 橋本　崚 ハシモト　リョウ （ GMOアスリーツ 東京 ） 29.29.19 29.29.19 28.41.02
275 北見 男子 10000m 渡邉　利典 ワタナベ　トシノリ （ GMOアスリーツ 東京 ） 28.59.32 28.59.32 28.35.05
276 網走 男子 5000m YEGO EVANS イエゴ　エバンス （ サンベルクス 東京 ） 13.26.24 13.26.24 13.26.24
277 網走 男子 5000m 沖守　怜 オキモリ　サトシ （ サンベルクス 東京 ） 14.00.19 14.00.19 13.57.06
278 網走 男子 5000m 折居　卓哉 オリイ　タクヤ （ サンベルクス 東京 ） 14.09.88 14.09.88 13.56.58
279 網走 男子 5000m 須河　宏紀 スガワ　ヒロキ （ サンベルクス 東京 ） 14.17.98 14.17.98 14.04.89
280 網走 男子 5000m 荒川　諒丞 アラカワ　リョウスケ （ サンベルクス 東京 ） 14.13.78 14.13.78 14.13.78
281 網走 男子 5000m 高野　千尋 タカノ　チヒロ （ サンベルクス 東京 ） 14.22.52 14.22.52 14.22.52
282 北見 男子 10000m 沖守　怜 オキモリ　サトシ （ サンベルクス 東京 ） 14.00.19 14.00.19 29.07.24
283 北見 男子 10000m 折居　卓哉 オリイ　タクヤ （ サンベルクス 東京 ） 14.09.88 14.09.88 29.27.71
284 北見 男子 10000m 須河　宏紀 スガワ　ヒロキ （ サンベルクス 東京 ） 14.17.98 14.17.98 28.56.40
285 北見 男子 10000m 荒川　諒丞 アラカワ　リョウスケ （ サンベルクス 東京 ） 14.13.78 14.13.78 29.34.54
286 北見 男子 10000m 高野　千尋 タカノ　チヒロ （ サンベルクス 東京 ） 14.22.52 14.22.52 29.31.96
287 網走 男子 5000m 久我　和弥 クガ　カズヒロ （ 富士通 千葉 ） 14.00.31 14.00.31 13.49.71
288 網走 男子 5000m 油布　郁人 ユフ　イクト （ 富士通 千葉 ） 14.13.68 14.13.68 13.42.09
289 網走 男子 5000m 前野　貴行 マエノ　タカユキ （ 富士通 千葉 ） 14.09.36 14.09.36 13.59.06
290 網走 男子 5000m 石井　秀昂 イシイ　ヒデアキ （ 富士通 千葉 ） 14.09.53 14.09.53 13.54.20
291 網走 男子 5000m ベナード　キメリ ベナード　キメリ （ 富士通 千葉 ） 13.17.65 13.17.65 13.17.65
292 北見 男子 10000mW 鈴木　雄介 スズキ　ユウスケ （ 富士通 千葉 ） 38.10.23
293 深川 男子 5000m 油布　郁人 ユフ　イクト （ 富士通 千葉 ） 14.13.68 14.13.68 13.42.09
294 深川 男子 5000m 久我　和弥 クガ　カズヒロ （ 富士通 千葉 ） 14.00.31 14.00.31 13.49.71
295 深川 男子 10000m 荻野　皓平 オギノ　コウヘイ （ 富士通 千葉 ） 29.02.02 29.02.02 28.56.00
296 深川 男子 10000m 横手　健 ヨコテ　ケン （ 富士通 千葉 ） 28.04.51 28.04.51 27.58.40
297 深川 男子 10000m 大森　澪 オオモリ　レイ （ 富士通 千葉 ） 28.56.06 28.56.06 28.56.06
298 士別 男子 5000m ジョン　マイナ ジョン　マイナ （ 富士通 千葉 ） 13.20.22 13.20.22 13.16.82
299 士別 女子 3000m 奥山　瑞希 オクヤマ　ミズキ （ 利府高 宮城 ） 09.30.98 09.30.98 09.30.11
300 網走 女子 3000m 上田　未奈 ウエダ　ミナ （ 城西大 千葉 ） 4.17.38 4.17.38 9.07.66
301 網走 女子 3000m 三ツ木　桃香 ミツギ　モモカ （ 城西大 埼玉 ） 16.06.45 16.06.45 9.29.05
302 網走 女子 3000m 岡村　未歩 オカムラ　ミホ （ 城西大 長野 ） 4.31.85 4.31.85 9.43.24
303 北見 女子 5000m 上田　未奈 ウエダ　ミナ （ 城西大 千葉 ） 16.10.49 16.10.49 15.36.27
304 北見 女子 5000m 三ツ木　桃香 ミツギ　モモカ （ 城西大 埼玉 ） 16.06.45 16.06.45 16.06.45
305 北見 女子 5000m 佐光　菜々子 サコウ　ナナコ （ 城西大 愛知 ） 16.26.63 16.26.63 16.26.63
306 網走 女子 3000m 西田　留衣 ニシダ　ルイ （ シスメックス 兵庫 ） - 9.26.61 9.26.61
307 網走 女子 3000m 坂本　茉矢 サカモト　マアヤ （ シスメックス 兵庫 ） - 9.24.25 9.24.25
308 網走 女子 3000m 鳴瀧　ほのか ナルタキ　ホノカ （ シスメックス 兵庫 ） - 9.33.03 9.33.03
309 網走 女子 10000m 大貫　真実 オオヌキ　マミ （ シスメックス 兵庫 ） - 33.43.97 32.57.82 欠場

310 網走 女子 10000m 高山　琴海 タカヤマ　コトミ （ シスメックス 兵庫 ） 16.12.67 - 32.15.20
311 網走 女子 10000m 田邊　摩希子 タナベ　マキコ （ シスメックス 兵庫 ） 16.26.83 34.34.29 33.55.70
312 網走 女子 2000mSC 瀬川　帆夏 セガワ　ソヨカ （ シスメックス 兵庫 ） 9.59.73 9.59.73 9.58.81
313 北見 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
314 北見 女子 5000m 鳴瀧　ほのか ナルタキ　ホノカ （ シスメックス 兵庫 ） 9.33.03 17.07.70 17.07.70
315 北見 女子 5000m 高山　琴海 タカヤマ　コトミ （ シスメックス 兵庫 ） - 16.12.67 15.41.21
316 北見 女子 5000m 金平　裕希 カネヒラ　ユキ （ シスメックス 兵庫 ） - 15.54.11 15.54.11
317 北見 女子 5000m 坂本　茉矢 サカモト　マアヤ （ シスメックス 兵庫 ） - 16.21.58 16.21.58
318 深川 女子 3000m 鳴瀧　ほのか ナルタキ　ホノカ （ シスメックス 兵庫 ） - 9.33.03 9.33.03
319 深川 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
320 深川 女子 5000m 高山　琴海 タカヤマ　コトミ （ シスメックス 兵庫 ） - 16.12.67 15.41.21
321 深川 女子 10000m 田邊　摩希子 タナベ　マキコ （ シスメックス 兵庫 ） - 33.48.58 15.56.06
322 深川 女子 5000m 坂本　茉矢 サカモト　マアヤ （ シスメックス 兵庫 ） - 16.16.75 16.21.58
323 深川 女子 10000m 大貫　真実 オオヌキ　マミ （ シスメックス 兵庫 ） - 33.43.97 32.57.82
324 深川 女子 10000m 永岡　真衣 ナガオカ　マイ （ シスメックス 兵庫 ） 16.17.04 - 32.57.15 欠場

325 深川 女子 10000m 金平　裕希 カネヒラ　ユキ （ シスメックス 兵庫 ） - 33.50.79 33.50.79
326 深川 女子 5000m 瀬川　帆夏 セガワ　ソヨカ （ シスメックス 兵庫 ） 16.27.05 16.27.05 16.27.05
327 網走 男子 5000m Loasby Hideo Harry ﾛｽﾞﾋﾞｰ　ﾋﾃﾞｵ　ﾊﾘｰ （ Hong Kong ） 15.01.27 15.01.27 15.01.27 出場

328 北見 男子 1500m Loasby Hideo Harry ﾛｽﾞﾋﾞｰ　ﾋﾃﾞｵ　ﾊﾘｰ （ Hong Kong ） 3.59.94 3.59.94 3.59.94
329 網走 女子 3000m Chui Nicole ﾁｭｲ　ﾆｺﾙ （ Hong Kong ） 18.25.17
330 北見 女子 5000m Chui Nicole ﾁｭｲ　ﾆｺﾙ （ Hong Kong ） 18.25.17 18.25.17 18.25.17
331 網走 女子 5000mW Ching Sui Nga ﾁﾝ　ｽﾅ （ Hong Kong ） 22.57.77 22.57.77 22.57.77
332 北見 女子 10000mW Ching Sui Nga ﾁﾝ　ｽﾅ （ Hong Kong ） 45.52.36 45.52.36 45.52.36
333 深川 女子 10000m 関野　茜 セキノ　アカネ （ 埼玉陸協 ） 32.08.09 32.08.09 32.08.09
334 北見 男子 5000m 相澤　晃 アイザワ　アキラ （ 東洋大 福島 ） 13.48.73 13.48.73 13.48.73
335 北見 男子 5000m 西山　和弥 ニシヤマ　カズヤ （ 東洋大 群馬 ） 13.51.58 13.51.58 13.51.58
336 士別 男子 5000m 小室　翼 コムロ　ツバサ （ 東洋大 宮城 ） 14.33.26 14.33.26 14.14.37
337 北見 男子 10000m 小山　陽平 コヤマ　ヨウヘイ （ NTN 三重 ） 13.55.33 13.55.33 28.58.43
338 北見 男子 10000m 齋田　直輝 サイタ　ナオキ （ NTN 三重 ） 29.08.29 29.08.29 29.08.29
339 北見 男子 1500m 竹内　颯 タケウチ　ハヤテ （ NTN 岐阜 ） 3.48.36 3.48.36 3.48.36
340 深川 男子 5000m 竹内　颯 タケウチ　ハヤテ （ NTN 三重 ） 14.02.33 14.02.33 14.02.33
341 深川 男子 10000m 櫻岡　駿 サクラオカ　シュン （ NTN 三重 ） 28.35.56 28.35.56 28.22.97
342 網走 男子 5000m 橋本　澪 ハシモト　レイ （ マツダ 広島 ） 13.57.68 13.57.68 13.57.68
343 網走 男子 5000m 山本　雄大 ヤマモト　ユウダイ （ マツダ 広島 ） 14.13.44 14.13.44 14.10.87
344 北見 男子 1500m 山本　雄大 ヤマモト　ユウダイ （ マツダ 広島 ） 3.48.24 3.48.24 3.46.98
345 北見 男子 5000m 延藤　潤 ノブトウ　ジュン （ マツダ 広島 ） 28.33.66 14.03.35 14.00.75
346 北見 男子 10000m 山本　憲二 ヤマモト　ケンジ （ マツダ 広島 ） 29.07.79 29.07.79 28.26.35
347 北見 男子 10000m 橋本　澪 ハシモト　レイ （ マツダ 広島 ） 29.56.70 29.56.70 29.06.19
348 深川 男子 3000m 山本　雄大 ヤマモト　ユウダイ （ マツダ 広島 ） 3.48.24 - -
349 深川 男子 10000m 延藤　潤 ノブトウ　ジュン （ マツダ 広島 ） 28.33.66 28.33.66 28.33.66
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350 網走 男子  視覚5000m 堀越　信司 ホリコシ　タダシ （ NTT西日本 大阪 ） 15.36.19 15.36.19 14.48.89 日本ブラインドマラソン協会

351 網走 男子  視覚5000m 熊谷　豊 クマガイ　ユタカ （ 三井住友海上 神奈川 ） 15.55.24 15.55.24 15.42.17 日本ブラインドマラソン協会

352 網走 男子  視覚5000m 高井　俊治 タカイ　トシハル （ 瓦町ぎおん温泉 徳島 ） 15.52.34 15.52.34 15.52.34 日本ブラインドマラソン協会

353 網走 男子  視覚5000m 和田　伸也 ワダ　シンヤ （ 長居WIND 大阪 ） 15.54.29 15.54.29 15.50.87 日本ブラインドマラソン協会

354 網走 男子  視覚5000m 谷口　真大 タニグチ　マサヒロ （ JBMA 兵庫 ） 16.22.19 16.22.19 16.15.80 日本ブラインドマラソン協会

355 網走 男子  視覚5000m 唐澤　剣也 カラサワ　ケンヤ （ JBMA 群馬 ） 16.18.59 16.18.59 16.18.59 日本ブラインドマラソン協会

356 網走 女子  視覚5000m 道下　美里 ミチシタ　ミサト （ 三井住友海上 福岡 ） 19.10.66 19.10.66 19.10.66 日本ブラインドマラソン協会

357 網走 女子  視覚5000m 西島　美保子 ニシジマ　ミホコ （ JBMA 福井 ） 22.02.14 22.02.14 20.32.06 日本ブラインドマラソン協会

358 網走 女子  視覚5000m 青木　洋子 アオキ　ヨウコ （ NTTクラルティ 東京 ） 20.48.56 20.48.56 20.48.56 日本ブラインドマラソン協会

359 北見 男子  視覚5000m 堀越　信司 ホリコシ　タダシ （ NTT西日本 大阪 ） 15.36.19 15.36.19 14.48.89 日本ブラインドマラソン協会

360 北見 男子  視覚5000m 熊谷　豊 クマガイ　ユタカ （ 三井住友海上 神奈川 ） 15.55.24 15.55.24 15.42.17 日本ブラインドマラソン協会

361 北見 男子  視覚5000m 高井　俊治 タカイ　トシハル （ 瓦町ぎおん温泉 徳島 ） 15.52.34 15.52.34 15.52.34 日本ブラインドマラソン協会

362 北見 男子  視覚5000m 和田　伸也 ワダ　シンヤ （ 長居WIND 大阪 ） 15.54.29 15.54.29 15.50.87 日本ブラインドマラソン協会

363 北見 女子  視覚5000m 道下　美里 ミチシタ　ミサト （ 三井住友海上 福岡 ） 19.10.66 19.10.66 19.10.66 日本ブラインドマラソン協会

364 北見 女子  視覚5000m 西島　美保子 ニシジマ　ミホコ （ JBMA 福井 ） 22.02.14 22.02.14 20.32.06 日本ブラインドマラソン協会

365 北見 女子  視覚5000m 青木　洋子 アオキ　ヨウコ （ NTTクラルティ 東京 ） 20.48.56 20.48.56 20.48.56 日本ブラインドマラソン協会

366 網走 女子 3000m 南　美沙希 ミナミ　ミサキ （ ワコール 京都 ） 16.14.48 9.35.97 9.28.09
367 網走 女子 3000m 谷口　真菜 タニグチ　マナ （ ワコール 京都 ） 9.29.06 9.29.06 9.26.74
368 網走 女子 3000m 長谷川　詩乃 ハセガワ　シノ （ ワコール 京都 ） 9.19.90 9.19.90 9.19.90
369 北見 女子 5000m 南　美沙希 ミナミ　ミサキ （ ワコール 京都 ） 16.14.48 16.14.48 16.12.32
370 北見 女子 5000m 谷口　真菜 タニグチ　マナ （ ワコール 京都 ） 9.29.06 16.22.17 16.22.17
371 北見 女子 5000m 長谷川　詩乃 ハセガワ　シノ （ ワコール 京都 ） 9.19.90 16.20.72 16.20.72
372 北見 女子 5000m 瀬理　穂香 セリ　ホノカ （ 京都光華女子大 大阪 ） 16.48.68 16.48.68 16.48.68
373 北見 女子 5000m 藤村　晴菜 フジムラ　ハルナ （ 京都光華女子大 京都 ） 16.25.36 16.25.36 16.25.36
374 北見 女子 5000m 藤村　晶菜 フジムラ　アキナ （ 京都光華女子大 京都 ） 16.21.46 16.21.46 16.21.46
375 網走 女子 3000m 内藤　早紀子 ナイトウ　サキコ （ パナソニック 神奈川 ） 9.30.65 9.30.65 9.10.56
376 網走 女子 3000m 堀　優花 ホリ　ユウカ （ パナソニック 神奈川 ） 9.25.52 9.25.52 9.11.02
377 網走 女子 3000m 川路　芽生 カワジ　メイ （ パナソニック 神奈川 ） 9.26.29 9.26.29 9.26.29
378 網走 女子 3000m 戸部　千晶 トベ　チアキ （ パナソニック 神奈川 ） 9.36.43 9.36.43 9.26.42
379 網走 女子 3000m 渡邊　菜々美 ワタナベ　ナナミ （ パナソニック 神奈川 ） 9.09.13 9.09.13 9.09.13
380 網走 女子 3000m 金丸　清香 カネマル　サヤカ （ パナソニック 神奈川 ） 9.39.28 9.39.28 9.39.28
381 網走 女子 3000m 森　磨皓 モリ　マシロ （ パナソニック 神奈川 ） 9.21.40 9.30.62 9.21.40
382 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 ） 15.39.38 15.39.38 15.39.38
383 北見 女子 5000m 堀　優花 ホリ　ユウカ （ パナソニック 神奈川 ） 15.28.64 15.28.64 15.23.53
384 北見 女子 5000m 川路　芽生 カワジ　メイ （ パナソニック 神奈川 ） 9.26.29
385 北見 女子 5000m 戸部　千晶 トベ　チアキ （ パナソニック 神奈川 ） 16.22.07 16.22.07 16.22.07
386 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 ） 15.35.32 15.35.32 15.35.32
387 北見 女子 5000m 森　磨皓 モリ　マシロ （ パナソニック 神奈川 ） 9.21.40 16.49.33
388 北見 女子 5000m 金丸　清香 カネマル　サヤカ （ パナソニック 神奈川 ） 9.39.28 9.39.28 9.39.28
389 深川 女子 10000m 森田　詩織 モリタ　シオリ （ パナソニック 神奈川 ） 16.17.23
390 深川 女子 10000m 堀　優花 ホリ　ユウカ （ パナソニック 神奈川 ） 32.59.80 33.24.25 31.59.80
391 士別 女子 5000m 内藤　早紀子 ナイトウ　サキコ （ パナソニック 神奈川 ） 15.39.38 15.39.38 15.39.38
392 士別 女子 5000m 森田　詩織 モリタ　シオリ （ パナソニック 神奈川 ） 16.17.23 16.17.23 15.44.10
393 士別 女子 5000m 堀　優花 ホリ　ユウカ （ パナソニック 神奈川 ） 15.28.64 15.28.64 15.23.53
394 士別 女子 3000m 川路　芽生 カワジ　メイ （ パナソニック 神奈川 ） 9.26.29 9.26.29 9.26.29
395 士別 女子 3000m 戸部　千晶 トベ　チアキ （ パナソニック 神奈川 ） 16.22.07 16.09.57 16.22.07 7/11種目変更

396 士別 女子 5000m 渡邊　菜々美 ワタナベ　ナナミ （ パナソニック 神奈川 ） 9.09.13 9.09.13 9.09.13 7/11種目変更

397 士別 女子 3000m 金丸　清香 カネマル　サヤカ （ パナソニック 神奈川 ） 9.39.28 9.39.28 9.39.28
398 士別 女子 3000m 森　磨皓 モリ　マシロ （ パナソニック 神奈川 ） 9.21.40 9.30.62 9.21.40
399 北見 女子 5000m 吉村　玲美 ヨシムラ　レイミ （ 白鵬女子高 神奈川 ） 9.18.37 16.48.46 16.48.46
400 北見 女子 1500m 下里　芽依 シモザト　メイ （ 白鵬女子高 神奈川 ） 4.28.96 4.28.96 4.28.96
401 網走 女子 3000m 木村　友香 キムラ　トモカ （ ユニバーサル 千葉 ） 8.59.11 8.59.11 欠場

402 網走 女子 3000m 篠塚　麻衣 シノヅカ　マイ （ ユニバーサル 千葉 ） 9.25.68 9.25.68 9.25.68
403 網走 女子 3000m 青山　瑠衣 アオヤマ　ルイ （ ユニバーサル 千葉 ） 9.34.05 9.34.05 9.10.38
404 網走 女子 3000m 由水　沙季 ヨシミズ　サキ （ ユニバーサル 千葉 ） 9.33.90 9.33.90 9.05.20
405 北見 女子 5000m 篠塚　麻衣 シノヅカ　マイ （ ユニバーサル 千葉 ） 15.48.75 15.48.75 15.48.75
406 北見 女子 5000m 青山　瑠衣 アオヤマ　ルイ （ ユニバーサル 千葉 ） 16.10.93 16.10.93 15.40.55
407 北見 女子 3000m 由水　沙季 ヨシミズ　サキ （ ユニバーサル 千葉 ） 4.26.44 9.25.36 9.05.20 通常

408 北見 女子 3000m 木村　友香 キムラ　トモカ （ ユニバーサル 千葉 ） 15.12.47 特別レース 特別レース

409 北見　男子　10000ｍ 小島　大明 コジマ　ハルアキ （ 中央発條 愛知 ） 28.46.65 28.46.65 28.46.65
410 北見　男子　10000ｍ 石井　格人 イシイ　カクト （ 中央発條 愛知 ） 29.26.58 29.26.58 29.26.58
411 北見　男子　10000ｍ 坂田　昌駿 サカタ　マサトシ （ 中央発條 愛知 ） 28.54.35 28.54.35 28.54.35
412 網走 女子 3000m Shuru　Bulo シュル　ブロ （ TOTO 福岡 ） 8.47.24 8.47.24 8.47.24 欠場

413 網走 女子 3000m 本田　純麗 ホンダ　スミレ （ TOTO 福岡 ） 16.56.23 9.51.71 9.32.50
414 網走 女子 10000m 一　紋野女 カズ　アヤメ （ TOTO 福岡 ） 33.59.92 33.59.92 33.59.92 欠場

415 網走 女子 10000m 黒田　純菜 クロダ　スミナ （ TOTO 福岡 ） 16.23.42 34.08.68 34.08.68 欠場

416 網走 女子 10000m 前之原　瑠衣 マエノハラ　ルイ （ TOTO 福岡 ） 16.38.10 34.17.69 34.17.69 欠場

417 北見 女子 5000m Shuru　Bulo シュル　ブロ （ TOTO 福岡 ） 14.58.20 14.58.20 14.58.20
418 北見 女子 5000m 本田　純麗 ホンダ　スミレ （ TOTO 福岡 ） 16.56.23 16.56.23 16.36.61
419 北見 女子 5000m 一　紋野女 カズ　アヤメ （ TOTO 福岡 ） 16.17.82 16.17.82 16.17.82
420 北見 女子 5000m 黒田　純菜 クロダ　スミナ （ TOTO 福岡 ） 16.23.42 16.23.42 15.50.21
421 北見 女子 5000m 前之原　瑠衣 マエノハラ　ルイ （ TOTO 福岡 ） 16.38.10 16.38.10 16.28.18
422 網走 男子 5000m 松田　佑太 マツダ　ユウタ （ SGHグループ 京都 ） 13.52.05 13.52.05 13.40.68
423 網走 男子 5000m 橋爪　孝安 ハシヅメ　タカヤス （ SGHグループ 京都 ） 14.01.85 14.01.85 13.56.46
424 網走 男子 5000m 八巻　雄飛 ヤマキ　ユウト （ SGHグループ 京都 ） 14.20.28 14.20.28 14.18.19
425 網走 男子 5000m 千葉　直輝 チバ　ナオキ （ SGHグループ 京都 ） 14.22.41 14.22.41 14.08.20
426 網走 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 13.32.64
427 北見 男子 1500m 松田　佑太 マツダ　ユウタ （ SGHグループ 京都 ） 3.44.39 3.44.39 3.42.52
428 北見 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 3.54.54
429 北見 男子 10000m 飯沼　健太 イイヌマ　ケンタ （ SGHグループ 京都 ） 29.07.32 29.07.32 29.00.70
430 北見 男子 10000m 橋爪　孝安 ハシヅメ　タカヤス （ SGHグループ 京都 ） 28.50.48 28.50.48 28.50.48
431 北見 男子 10000m 八巻　雄飛 ヤマキ　ユウト （ SGHグループ 京都 ） 29.40.28 29.40.28 29.15.06
432 深川 男子 5000m 千葉　直輝 チバ　ナオキ （ SGHグループ 京都 ） 14.22.41 14.19.83 14.08.20
433 深川 男子 5000m 橋爪　孝安 ハシヅメ　タカヤス （ SGHグループ 京都 ） 14.01.85 14.01.85 13.56.46
434 深川 男子 10000m 松田　佑太 マツダ　ユウタ （ SGHグループ 京都 ） 28.48.20 28.48.20 28.32.13
435 深川 男子 10000m 林　竜之介 ハヤシ　リュウノスケ （ SGHグループ 京都 ） 29.02.66 29.02.66 29.02.66
436 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 ） 28.21.51 28.21.51 28.01.76
437 網走 男子 5000m 大谷　健太 オオタニ　ケンタ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 14.09.34 14.09.34 13.57.92
438 網走 男子 5000m 岡本　雄大 オカモト　ユウダイ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 13.39.94 13.39.94 13.38.56
439 網走 男子 5000m 松村　陣之助 マツムラ　ジンノスケ （ ＪＦＥスチール 広島 ） 14.03.28 14.03.28 13.46.23
440 北見 男子 10000m 大谷　健太 オオタニ　ケンタ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 29.19.08 29.19.08 29.00.31
441 北見 男子 5000m 岡本　雄大 オカモト　ユウダイ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 13.39.94 13.39.94 13.38.56
442 北見 男子 10000m 松村　陣之助 マツムラ　ジンノスケ （ ＪＦＥスチール 広島 ） 14.03.28 30.27.49 28.56.24
443 深川 男子 10000m 大谷　健太 オオタニ　ケンタ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 29.19.08 29.19.08 29.00.31
444 深川 男子 5000m 岡本　雄大 オカモト　ユウダイ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 13.39.94 13.39.94 13.38.56
445 深川 男子 10000m 松村　陣之助 マツムラ　ジンノスケ （ ＪＦＥスチール 広島 ） 14.03.28 29.22.59 28.56.24
446 士別 男子 10000m 岡本　雄大 オカモト　ユウダイ （ ＪＦＥスチール 岡山 ） 28.39.18 28.39.18 28.24.35
447 北見 女子 5000m 中塚　世莉菜 ナカツカ　セリナ （ 札幌国際大 北海道 ） 17.00.00 16.52.65 16.52.65
448 網走 女子 3000m 日隈　彩美 ヒグマ　アヤミ （ 鹿屋体育大 大分 ） 9.23.63 9.23.63 9.23.63
449 北見 女子 5000m 日隈　彩美 ヒグマ　アヤミ （ 鹿屋体育大 大分 ） 16.07.78 16.07.78 16.07.78
450 網走 女子 2000mSC 藪田　裕衣 ヤブタ　ユイ （ 大塚製薬 徳島 ） 10.02.65 10.00.65
451 北見 女子 5000m 川内　理江 カワウチ　リエ （ 大塚製薬 徳島 ） 16.10.80 16.10.80 15.41.60
452 北見 女子 5000m 井上　彩花 イノウエ　アヤカ （ 大塚製薬 徳島 ） 16.06.58 16.06.58 15.52.95
453 北見 女子 5000m 横江　里沙 ヨコエ　リサ （ 大塚製薬 徳島 ） 15.41.60 15.41.60 15.18.11
454 北見 女子 5000m 福良　郁美 フクラ　イクミ （ 大塚製薬 徳島 ） 16.02.69 16.02.69 16.02.69
455 北見 女子 1500m 藪田　裕衣 ヤブタ　ユイ （ 大塚製薬 徳島 ） 4.21.70 4.21.70 4.21.70
456 北見 女子 1500m 岡田　唯 オカダ　ユイ （ 大塚製薬 徳島 ） 4.25.66 欠場

457 北見 女子 1500m 前畑　有希 マエハタ　ユウキ （ 大塚製薬 徳島 ） 4.41.74 4.41.74 4.28.36 3000m資格あり（9.46.76/17SB）

458 北見 女子 1500m 和田　紗季 ワダ　サキ （ 大塚製薬 徳島 ） 4.25.43 4.25.43 4.25.43 欠場

459 北見 女子 1500m 秋山　あみる アキヤマ　アミル （ 大塚製薬 徳島 ） 4.27.89 4.27.89 4.23.41
460 深川 女子 10000m 川内　理江 カワウチ　リエ （ 大塚製薬 徳島 ） 33.05.56 33.05.56 33.05.56
461 深川 女子 10000m 福良　郁美 フクラ　イクミ （ 大塚製薬 徳島 ） 33.12.79 33.12.79 33.12.79
462 深川 女子 3000m 岡田　唯 オカダ　ユイ （ 大塚製薬 徳島 ） 9.36.77 9.36.77 9.13.41 欠場

463 深川 女子 3000m 前畑　有希 マエハタ　ユウキ （ 大塚製薬 徳島 ） 9.46.76 9.46.76 9.18.35
464 深川 女子 3000m 和田　紗季 ワダ　サキ （ 大塚製薬 徳島 ） 9.42.37 9.42.37 9.31.20 欠場

465 深川 女子 3000m 秋山　あみる アキヤマ　アミル （ 大塚製薬 徳島 ） 9.39.33 9.39.33 9.24.34
466 深川 女子 3000mSC 藪田　裕衣 ヤブタ　ユイ （ 大塚製薬 徳島 ） 10.02.65 10.00.65 北見1500m4.21.35

467 網走 男子 2000mSC 松本　葵 マツモト　アオイ （ 大塚製薬 徳島 ） 8.36.40
468 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 13.58.86
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469 網走 男子 5000m 山川　雄大 ヤマカワ　ユウダイ （ 大塚製薬 徳島 ） 14.08.71 14.08.71 14.08.71
470 網走 男子 5000m 上村　和生 ウエムラ　カズキ （ 大塚製薬 徳島 ） 14.12.03 14.12.03 13.57.17
471 網走 男子 5000m 髙橋　裕太 タカハシ　ユウタ （ 大塚製薬 徳島 ） 14.07.24 14.07.24 14.06.77
472 網走 男子 5000m 國行　麗生 クニユキ　レオ （ 大塚製薬 徳島 ） 13.51.42 13.51.42 13.51.42
473 網走 男子 5000m 秦　将吾 ハタ　ショウゴ （ 大塚製薬 徳島 ） 14.04.93 14.04.93 13.40.79
474 北見 男子 10000m 野田　一貴 ノダ　カズキ （ 大塚製薬 徳島 ） 29.12.28 29.12.28 28.59.66
475 北見 男子 10000m 山川　雄大 ヤマカワ　ユウダイ （ 大塚製薬 徳島 ） 14.08.71 28.50.18
476 北見 男子 10000m 上村　和生 ウエムラ　カズキ （ 大塚製薬 徳島 ） 28.55.30 28.55.30 28.35.96
477 北見 男子 10000m 髙橋　裕太 タカハシ　ユウタ （ 大塚製薬 徳島 ） 29.11.13 29.11.13 28.37.20
478 深川 男子 3000mSC 松本　葵 マツモト　アオイ （ 大塚製薬 徳島 ） 8.36.40 8.36.40 8.30.49
479 深川 男子 3000m 秦　将吾 ハタ　ショウゴ （ 大塚製薬 徳島 ） 8.09.24 8.09.24 8.09.24 北見1500m3.45.98

480 深川 男子 3000m 國行　麗生 クニユキ　レオ （ 大塚製薬 徳島 ） 8.10.41 8.10.41 8.10.41 北見1500m3.46.59

481 士別 女子 3000m 佐藤　明日美 サトウ　アスミ （ 山形陸協 山形 ） 9.29.12 9.29.12 9.29.12
482 士別 女子 3000m 川田　愛佳 カワタ　マナカ （ 山形陸協 山形 ） 9.33.24 9.33.24 9.33.24
483 網走 男子 5000m 齋藤　勇人 サイトウ　ハヤト （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.57.48 13.57.48 13.41.80
484 網走 男子 5000m 新庄　翔太 シンジョウ　ショウタ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.57.24 13.57.24 13.43.27
485 網走 男子 5000m 足羽　純実 アシワ　アツミ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 14.01.90 14.01.90 14.01.85
486 網走 男子 5000m 原　法利 ハラ　ノリトシ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 14.08.20 14.08.20 14.08.20
487 網走 男子 5000m KOSITANY　ELIJAH コシタニー　エリジャ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.39.19 13.39.19 13.39.19
488 深川 男子 1500m 三宅　一輝 ミヤケ　カズキ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 3.51.27 3.51.27 3.46.50
489 深川 男子 3000m 荒井　七海 アライ　ナナミ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 3.42.70 3.42.70 3.42.70
490 深川 男子 5000m 齋藤　勇人 サイトウ　ハヤト （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.57.48 13.57.48 13.41.80
491 深川 男子 5000m 松村　優樹 マツムラ　ユウキ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.51.40 13.51.40 13.51.40
492 深川 男子 5000m 原　法利 ハラ　ノリトシ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 14.08.20 14.08.20 14.08.20
493 深川 男子 10000m 上野　渉 ウエノ　ワタル （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 28.47.89 28.47.89 28.38.33
494 深川 男子 10000m 新庄　翔太 シンジョウ　ショウタ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 28.50.73 28.50.73 28.29.06
495 深川 男子 10000m 足羽　純実 アシワ　アツミ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 28.36.76 28.36.76 28.36.76
496 士別 男子 5000m 石川　末廣 イシカワ　スエヒロ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 14.04.94 14.04.94 13.42.64
497 士別 男子 5000m 上野　渉 ウエノ　ワタル （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.54.67 13.54.67 13.46.79
498 士別 男子 5000m 木村　慎 キムラ　シン （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.50.94 13.50.94 13.45.21
499 士別 男子 5000m 荒井　七海 アライ　ナナミ （ Ｈｏｎｄａ 埼玉 ） 13.49.85 13.49.85 13.49.85
500 網走 女子 10000m 中村　瑠花 ナカムラ　ルカ （ 小島プレス 愛知 ） 16.22.50 16.22.50 16.22.50
501 北見 女子 5000m 中村　瑠花 ナカムラ　ルカ （ 小島プレス 愛知 ） 16.22.50 16.22.50 16.22.50
502 北見 女子 1500m 落合　沙紀 オチアイ　サキ （ 小島プレス 愛知 ） 4.29.59 4.29.59 4.25.09
503 網走 男子 5000m 田中　秀幸 タナカ　ヒデユキ （ トヨタ自動車 愛知 ） 13.48.27 13.48.27 13.36.08
504 網走 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 ） 13.22.68 13.22.68 13.17.08
505 網走 男子 5000m デビッド　ムフフ デビッド　ムフフ （ トヨタ自動車 愛知 ） 13.45.63 13.45.63 13.45.63
506 網走 男子 2000mSC 近藤　聖志 コンドウ　サトシ （ トヨタ自動車 愛知 ） 8.49.11 - -
507 北見 男子 10000m 松本　稜 マツモト　リョウ （ トヨタ自動車 愛知 ） 28.42.41 28.42.41 28.15.42
508 北見 男子 10000m 安井　雄一 ヤスイ　ユウイチ （ トヨタ自動車 愛知 ） 29.32.63 29.32.63 29.07.01
509 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 ） 28.34.06 28.34.06 28.14.09
510 深川 男子 10000m 西山　雄介 ニシヤマ　ユウスケ （ トヨタ自動車 愛知 ） 28.29.23 28.29.23 28.29.23
511 深川 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 ） 27.48.51 27.48.51 27.02.59
512 深川 男子 10000m デビッド　ムフフ デビッド　ムフフ （ トヨタ自動車 愛知 ） 13.45.63 - -
513 深川 男子 3000m 藤本　拓 フジモト　タク （ トヨタ自動車 愛知 ） 13.40.39 - -
514 深川 男子 3000m 田中　秀幸 タナカ　ヒデユキ （ トヨタ自動車 愛知 ） 13.48.27 - 8.12.52
515 深川 男子 3000mSC 近藤　聖志 コンドウ　サトシ （ トヨタ自動車 愛知 ） 8.49.11 8.49.11 8.49.11
516 士別 男子 10000m 藤本　拓 フジモト　タク （ トヨタ自動車 愛知 ） 13.40.39 - 28.20.96
517 士別 男子 5000m 山本　修平 ヤマモト　シュウヘイ （ トヨタ自動車 愛知 ） 14.08.25 14.08.25 13.42.17
518 網走 男子 5000m 棟方　雄己 ムナカタ　ユウキ （ カネボウ 東京 ） 13.58.22 13.58.22 13.46.32
519 北見 男子 10000m 棟方　雄己 ムナカタ　ユウキ （ カネボウ 東京 ） 29.09.55 29.09.55 28.46.78
520 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 28.52.79 28.46.78
521 士別 男子 5000m 棟方　雄己 ムナカタ　ユウキ （ カネボウ 東京 ） 13.58.22 13.58.22 13.46.32
522 網走 男子 5000m 代田　修平 シロタ　シュウヘイ （ カネボウ 東京 ） 13.48.99 13.48.99 13.48.99
523 北見 男子 10000m 代田　修平 シロタ　シュウヘイ （ カネボウ 東京 ） 29.39.24 29.39.24 29.10.77
524 深川 男子 3000m 代田　修平 シロタ　シュウヘイ （ カネボウ 東京 ） 13.48.99 13.48.99 8.08.96
525 士別 男子 5000m 代田　修平 シロタ　シュウヘイ （ カネボウ 東京 ） 13.48.99 13.48.99 13.48.99
526 網走 男子 5000m 文元　慧 フミモト　ケイ （ カネボウ 東京 ） 13.47.46 13.47.46 13.47.25
527 網走 男子 5000m 平　和真 タイラ　カズマ （ カネボウ 東京 ） 13.41.10 13.41.10 13.38.64
528 北見 男子 1500m 石川　颯真 イシカワ　ソウマ （ カネボウ 東京 ） 3.48.10 3.48.10 3.48.10
529 深川 男子 3000m 石川　颯真 イシカワ　ソウマ （ カネボウ 東京 ） 3.48.10 8.20.96 8.09.45
530 網走 男子 5000m 鈴木　祐希 スズキ　ユウキ （ カネボウ 東京 ） 13.49.59 13.49.59 13.49.59
531 深川 男子 3000m 鈴木　祐希 スズキ　ユウキ （ カネボウ 東京 ） 13.49.59 13.49.59 13.49.59 欠場7/4

532 士別 男子 5000m 鈴木　祐希 スズキ　ユウキ （ カネボウ 東京 ） 13.49.59 13.49.59 13.49.59 欠場7/4

533 網走 男子 5000m ダニエル　ムイバキトニー ダニエル　ムイバキトニー （ カネボウ 東京 ） 13.33.95 13.33.95 13.33.62
534 網走 男子 5000m 中西　玄気 ナカニシ　ゲンキ （ 愛三工業 愛知 ） 13.57.03 13.57.03 13.57.03
535 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 ） 14.25.23 14.25.23 14..25.23
536 深川 男子 1500m 杉本　龍陽 スギモト　リュウキ （ 札幌日大高 北海道 ） 3.53.53 3.53.53 3.53.53
537 網走 女子 3000m 岡島　楓 オカジマ　カエデ （ 日本体育大 北海道 ） 9.25.44 9.43.28 9.25.44 欠場

538 網走 女子 10000m 花野　桃子 ハナノ　モモコ （ 日本体育大 新潟 ） 16.03.44 34.04.56 34.04.56
539 北見 男子 800m 金子　有輝也 カネコ　ユキヤ （ 札幌学院大 北海道 ） 1.55.00 1.55.44 1.55.44 北海道推薦

540 深川 男子 1500m 舛澤　凌 マスザワ　リョウ （ 札幌学院大 北海道 ） 3.55.00 3.52.62 3.52.62 北海道推薦

541 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 ） 3.54.57 3.54.57 3.54.57
542 深川 男子 1500m 原田　響 ハラダ　ヒビキ （ 札幌学院大 北海道 ） 3.55.00 3.55.76 3.55.76 北海道推薦

543 深川 男子 1500m 田中　佑典 タナカ　ユウスケ （ 札幌学院大 北海道 ） 3.50.31 3.50.31 3.50.31
544 深川 男子 10000m ローレンス　グレ ローレンス　グレ （ 札幌学院大 北海道 ） 29.39.05 29.39.05 29.39.05 欠場7/8

545 士別 男子 5000m 舛澤　凌 マスザワ　リョウ （ 札幌学院大 北海道 ） 14.40.96 14.40.96 14.40.96
546 士別 男子 5000m 原田　響 ハラダ　ヒビキ （ 札幌学院大 北海道 ） 14.43.31 14.43.31 14.43.31
547 士別 男子 5000m 野村　隼斗 ノムラ　ハヤト （ 札幌学院大 北海道 ） 14.53.18 14.53.18 14.53.18
548 士別 男子 5000m 松坂　栄輝 マツサカ　エイキ （ 札幌学院大 青森 ） 14.57.66 14.57.66 14.57.66
549 士別 男子 5000m ローレンス　グレ ローレンス　グレ （ 札幌学院大 北海道 ） 13.55.33 13.55.33 13.55.33
550 網走 女子 5000mW 栗本　真実 クリモト　マミ （ 逗子高 神奈川 ） 23,42,90 23,42,90 23,42,90
551 北見 男子 800m 田中　遥介 タナカ　ヨウスケ （ 三菱電機 愛知 ） 1.54.62. 1.54.62 1.54.62
552 北見 男子 1500m 木村　直也 キムラ　ナオヤ （ 滝川市役所 北海道 ） 3.54.87 3.54.87 3.48.77
553 深川 男子 1500m 木村　直也 キムラ　ナオヤ （ 滝川市役所 北海道 ） 3.54.87 3.54.87 3.48.77
554 深川 男子 5000m 遠藤　靖士 エンドウ　ヤスシ （ 北極星AC 北海道 ） 14.50.62 14.30.67 北海道推薦

555 網走 男子 600m 三武　潤 ミタケ　ジュン （ TSP太陽 東京 ） 1.47.40 1.47.40 1.47.40 実業団連合、欠場

556 北見 男子 800m 三武　潤 ミタケ　ジュン （ TSP太陽 東京 ） 1.47.40 1.47.40 1.47.40 実業団連合、欠場

557 網走 男子 600m 新安　直人 アラヤス　ナオト （ 富士通 千葉 ） 1.48.88 1.48.88 1.48.32 実業団連合

558 北見 男子 800m 新安　直人 アラヤス　ナオト （ 富士通 千葉 ） 1.48.88 1.48.88 1.48.32 実業団連合

559 網走 男子 600m 加藤　光 カトウ　ヒカル （ JR東日本 東京 ） 3.44.60 3.44.60 3.44.22 実業団連合

560 北見 男子 1500m 加藤　光 カトウ　ヒカル （ JR東日本 東京 ） 3.44.60 3.44.60 3.44.22 実業団連合

561 網走 男子 1000m 楠　康成 クス　ヤスナリ （ 阿見AC 茨城 ） 3.43.01 3.43.01 3.41.35 実業団連合

562 北見 男子 1500m 楠　康成 クス　ヤスナリ （ 阿見AC 茨城 ） 3.43.01 3.43.01 3.41.35 実業団連合

563 網走 男子 1000m 中谷　浩崇 タナカニ　ヒロタカ （ 内田治療院AC 東京 ） 3.45.47 3.45.47 3.45.47 実業団連合

564 北見 男子 1500m 中谷　浩崇 タナカニ　ヒロタカ （ 内田治療院AC 東京 ） 3.45.47 3.45.47 3.45.47 実業団連合

565 網走 女子 1000m 竹内　麻里子 タケウチ　マリコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 4.20.69 4.20.69 4.20.69 実業団連合

566 北見 女子 800m 竹内　麻里子 タケウチ　マリコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 2.07.32 2.07.32 2.06.21 実業団連合

567 網走 女子 3000m 西脇　舞 ニシワキ　マイ （ 天満屋 岡山 ） 9.21.41 9.21.41 9.21.41 実業団連合

568 北見 女子 1500m 西脇　舞 ニシワキ　マイ （ 天満屋 岡山 ） 4.22.55 4.22.55 4.18.45 実業団連合

569 網走 女子 1000m 陣内　綾子 ジンオウチ　アヤコ （ 九電工 福岡 ） 4.12.49 4.12.49 4.10.08 実業団連合

570 北見 女子 1500m 陣内　綾子 ジンオウチ　アヤコ （ 九電工 福岡 ） 4.12.49 4.12.49 4.10.08 実業団連合

571 網走 女子 1000m 久保　亜美 クボ　アミ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 4.24.52 4.24.52 4.24.52 実業団連合

572 北見 女子 1500m 久保　亜美 クボ　アミ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 4.24.52 4.24.52 4.24.52 実業団連合

573 網走 女子 2000mSC 中村　真悠子 ナカムラ　マユコ （ セレスポ 東京 ） 10.19.62 10.19.62 9.53.87 実業団連合、欠場

574 北見 女子 1500m 中村　真悠子 ナカムラ　マユコ （ セレスポ 東京 ） 4.26.36 4.26.36 4.21.35 実業団連合、欠場

575 北見 女子 5000m 馬橋　あづみ マバシ　アヅミ （ 白鴎大 栃木 ） 16.38.55 16.38.55
576 北見 女子 5000m 安藤　優香 アンドウ　ユウカ （ 白鴎大 栃木 ） 16.34.54 16.34.54
577 北見 女子 5000m 田久保　奈見 タクボ　ナミ （ 白鴎大 栃木 ） 16.35.22 16.35.22
578 北見 女子 5000m 宇佐美　佳菜 ウサミ　カナ （ 白鴎大 ） 17.05.32 17.05.32 欠場

579 北見 女子 1500m 宇佐美　佳菜 ウサミ　カナ （ 白鴎大 ） 4.29.78 4.29.78 欠場

580 北見 女子 5000m 黒澤　実紀 クロサワ　ミノリ （ 白鴎大 秋田 ） 16.04.43 16.04.43
581 北見 女子 5000m 宍戸　梨夏 シシド　リカ （ 白鴎大 栃木 ） 16.34.33 16.34.33
582 北見 女子 5000m 飯野　亜美 イイノ　アミ （ 白鴎大 群馬 ） 16.56.21 16.56.21
583 北見 女子 5000m 高橋　美優 タカハシ　ミユ （ 白鴎大 群馬 ） 16.57.28 16.57.28
584 北見 女子 1500m 高橋　美優 タカハシ　ミユ （ 白鴎大 群馬 ） 4.28.54 4.28.54
585 北見 女子 5000m 高橋　佳歩 タカハシ　ヨシホ （ 白鴎大 秋田 ） 16.53.65 16.53.65
586 北見 女子 1500m 高橋　佳歩 タカハシ　ヨシホ （ 白鴎大 秋田 ） 4.29.65 4.29.65
587 北見 女子 1500m 杉村　葵 スギムラ　アオイ （ 白鴎大 茨城 ） 4.29.32 4.29.32 3000m資格有（4.32.31/17SB）⇒欠場
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588 北見 女子 5000m 野澤　綺花 ノザワ　アヤカ （ 白鴎大 栃木 ） 16.31.84 16.31.84
589 北見 女子 1500m 藤田　愛子 フジタ　アイコ （ 白鴎大 三重 ） 4.26.58 4.26.58 3000m資格有（4.33.65/18SB）⇒欠場

590 深川 女子 1500m 藤田　愛子 フジタ　アイコ （ 白鴎大 三重 ） 4.26.58 4.26.58 3000m資格有（4.33.65/18SB）

591 深川 女子 1500m 菅野　鈴菜 カンノ　スズナ （ 白鴎大 福島 ） 4.24.31 4.24.31 3000m資格有（4.31.37/18SB）

592 深川 女子 5000m 坂本　ちほ サカモト　チホ （ 白鴎大 福島 ） 16.39.45 16.39.45
593 北見 男子 5000m ンガンガ　ワウエル ンガンガ　ワウエル （ 興國高 大阪 ） 13.44.01 13.44.01 13.39.69
594 北見 男子 800m 田島　直人 タジマ　ナオト （ 慶應義塾大 千葉 ） 1.51.97 1.51.97 1.51.30
595 網走 男子 5000m 永野　裕也 ナガノ　ユウヤ （ 慶應義塾大 高知 ） 14.54.96 14.54.96 14.54.96
596 網走 男子 5000m 根岸　祐太 ネギシ　ユウタ （ 慶應義塾大 埼玉 ） 29.45.90 14.31.23 14,31,23
597 網走 男子 5000m 清水　拓哉 シミズ　タクヤ （ 慶應義塾大 神奈川 ） 14.54.13 14.54.13 14.54.13
598 深川 男子 5000m 根岸　祐太 ネギシ　ユウタ （ 慶應義塾大 埼玉 ） 29.45.90 14.31.23 14.31.23
599 北見 男子 800m 川村　知樹 カワムラ　トモキ （ 慶應義塾大 神奈川 ） 1.54.71 1.54.71 1.54.11
600 北見 女子 5000m 渡邉　唯 ワタナベ　ユイ （ 国士舘大 福島 ） 16.46.52 16.46.52 16.46.52
601 北見 男子 800m 川﨑　椋太 カワサキ　リョウタ （ 国士舘大 福岡 ） 1.50.33 1.50.33 1.50.33
602 深川 男子 10000m 阿部　弘輝 アベ　ヒロキ （ 明治大 福島 ） 28.40.51 28.40.51 28.40.51
603 網走 男子 1000m 河村　一輝 カワムラ　カズキ （ 明治大 岐阜 ） 3.42.81 3.42.81 3.42.81
604 網走 男子 5000m 佐久間　秀徳 サクマ　ヒデノリ （ 明治大 東京 ） 14.10.74 14.10.74 14.10.74
605 網走 男子 5000m 名合　治紀 ナゴウ　ハルキ （ 明治大 岡山 ） 14.17.28 14.17.28 14.17.28
606 北見 男子 1500m 河村　一輝 カワムラ　カズキ （ 明治大 岐阜 ） 3.42.81 3.42.81 3.42.81
607 士別 男子 5000m 阿部　弘輝 アベ　ヒロキ （ 明治大 福島 ） 13.42.46 13.42.46 13.42.46
608 士別 男子 5000m 小袖　英人 コソデ　ヒデト （ 明治大 青森 ） 14.15.10 14.15.10 14.11.69
609 士別 男子 5000m 前田　舜平 マエダ　シュンペイ （ 明治大 岡山 ） 14.08.39 14.08.39 14.01.30
610 士別 男子 5000m 鈴木　聖人 スズキ　キヨト （ 明治大 茨城 ） 13.56.28 13.56.28 13.56.28
611 士別 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 13.54.72 欠場7/5

612 士別 男子 5000m 西嶋　雄伸 ニシジマ　ユウシン （ 城西大 愛知 ） 13.53.87 13.53.87 13.54.87 欠場7/5

613 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 ） 1.53.69 1.53.69 1.53.69
614 北見 女子 5000m 白川　恵理菜 シラカワ　エリナ （ 東洋大 茨城 ） 15.56.24 15.56.24 15.56.24
615 北見 女子 5000m 和田　美々里 ワダ　ミミリ （ 東洋大 東京 ） 16.25.63 16.25.63 16.17.84
616 網走 男子 5000m 川原　樹 カワハラ　イツキ （ 北海道栄高 北海道 ） 14.58.87 14.58.87 14.58.87
617 網走 男子 5000m 藤本　竜 フジモト　リョウ （ 北海道栄高 北海道 ） 14.56.14 14.56.14 14.56.14
618 網走 女子 10000m 西川　真由 ニシカワ　マユ （ 順天堂大 奈良 ） 33.36.50 33.36.50 33.36.50
619 網走 男子 5000m 中島　駿佑 ナカジマ　シュンスケ （ 北海道滝川西高 北海道 ） 14.53.23 14.53.23 14.53.23
620 深川 男子 5000m 中島　駿佑 ナカジマ　シュンスケ （ 北海道滝川西高 北海道 ） 14.53.23 14.53.23 14.53.23
621 深川 男子 5000m 山田 真生 ヤマダ マキ （ 中京学院大中京高 岐阜 ） 14.32.84 14.32.84 14.32.84
622 北見 男子 800m 伊澤　賢人 イザワ　ケント （ 佐野市役所 栃木 ） 1.53.48 1.53.48 1.49.77
623 網走 男子 5000m 林　奎介 ハヤシ　ケイスケ （ 青山学院大 千葉 ） 13.57.41 13.57.41 13.57.41
624 網走 男子 5000m 生方　敦也 ウブカタ　アツヤ （ 青山学院大 栃木 ） 13.59.61 13.59.61 13.59.61
625 網走 男子 5000m 鈴木　塁人 スズキ　タカト （ 青山学院大 千葉 ） 13.58.44 13.58.44 13.53.20
626 網走 男子 5000m 神林　勇太 カンバヤシ　ユウタ （ 青山学院大 熊本 ） 14.00.96 14.00.96 13.59.14
627 網走 男子 5000m 𠮷田　圭太 ヨシダ　ケイタ （ 青山学院大 広島 ） 13.56.18 13.56.18 13.50.67
628 北見 男子 5000m 橋詰　大慧 ハシヅメ　タイセイ （ 青山学院大 和歌山 ） 13.47.32 13.47.32 13.47.32
629 網走 女子 1000m 橋本　奈津 ﾊｼﾓﾄ　ﾅﾂ （ 京都産業大 和歌山 ） 4.25.52
630 網走 女子 3000m 安田　萌加 ﾔｽﾀﾞ　ﾓｶ （ 京都産業大 京都 ） 9.49.11 9.49.11 9.48.29
631 網走 女子 10000m 棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ　ﾎﾉｶ （ 京都産業大 滋賀 ） 32.53.91 32.53.91 32.53.91
632 網走 女子 10000m 信岡　桃英 ﾉﾌﾞｵｶ　ﾓﾓｴ （ 京都産業大 京都 ） 33.07.70 33.07.70 33.07.70
633 北見 女子 5000m 安田　萌加 ﾔｽﾀﾞ　ﾓｶ （ 京都産業大 京都 ） 9.49.11 17.21.48 17.19.79 北見3000ｍ9.49.27

634 北見 女子 5000m 棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ　ﾎﾉｶ （ 京都産業大 滋賀 ） 15.49.37 15.49.37 15.49.37
635 北見 女子 5000m 信岡　桃英 ﾉﾌﾞｵｶ　ﾓﾓｴ （ 京都産業大 京都 ） 16.01.55 16.01.55 16.01.55
636 北見 男子 10000mW 田中　達也 タナカ　タツヤ （ 奈良陸協 奈良 ） 42.17.78 42.17.78 42.17.78
637 深川 女子 5000m 神谷　もも カミヤ　モモ （ 愛知教育大 愛知 ） 16.56.99 16.56.99 16.51.30
638 深川 女子 5000m 大東　優奈 ダイトウ　ユウナ （ 兵庫大 兵庫 ） 16.39.41 16.39.41 16.39.41
639 網走 男子 5000m 押川　裕貴 オシカワ　ユウキ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 14.08.37 14.08.38 14.00.93
640 網走 男子 5000m 大津　顕杜 オオツ　ケント （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 14.05.85 14.05.85 13.52.84
641 網走 男子 5000m 奥野　翔弥 オクノ　ショウヤ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 13.56.67 13.56.67 13.56.57
642 網走 男子 5000m 坂本　大志 サカモト　タイシ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 14.09.03 14.09.03 14.09.03
643 網走 男子 5000m 今井　篤弥 イマイ　アツヤ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 13.56.15 13.56.15 13.56.15
644 網走 男子 5000m 中平　大二朗 ナカヒラ　ダイジロウ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 13.57.85 13.57.85 13.57.85
645 網走 男子 5000m 改木　悠真 カイキ　ユウマ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 13.58.70 13.58.70 13.58.70
646 網走 男子 5000m 志水　佑守 シミズ　ユウマ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 14.32.34 14.32.34 14.32.34
647 網走 男子 5000m KAREMI　Thuku カレミ　ズク （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 13.42.86 13.42.86 13.24.50
648 網走 男子 5000m JOHN　Ｍｕｒｉｔｕ ジョン　ムリツ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 13.48.05 13.48.05 13.48.05
649 北見 男子 10000m 押川　裕貴 オシカワ　ユウキ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 28.50.44 28.50.44 28.39.27
650 北見 男子 10000m 大津　顕杜 オオツ　ケント （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 28.50.97 28.50.97 28.39.54
651 北見 男子 10000m 奥野　翔弥 オクノ　ショウヤ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 28.49.21 28.49.21 28.49.21
652 北見 男子 10000m 坂本　大志 サカモト　タイシ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 28.57.92 28.57.92 28.57.92
653 北見 男子 10000m 今井　篤弥 イマイ　アツヤ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 28.57.79 28.57.79 28.57.79
654 北見 男子 10000m 中平　大二朗 ナカヒラ　ダイジロウ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 13.57.85 29.47.74 29.47.74
655 北見 男子 10000m 改木　悠真 カイキ　ユウマ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 13.58.70 28.48.57 29.48.57
656 北見 男子 10000m 志水　佑守 シミズ　ユウマ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 14.32.34 14.19.98 -
657 北見 男子 10000m KAREMI　Thuku カレミ　ズク （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 28.00.21 28.00.21 27.28.27
658 北見 男子 10000m JOHN　Ｍｕｒｉｔｕ ジョン　ムリツ （ トヨタ自動車九州 福岡 ） 13.48.05 - -
659 北見 男子 5000m 加藤　風磨 カトウ　フウマ （ 安川電機 福岡 ） 14.02.69 14.02.69 14.02.69 出場OK

660 北見 男子 5000m 野村　峻哉 ノムラ　シュンヤ （ 安川電機 福岡 ） 14.03.15 14.03.15 14.03.15 欠場

661 北見 男子 5000m ABAYNEH DEGU アッバイナ　デグ （ 安川電機 福岡 ） 13.25.55 13.36.85 13.25.55 PM

662 北見 男子 5000m TULU MERGA トゥル　メルガ （ 安川電機 福岡 ） 14.08.00 14.08.00 14.08.00 出場OK

663 深川 男子 10000m 高橋　尚弥 タカハシ　ナオヤ （ 安川電機 福岡 ） 28.22.98 28.44.43 28.22.98
664 深川 男子 10000m 加藤　風磨 カトウ　フウマ （ 安川電機 福岡 ） 14.02.69 29.22.53 29.07.49
665 深川 男子 10000m 野村　峻哉 ノムラ　シュンヤ （ 安川電機 福岡 ） 14.03.15 29.51.91 29.16.42 欠場

666 深川 男子 5000m ABAYNEH DEGU アッバイナ　デグ （ 安川電機 福岡 ） 13.25.55 13.36.85 13.25.55 PM

667 深川 男子 5000m TULU MERGA トゥル　メルガ （ 安川電機 福岡 ） 14.08.00 14.08.00 14.08.00
668 士別 男子 5000m 高橋　尚弥 タカハシ　ナオヤ （ 安川電機 福岡 ） 13.49.86 13.56.79 13.49.86
669 網走 男子 5000m 髙橋　優太 タカハシ　ユウタ （ 横浜DeNA 東京 ） 13.48.33 13.48.33 13.31.37

670 網走 男子 5000m 木津　晶夫 キヅ　マサオ （ 横浜DeNA 東京 ） 14.07.70 14.07.70 14.07.70

671 網走 男子 5000m 北村　一摩 キタムラ　カズマ （ 横浜DeNA 東京 ） 14.13.92 14.13.92 14.05.37

672 深川 男子 5000m 永井　秀篤 ナガイ　ヒデノリ （ 横浜DeNA 東京 ） 13.58.40 13.58.40 13.58.40

673 深川 男子 5000m 北村　一摩 キタムラ　カズマ （ 横浜DeNA 東京 ） 14.13.92 14.13.92 14.05.37

674 深川 男子 10000m 髙橋　優太 タカハシ　ユウタ （ 横浜DeNA 東京 ） 28.43.34 28.43.34 28.30.51

675 深川 男子 10000m 木津　晶夫 キヅ　マサオ （ 横浜DeNA 東京 ） 28.50.86 28.50.86 28.50.86

676 網走 男子 5000m 黒須　優翔 クロス　ユウト （ 仙台育英学園高 宮城 ） 14.33.41 14.33.41 14.33.41

677 網走 男子 5000m 吉元　真司 ヨシモト　シンジ （ 黒崎播磨 福岡 ） 14.01.66 14.01.66 13.55.71

678 網走 男子 5000m 田村　友佑 タムラ　ユウスケ （ 黒崎播磨 福岡 ） 14.14.50 14.14.50 14.14.50

679 北見 男子 10000m 吉元　真司 ヨシモト　シンジ （ 黒崎播磨 福岡 ） 28.54.94 28.54.94 28.35.02

680 北見 男子 10000m 田村　友佑 タムラ　ユウスケ （ 黒崎播磨 福岡 ） 29.37.97 29.37.97 29.37.97

681 北見 男子 10000mW 及川　文隆 オイカワ　フミタカ （ 福井県スポーツ協会 福井 ） 39.59.02 30.32.57 39.59.02

682 網走 男子 5000m 監物　稔浩 ケンモツ　トシヒロ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.01.13 14.01.13 13.47.59

683 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 14.09.25

684 網走 男子 5000m 竹ノ内　佳樹 タケノウチ　ヨシキ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.11.52 14.11.52 13.56.46

685 網走 男子 5000m 馬場　翔大 ババ　ショウタ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.16.42 14.16.42 13.57.25

686 網走 男子 5000m 小松　巧弥 コマツ　タクミ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 13.58.90 13.58.90 13.49.50

687 網走 男子 5000m 城越　勇星 シロコシ　ユウセイ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.04.11 14.04.11 14.00.03

688 網走 男子 5000m 山本　翔馬 ヤマモト　ショウマ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.19.37 14.19.37 14.19.26

689 北見 男子 1500m 監物　稔浩 ケンモツ　トシヒロ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 3.44.49 3.44.49 3.42.69 欠場7/4

690 北見 男子 10000m 森田　清貴 モリタ　キヨタカ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.28.59 29.28.59 29.28.59

691 深川 男子 5000m 森田　清貴 モリタ　キヨタカ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.17.82 14.17.82 14.17.82

692 深川 男子 10000m 監物　稔浩 ケンモツ　トシヒロ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.28.84 29.28.84 29.28.84 欠場7/4

693 深川 男子 10000m 渡辺　力将 ワタナベ　リキノブ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.11.47 29.11.47 28.44.23

694 深川 男子 10000m 竹ノ内　佳樹 タケノウチ　ヨシキ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.08.36 29.08.36 28.51.35

695 深川 男子 10000m 馬場　翔大 ババ　ショウタ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.24.81 29.24.81 28.37.21

696 深川 男子 10000m 小松　巧弥 コマツ　タクミ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.32.33 29.32.33 28.56.20

697 深川 男子 10000m 城越　勇星 シロコシ　ユウセイ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.07.40 29.07.40 28.53.09

698 深川 男子 10000m 山本　翔馬 ヤマモト　ショウマ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 29.29.22 29.29.22 29.28.87

699 士別 男子 5000m 関戸　雅輝 セキド　マサキ （ ＮＴＴ西日本 大阪 ） 14.04.06 14.04.06 13.47.76

700 北見 女子 3000m 折笠　有彩 オリカサ　アリサ （ しまむら 埼玉 ） 9.38.47 9.38.47 9.38.47

701 北見 女子 3000m 萩野　真理 ハギノ　マリ （ しまむら 埼玉 ） 9.39.22 9.39.22 9.39.22
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702 北見 女子 5000m 藤石　佳奈子 フジイシ　カナコ （ しまむら 埼玉 ） 15.56.32 15.56.32 15.56.32

703 深川 女子 3000m 折笠　有彩 オリカサ　アリサ （ しまむら 埼玉 ） 9.38.47 9.38.47 9.38.47

704 深川 女子 5000m 萩野　真理 ハギノ　マリ （ しまむら 埼玉 ） 16.42.35 16.42.35 16.42.35

705 深川 女子 5000m 藤石　佳奈子 フジイシ　カナコ （ しまむら 埼玉 ） 15.56.32 15.56.32 15.56.32

706 網走 男子 5000m 越川　堅太 コシカワ　ケンタ （ 神奈川大 神奈川 ） 13.57.84 13.57.84 13.57.84

707 北見 男子 5000m 大塚　倭 オオツカ　ヤマト （ 京都陸協 京都 ） 13.48.02 13.48.02 13.48.02

708 士別 男子 10000m 山藤　篤司 ヤマトウ　アツシ （ 神奈川大 愛知 ） 28.25.27 28.25.27 28.25.27

709 北見 男子 1500m 石井　優樹 イシイ　ユウキ （ 関西学院大 兵庫 ） 3.53.33 3.53.33 3.51.26

710 北見 男子 10000m 遠藤　宏夢 エンドウ ヒロム （ 早稲田大 東京 ） 14.29.40 30.47.72 30.09.63

711 北見 男子 10000m 渕田　拓臣 フチダ　タクミ （ 早稲田大 京都 ） 14.35.91 31.51.60 31.51.60

712 北見 男子 1500m 齋藤　雅英 サイトウ　マサヒデ （ 早稲田大 東京 ） 3.49.82 3.49.82 3.47.35

713 士別 男子 10000m 太田　智樹 オオタ　トモキ （ 早稲田大 静岡 ） 28.56.32 28.56.32 28.56.32
714 北見 女子 800m 藤崎　紗羅 フジサキ　サラ （ 早稲田大 東京 ） 2.13.62 2.13.62 2.12.96
715 網走 女子 3000m 籔下　明音 ヤブシタ　アカネ （ 豊田自動織機 愛知 ） 9.17.19 9.17.19 9.04.88
716 網走 女子 3000m ANN KARINDI アン　カリンジ （ 豊田自動織機 愛知 ） 8.50.58 8.50.58 8.43.54
717 網走 女子 10000m 沼田　未知 ヌマタ　ミチ （ 豊田自動織機 愛知 ） 32.45.92 32.45.92 32.03.95
718 網走 女子 10000m 萩原　歩美 ハギワラ　アユミ （ 豊田自動織機 愛知 ） 16.14.31 16.14.31 31.41.80
719 網走 女子 10000m 菅野　七虹 カンノ　ナナコ （ 豊田自動織機 愛知 ） 33.12.35 33.12.35 32.55.97
720 北見 女子 5000m 籔下　明音 ヤブシタ　アカネ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.48.43 15.48.43 15.36.84
721 北見 女子 5000m 菅野　七虹 カンノ　ナナコ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15'47"24 15'47"24 15.40.68
722 深川 女子 5000m 萩原　歩美 ハギワラ　アユミ （ 豊田自動織機 愛知 ） 16.14.31 16.14.31 15.24.56 欠場

723 深川 女子 10000m 林田　みさき ハヤシダ　ミサキ （ 豊田自動織機 愛知 ） 32.56.81 32.56.81 32.44.64
724 北見 女子 3000m ANN KARINDI アン　カリンジ （ 豊田自動織機 愛知 ） 8.50.58 8.50.58 8.43.54 PM

725 北見 女子 1500m 今枝　紗弥 イマエダ　サヤ （ 園田学園女子大 兵庫 ） 4.31.22 4.24.72 OK

726 北見 女子 1500m 後藤　夢 ゴトウ　ユメ （ ND 28AC 兵庫 ） 4.19.17 4.19.17 4.16.69
727 網走 男子 5000m 小島　光佑 コジマ　コウスケ （ 北見緑陵高 北海道 ） 14.46.58 14.46.58
728 網走 男子 5000m 村上　太一 ムラカミ　タイチ （ 北見緑陵高 北海道 ） 14.50.45 14.50.45
729 北見 男子 800m 小林　潤貴 コバヤシ　ジュンキ （ 北見緑陵高 北海道 ） 1.56.65 1.56.65 北海道推薦

730 北見 男子 1500m 小島　光佑 コジマ　コウスケ （ 北見緑陵高 北海道 ） 4.03.91 4.03.91 北海道推薦

731 北見 男子 1500m 村上　太一 ムラカミ　タイチ （ 北見緑陵高 北海道 ） 4.00.20 4.00.20 北海道推薦

732 士別 男子 5000m 小島　光佑 コジマ　コウスケ （ 北見緑陵高 北海道 ） 14.46.58 14.46.58
733 士別 男子 5000m 村上　太一 ムラカミ　タイチ （ 北見緑陵高 北海道 ） 14.45.09 14.50.45
734 深川 女子 5000m 田中　愛里 タナカ　アイリ （ 関西外国語大 北海道 ） 16.25.99 16.25.99 16.13.23
735 深川 女子 5000m 髙山　育実 タカハマ　イクミ （ 関西外国語大 新潟 ） 16.40.33 16.40.33 16.40.33
736 深川 女子 5000m 中島　みなみ ナカシマ　ミナミ （ 関西外国語大学 大阪 ） 16.32.89 16.32.89 16.32.80 5000mに変更

737 網走 男子 2000mSC 髙橋　歩夢 タカハシ　アユム （ 北海道斜里高 北海道 ） 9.28.37 北海道推薦

738 網走 男子 5000m ABIYOT ABINET アビヨット　アビネット （ 八千代工業 埼玉 ） 13.30.10 13.30.10 13.22.88
739 北見 男子 5000m 猪浦　舜 イノウラ　シュン （ 八千代工業 埼玉 ） 28.28.49 14.04.71 13.55.26
740 北見 男子 10000m 森　湧暉 モリ　ユウキ （ 八千代工業 埼玉 ） 29.40.28 29.40.28 29.10.26
741 北見 男子 10000m 岡野　佑輝 オカノ　ユウキ （ 八千代工業 埼玉 ） 29.48.72 29.48.72 29.20.66
742 深川 男子 10000m 北澤　健太 キタザワ　ケンタ （ 八千代工業 埼玉 ） 29.32.37 29.32.37 28.46.74 Ｂ組希望

743 深川 男子 10000m 甲斐　翔太 カイ　ショウタ （ 八千代工業 埼玉 ） 29.31.57 29.31.57 28.29.62
744 深川 男子 10000m 柳原　貴大 ヤギハラ　タカヒロ （ 八千代工業 埼玉 ） 28.39.31 28.39.31 28.39.31
745 深川 男子 10000m 山本　竜也 ヤマモト　タツヤ （ 八千代工業 埼玉 ） 29.15.58 29.15.58 29.15.58
746 深川 男子 10000m YENEBLO BIYAZEN イェネブロ　ビヤゼン （ 八千代工業 埼玉 ） 27.32.51 27.32.51 27.32.51
747 深川 男子 5000m 猪浦　舜 イノウラ　シュン （ 八千代工業 埼玉 ） 14.04.71 14.04.71 13.55.26
748 深川 男子 5000m 森　湧暉 モリ　ユウキ （ 八千代工業 埼玉 ） 14.47.86 14.47.86 14.13.60
749 深川 男子 5000m 岡野　佑輝 オカノ　ユウキ （ 八千代工業 埼玉 ） 14.08.54 14.08.54 14.08.54
750 網走 男子 5000m 森本　卓司 モリモト　タクジ （ 中国電力 広島 ） 29.06.44 14.13.72 13.52.18
751 網走 男子 5000m 山崎　亮平 ヤマサキ　リョウヘイ （ 中国電力 広島 ） 14.19.85 13.54.10
752 網走 男子 5000m 北　魁道 キタ　カイドウ （ 中国電力 広島 ） 28.50.72 14.02.13 13.38.60
753 網走 男子 5000m 松井　智靖 マツイ　トモヤス （ 中国電力 広島 ） 28.47.66 14.09.74 14.05.08
754 網走 男子 5000m 渡邉　心 ワタナベ　ココロ （ 中国電力 広島 ） 14.32.55 13.58.99
755 網走 男子 5000m 秋山　雄飛 アキヤマ　ユウヒ （ 中国電力 広島 ） 14.28.67 13.53.76
756 網走 男子 5000m 石川　卓哉 イシカワ　タクヤ （ 中国電力 広島 ） 14.18.60 13.35.38
757 北見 男子 10000m 北　魁道 キタ　カイドウ （ 中国電力 広島 ） 28.50.72 28.50.72 28.42.12
758 北見 男子 10000m 松井　智靖 マツイ　トモヤス （ 中国電力 広島 ） 28.47.66 28.47.66 28.47.66
759 深川 男子 10000m 森本　卓司 モリモト　タクジ （ 中国電力 広島 ） 29.06.44 29.06.44 28.36.05
760 深川 男子 5000m 山崎　亮平 ヤマサキ　リョウヘイ （ 中国電力 広島 ） 14.17.98 13.54.10
761 深川 男子 5000m 北　魁道 キタ　カイドウ （ 中国電力 広島 ） 28.50.72 14.02.13 13.38.60
762 深川 男子 5000m 松井　智靖 マツイ　トモヤス （ 中国電力 広島 ） 28.47.66 14.09.74 14.05.08
763 深川 男子 5000m 渡邉　心 ワタナベ　ココロ （ 中国電力 広島 ） 14.32.55 13.58.99 Ｃ組希望

764 深川 男子 5000m 秋山　雄飛 アキヤマ　ユウヒ （ 中国電力 広島 ） 14.28.67 13.53.76
765 網走 男子 5000m 宇賀地　強 ウガチ　ツヨシ （ コニカミノルタ 東京 ） 14.00.53 14.00.53 13.29.50
766 網走 男子 5000m 菊地　賢人 キクチ　マサト （ コニカミノルタ 東京 ） 14.14.71 14.14.71 13.35.18
767 網走 男子 5000m 蜂須賀　源 ハチスカ　ゲン （ コニカミノルタ 東京 ） 13.59.26 13.59.26 13.59.26
768 網走 男子 5000m 大山　憲明 オオヤマ　ノリアキ （ コニカミノルタ 東京 ） 14.02.46 14.02.46 13.55.24
769 網走 男子 5000m 川端　千都 カワバタ　カズト （ コニカミノルタ 東京 ） 13.52.11 13.52.11 13.49.33
770 北見 男子 1500m 西池　和人 ニシイケ　カズト （ コニカミノルタ 東京 ） 3.50.40 3.50.40 3.46.89
771 北見 男子 5000m サムエル　ムワンギ サムエル　ムワンギ （ コニカミノルタ 東京 ） 13.28.60 13.28.60 13.27.66
772 北見 男子 5000m ドミニク　ランガット ドミニク　ランガット （ コニカミノルタ 東京 ） 13.47.06 13.47.06 13.47.06
773 北見 男子 10000m 谷川　智浩 タニガワ　トモヒロ （ コニカミノルタ 東京 ） 14.38.74 30.09.28 28.24.31
774 深川 男子 5000m 菊地　賢人 キクチ　マサト （ コニカミノルタ 東京 ） 14.14.71 14.14.71 13.35.18
775 深川 男子 5000m ドミニク　ランガット ドミニク　ランガット （ コニカミノルタ 東京 ） 13.47.06 13.33.17 13.47.06
776 深川 男子 10000m 山本　浩之 ヤマモト　ヒロユキ （ コニカミノルタ 東京 ） 28.29.74 28.29.74 27.55.40
777 深川 男子 10000m 宇賀地　強 ウガチ　ツヨシ （ コニカミノルタ 東京 ） 28.56.68 28.56.68 27.40.69
778 深川 男子 10000m 蜂須賀　源 ハチスカ　ゲン （ コニカミノルタ 東京 ） 28.25.60 28.25.60 28.25.60 欠場

779 士別 男子 5000m 西池　和人 ニシイケ　カズト （ コニカミノルタ 東京 ） 14.04.20 14.04.20 13.37.93
780 士別 男子 5000m ドミニク　ランガット ドミニク　ランガット （ コニカミノルタ 東京 ） 13.47.06 13.33.17 13.47.06
781 士別 男子 10000m 川端　千都 カワバタ　カズト （ コニカミノルタ 東京 ） 28.32.94 28.32.94 28.32.94
782 深川 女子 10000m 澤井 いずみ サワイ　イズミ （ 関西大 北海道 ） 16.19.99 16.19.99 16.19.99
783 網走 男子 5000m 小指　卓也 コザス　タクヤ （ 学法石川高 福島 ） 14.12.93 14.12.93 14.12.93
784 網走 男子 5000m 横田　俊吾 ヨコタ　シュンゴ （ 学法石川高 福島 ） 14.15.91 14.15.91 14.15.91
785 網走 男子 5000m 櫛田　佳希 クシダ　ヨシキ （ 学法石川高 福島 ） 14.18.51 14.18.51 14.18.51
786 網走 男子 5000m 宗像　聖 ムナカタ　ヒジリ （ 学法石川高 福島 ） 14.42.85 14.42.85 14.42.85
787 網走 女子 3000m 赤間　陽菜 アカマ　ハルナ （ 学法石川高 福島 ） 9.37.73 9.37.73 9.37.73
788 北見 男子 10000mW 堀江 駿 ホリエ シュン （ 東京大 岐阜 ） 44.39.77 44.39.77 44.39.77
789 北見 男子 10000mW 後藤　潤平 ゴトウ　ジュンペイ （ 東京大 愛知 ） 43.33.98 43.33.98 43.33.98
790 北見 女子 800m 高石 涼香 タカイシ スズカ （ 東京大 東京 ） 2.10.92 2.10.92 2.10.92
791 北見 女子 3000m 橋本　奈津 ﾊｼﾓﾄ　ﾅﾂ （ 京都産業大 和歌山 ） 4.25.52 9.21.20
792 北見 女子 5000m 上田　雪菜 ウエダ　ユキナ （ 筑波大 茨城 ） 15.53.37 15.53.37
793 北見 女子 5000m 狩野　早耶 カノウ　サヤ （ 筑波大 茨城 ） 16.43.88 16.43.88
794 深川 女子 3000m 上田　雪菜 ウエダ　ユキナ （ 筑波大 茨城 ） 15.53.37 9.20.71
795 北見 男子 800m 渡邉　拓也 ワタナベ　タクヤ （ 香川ＲＣ遊 香川 ） 1.53.45 1.53.45 1.52.06
796 北見 女子 5000m 佐藤　有希 サトウ　ユウキ （ 東京農業大 茨城 ） 15.59.93 15.59.93 15.59.93
797 北見 女子 5000m 清水　萌衣乃 シミズ　モエノ （ 東京農業大 神奈川 ） 33.08.26 15.55.91 OK

798 北見 女子 5000m 原田　紗枝 ハラダ　サエ （ 東京農業大 千葉 ） 16.22.68 16.22.68 16.15.91
799 北見 女子 5000m 小川　奈々 オガワ　ナナ （ 東京農業大 千葉 ） 16.34.12 16.34.12 16.22.33
800 北見 女子 5000m 土田　佳奈 ツチダ　カナ （ 東京農業大 新潟 ） 16.32.02 16.32.02 16.32.02
801 北見 女子 5000m 棟久　由貴 ムネヒサ　ユキ （ 東京農業大 山口 ） 16.04.28 16.04.28 15.49.37
802 北見 女子 5000m 平賀　奏美 ヒラガ　カナミ （ 東京農業大 東京 ） 16.41.77 16.41.77 16.41.77
803 北見 女子 5000m 柴原　佑紀 シバハラ　ユキ （ 東京農業大 長崎 ） 16.34.09 16.34.09 16.26.24
804 深川 女子 3000mSC 清水　萌衣乃 シミズ　モエノ （ 東京農業大 静岡 ） 10.16.04 10.16.04 10.05.52
805 深川 女子 10000m 棟久　由貴 ムネヒサ　ユキ （ 東京農業大 山口 ） 32.36.83 32.36.83 31.58.46
806 士別 女子 5000m 佐藤　有希 サトウ　ユウキ （ 東京農業大 茨城 ） 15.59.93 15.59.93 15.59.93
807 士別 女子 5000m 清水　萌衣乃 シミズ　モエノ （ 東京農業大 静岡 ） 33.08.26 16.10.89 15.55.91 OK

808 士別 女子 5000m 原田　紗枝 ハラダ　サエ （ 東京農業大 千葉 ） 16.22.68 16.22.68 16.15.91
809 士別 女子 5000m 小川　奈々 オガワ　ナナ （ 東京農業大 千葉 ） 16.34.12 16.34.12 16.22.33
810 士別 女子 5000m 土田　佳奈 ツチダ　カナ （ 東京農業大 新潟 ） 16.32.02 16.32.02 16.32.02
811 士別 女子 5000m 棟久　由貴 ムネヒサ　ユキ （ 東京農業大 山口 ） 16.04.28 16.04.28 15.49.37
812 士別 女子 5000m 平賀　奏美 ヒラガ　カナミ （ 東京農業大 東京 ） 16.41.77 16.41.77 16.41.77
813 士別 女子 5000m 柴原　佑紀 シバハラ　ユキ （ 東京農業大 長崎 ） 16.34.09 16.34.09 16.26.24
814 士別 男子 5000m 小山　直城 コヤマ　ナオキ （ 東京農業大 埼玉 ） 13.56.62 13.56.62 13.55.07
815 深川 女子 10000m 赤坂 よもぎ アカサカ ヨモギ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 33.04.20 33.25.94 33.04.20
816 深川 女子 3000m 諏訪 帆香 スワ ホノカ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 9.38.66 9.45.68 9.38.66
817 深川 男子 1500m 楠　康成 クス　ヤスナリ （ 阿見アスリートクラブ 茨城 ） 3.46.19 3.45.05 3.41.35
818 北見 女子 1500m 齋藤　真希 サイトウ　マキ （ 肥後銀行 熊本 ） 4.23.27 4.23.27 4.23.27
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819 北見 女子 1500m 福田　妃加里 フクダ　ヒカリ （ 肥後銀行 熊本 ） 4.29.98 4.29.98 4.26.01
820 北見 女子 3000m 野田　沙織 ノダ　サオリ （ 肥後銀行 熊本 ） 15.37.56 9.13.95
821 北見 女子 5000m 髙野　鈴菜 タカノ　スズナ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.33.59 16.33.59 16.33.59
822 北見 女子 3000m 福田　詩音 フクダ　シオン （ 肥後銀行 熊本 ） 9.48.05 9.48.05 9.21.99
823 北見 女子 3000m 坂元　えり サカモト　エリ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.10.99 9.59.81 9.47.35 欠場

824 北見 女子 5000m 猪原　千佳 イハラ　チカ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.13.83 16.13.83 16.13.83
825 北見 女子 3000m 新井　沙紀枝 アライ　サキエ （ 肥後銀行 熊本 ） 15.42.29 15.42.17 9.19.52
826 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 16.54.06
827 深川 女子 3000m 齋藤　真希 サイトウ　マキ （ 肥後銀行 熊本 ） 9.34.21 9.34.21 9.27.04
828 深川 女子 3000m 松下　茉由 マツシタ　マユ （ 肥後銀行 熊本 ） 9.41.01 9.41.01 9.34.04
829 深川 女子 5000m 野田　沙織 ノダ　サオリ （ 肥後銀行 熊本 ） 15.37.56 15.37.56 15.37.56
830 深川 女子 3000m 髙野　鈴菜 タカノ　スズナ （ 肥後銀行 熊本 ） 9.41.12 9.41.12 9.41.12
831 深川 女子 3000m 福田　妃加里 フクダ　ヒカリ （ 肥後銀行 熊本 ） 9.30.38 9.30.38 9.24.18
832 深川 女子 3000m 福田　詩音 フクダ　シオン （ 肥後銀行 熊本 ） 9.48.05 9.48.05 9.21.99
833 深川 女子 5000m 坂元　えり サカモト　エリ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.10.99 16.10.99 16.10.99 欠場

834 深川 女子 5000m 新井　沙紀枝 アライ　サキエ （ 肥後銀行 熊本 ） 15.42.29 15.42.29 15.40.64
835 深川 女子 10000m 猪原　千佳 イハラ　チカ （ 肥後銀行 熊本 ） 33.32.49 33.32.49 33.32.49
836 北見 男子 1500m 宮平　健太郎 ミヤヒラ　ケンタロウ （ 日本薬科大学 沖縄 ） 3.48.69 3.48.69 3.48.69
837 北見 男子 5000m サイモン　カリウキ サイモン　カリウキ （ 日本薬科大学 埼玉 ） 13.45.10 13.45.10 13.45.05
838 深川 男子 1500m 宮平　健太郎 ミヤヒラ　ケンタロウ （ 日本薬科大学 沖縄 ） 3.48.69 3.47.86 3.48.69
839 深川 男子 10000m サイモン　カリウキ サイモン　カリウキ （ 日本薬科大学 埼玉 ） 27.55.10 27.55.10 27.53.50
840 深川 男子 10000m 溜池　勇太 タメイケ　ユウタ （ 日本薬科大学 埼玉 ） 29.40.75 29.40.75 29.40.75
841 深川 男子 10000m 大倉　秀太 オオクラ　シュウタ （ 日本薬科大学 埼玉 ） 29.54.05 29.54.05 29.54.05
842 深川 男子 10000m 今川　深透 イマカワ　ミト （ 日本薬科大学 埼玉 ） 29.54.06 29.54.06 29.56.06
843 士別 男子 5000m 宮平　健太郎 ミヤヒラ　ケンタロウ （ 日本薬科大学 沖縄 ） 14.22.63 14.22.63 14.22.63
844 士別 男子 10000m サイモン　カリウキ サイモン　カリウキ （ 日本薬科大学 埼玉 ） 27.55.10 27.55.10 27.53.50
845 北見 女子 1500m 川北　陽菜 カワキタ　ヒナ （ 津商業高 三重 ） 4.28.05 4.28.05 4.28.05
846 北見 男子 10000m 日下　佳祐 クサカ　ケイスケ （ 日立物流 千葉 ） 29.18.64 29.18.64 29.01.05
847 北見 男子 10000m 田口　大貴 タグチ　ダイキ （ 日立物流 千葉 ） 29.12.44 29.12.44 28.51.82
848 北見 男子 10000m 設楽　啓太 シタラ　ケイタ （ 日立物流 千葉 ） 28.54.17 28.54.17 27.51.54
849 北見 男子 5000m 栁　利幸 ヤナギ　トシユキ （ 日立物流 千葉 ） 13.42.20 13.42.20 13.42.10
850 北見 男子 5000m 牟田　祐樹 ムタ　ユウキ （ 日立物流 千葉 ） 13.42.04 13.42.04 13.39.02 欠場7/5

851 士別 男子 5000m 田口　大貴 タグチ　ダイキ （ 日立物流 千葉 ） 13.50.91 13.50.91 13.48.50
852 士別 男子 5000m 設楽　啓太 シタラ　ケイタ （ 日立物流 千葉 ） 14.16.21 14.16.21 13.40.32
853 士別 男子 10000m 浅岡　満憲 アサオカ　ミツノリ （ 日立物流 千葉 ） 28.07.26 28.07.26 27.59.72 欠場7/10

854 士別 男子 10000m 栃木　渡 トチギ　ワタル （ 日立物流 千葉 ） 28.19.89 28.19.89 28.19.89
855 網走 男子 5000m 吉里　駿 ヨシザト　シュン （ 駿河台大 福岡 ） 14.06.55 14.06.55 14.06.55
856 北見 男子 10000m 吉里　駿 ヨシザト　シュン （ 駿河台大 福岡 ） 29.20.92 29.20.92 29.20.92
857 網走 女子 10000m 鹿嶋　栞名 カシマ　シオナ （ 佛教大 和歌山 ） 16.20.42 16.20.42 16.20.42
858 網走 女子 10000m 小枝　未森 コエダ　ミモリ （ 佛教大 大阪 ） 16.21.58 16.21.58 16.21.58
859 網走 女子 10000m 吉田　夏菜 ヨシダ　ナナ （ 佛教大 大阪 ） 16.36.54 16.36.54 16.36.54
860 網走 女子 3000m 川村　楓 カワムラ　カエデ （ 佛教大 京都 ） 16.39.27 9.41.36
861 北見 女子 5000m 鹿嶋　栞名 カシマ　シオナ （ 佛教大 和歌山 ） 16.20.42 17.01.60 16.20.42
862 北見 女子 5000m 川村　楓 カワムラ　カエデ （ 佛教大 京都 ） 16.39.27 17.05.83 16.26.44 北見3000ｍ9.32.85

863 北見 女子 5000m 小枝　未森 コエダ　ミモリ （ 佛教大 大阪 ） 16.45.39 16.45.39 16.21.58
864 北見 女子 5000m 吉田　夏菜 ヨシダ　ナナ （ 佛教大 大阪 ） 16.43.30 16.43.30 16.36.54
865 網走 男子 5000m カランジャ　ジョスファット カランジャ　ジョスファット （ 遊学館高 石川 ） 14.09.41 14.09.41 14.09.41
866 網走 男子 5000m 町　桟吾 マチ　サンゴ （ 遊学館高 石川 ） 14.25.44 14.25.44 14.25.44
867 網走 女子 2000mSC 森　智香子 モリ　チカコ （ 積水化学 千葉 ） 9.49.41
868 網走 女子 10000m 佐藤　早也伽 サトウ　サヤカ （ 積水化学 千葉 ） 15.44.12 34.39.45 33.28.94
869 網走 女子 10000m 和田　優香里 ワダ　ユカリ （ 積水化学 千葉 ） 33.39.28 33.39.28 32.47.74
870 網走 女子 3000m 野村　蒼 ノムラ　アオイ （ 積水化学 千葉 ） 9.34.31 9.34.31 9.31.31
871 北見 女子 5000m 湯澤　ほのか ユザワ　ホノカ （ 積水化学 千葉 ） 16.17.79 15.44.17
872 北見 女子 5000m 中川　文華 ナカガワ　アヤカ （ 積水化学 千葉 ） 15.48.63 15.48.63 15.46.77
873 北見 女子 3000m 中舍　朱音 ナカシャ　アカネ （ 積水化学 千葉 ） 9.18.56 9.18.56 9.18.56
874 深川 女子 10000m 湯澤　ほのか ユザワ　ホノカ （ 積水化学 千葉 ） 16.17.79 16.05.51 33.20.69
875 士別 女子 5000m 中舍　朱音 ナカシャ　アカネ （ 積水化学 千葉 ） 16.01.08 16.08.08
876 網走 女子 10000m 青木　優子 アオキ　ユウコ （ キヤノンアスリートクラブ九州大分 ） 33.35.25 33.35.25 32.58.67
877 網走 女子 10000m 新山　美帆 ニイヤマ　ミホ （ キヤノンアスリートクラブ九州大分 ） 9.33.07 35.23.23 34.33.26
878 北見 女子 3000m 青木　優子 アオキ　ユウコ （ キヤノンアスリートクラブ九州大分 ） 16.36.00 10.13.97 9.17.39
879 北見 女子 3000m 新山　美帆 ニイヤマ　ミホ （ キヤノンアスリートクラブ九州大分 ） 9.33.07 9.57.08 9.33.07
880 深川 女子 5000m 青木　優子 アオキ　ユウコ （ キヤノンアスリートクラブ九州大分 ） 16.36.00 16.36.00 15.42.62
881 深川 女子 5000m 新山　美帆 ニイヤマ　ミホ （ キヤノンアスリートクラブ九州大分 ） 16.59.37 17.06.59 16.41.33
882 深川 女子 5000m 高橋　彩良 タカハシ　サラ （ キヤノンアスリートクラブ九州大分 ） 9.27.69
883 深川 女子 5000m 古川　夏海 フルカワ　ナツミ （ キヤノンアスリートクラブ九州大分 ） 16.50.75 16.57.24 16.50.75
884 深川 女子 10000m 後藤　みのり ゴトウ　ミノリ （ キヤノンアスリートクラブ九州大分 ） 33.49.26 33.49.26 33.20.20
885 網走 女子 3000m 久保　彩乃 クボ　アヤノ （ ユニクロ 東京 ） 9.36.17 9.36.17 9.23.07
886 網走 女子 3000m 伊藤　ひかり イトウ　ヒカリ （ ユニクロ 東京 ） 9.47.57 9.47.57 9.34.38
887 網走 女子 3000m 石塚　美里 イシヅカ　ミサト （ ユニクロ 東京 ） 9.39.01 9.39.01 9.39.01
888 北見 女子 5000m 久保　彩乃 クボ　アヤノ （ ユニクロ 東京 ） 16.34.93 16.34.93 16.08.03
889 北見 女子 3000m 伊藤　ひかり イトウ　ヒカリ （ ユニクロ 東京 ） 9.47.57 9.47.57 9.34.38
890 北見 女子 3000m 石塚　美里 イシヅカ　ミサト （ ユニクロ 東京 ） 9.39.01 9.39.01 9.39.01
891 北見 女子 1500m 今井　千尋 イマイ　チヒロ （ ユニクロ 東京 ） 4.27.88 4.27.88 4.25.43
892 北見 男子 10000m 田島　光 タジマ　ヒカル （ 関東学院大 沖縄 ） 29.37.38 29.37.38 29.37.38
893 北見 男子 10000m 関口　大樹 セキグチ　タイキ （ 関東学院大 千葉 ） 29.42.46 29.42.46 29.42.46
894 深川 女子 3000m 三宅　紗蘭 ミヤケ　サラ （ 天満屋 岡山 ） 9.22.19 9.22.19 9.22.19
895 深川 女子 5000m 小原　怜 オハラ　レイ （ 天満屋 岡山 ） 15.55.13 15.55.13 15.39.47 Ｂ組希望

896 深川 女子 5000m 青木　未晴 アオキ　ミハル （ 天満屋 岡山 ） 16.19.79 16.19.79 16.19.79
897 深川 女子 10000m 前田　穂南 マエダ　ホナミ （ 天満屋 岡山 ） 32.30.39 32.30.39 32.30.39
898 深川 女子 10000m 谷本　観月 タニモト　ミヅキ （ 天満屋 岡山 ） 32.18.44 33.05.99 32.18.44
899 深川 女子 10000m 松下　菜摘 マツシタ　ナツミ （ 天満屋 岡山 ） 32.27.58 32.27.58 32.27.58
900 士別 女子 3000m 青木　未晴 アオキ　ミハル （ 天満屋 岡山 ） 9.23.36 9.38.69 9.23.36
901 士別 女子 5000m 小原　怜 オハラ　レイ （ 天満屋 岡山 ） 15.39.47 15.55.13 15.39.47
902 士別 女子 5000m 谷本　観月 タニモト　ミヅキ （ 天満屋 岡山 ） 15.46.40 16.02.87 15.46.40
903 士別 女子 5000m 松下　菜摘 マツシタ　ナツミ （ 天満屋 岡山 ） 16.00.49 16.00.49 16.00.49
904 士別 女子 5000m 前田　穂南 マエダ　ホナミ （ 天満屋 岡山 ） 15.51.83 16.16.81 15.51.83
905 士別 女子 5000m 三宅　紗蘭 ミヤケ　サラ （ 天満屋 岡山 ） 9.22.19 9.22.19 9.22.19
906 深川 男子 10000m 柴田　純一 シバタ　ジュンイチ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 14.23.87 30.07.76 29.05.52
907 深川 男子 10000m 山口　弘晃 ヤマグチ　ヒロアキ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 14.08.30 29.35.44 29.35.44
908 深川 男子 10000m 鴇澤　駿介 トキザワ　シュンスケ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 14.08.04 29.33.45 29.33.45
909 深川 男子 10000m 三田　眞司 ミタ　シンジ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 14.09.00 29.13.54 29.07.97
910 深川 男子 10000m 大久保　泰貴 オオクボ　タイキ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 14.27.08 30.06.76 29.55.16
911 深川 男子 10000m 滝口　諒 タキグチ　リョウ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 14.18.78 31.23.71 30.25.52
912 深川 男子 10000m 内田　健太 ウチダ　ケンタ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 14.27.08 30.17.77 29.47.60
913 深川 女子 5000m 木村　友香 キムラ　トモカ （ ユニバーサル 千葉 ） 15.12.47 15.50.03 15.12.47
914 網走 男子 5000m 黒須　優翔 クロス　ユウト （ 仙台育英学園高 宮城 ） 14.33.41 14.33.41 14.33.41
915 網走 女子 10000m 水口　瞳 ミズグチ　ヒトミ （ 大阪学院大 静岡 ） 32.52.83 32.52.83 32.52.83
916 北見 女子 5000m 水口　瞳 ミズグチ　ヒトミ （ 大阪学院大 静岡 ） 15.53.08 15.53.08 15.53.08
917 北見 女子 5000m 岡本　奈々依 オカモト　ナナヨ （ 大阪学院大 愛知 ） 16.06.10 16.06.10 16.06.10
918 北見 女子 5000m 髙谷　愛奈 タカタニ　アイナ （ 大阪学院大 兵庫 ） 16.13.80 16.13.80 16.09.97
919 北見 女子 5000m 戸田　朱音 トダ　アカネ （ 大阪学院大 兵庫 ） 16.25.41 16.25.41 16.25.41
920 北見 女子 5000m 橋本　晴圭 ハシモト　ハルカ （ 大阪学院大 和歌山 ） 16.43.60 16.43.60 16.43.60
921 北見 女子 3000m 加藤　詩帆加 カトウ　シホカ （ 大阪学院大 静岡 ） 16.45.39 16.45.39 16.45.39
922 深川 女子 5000m 水口　瞳 ミズグチ　ヒトミ （ 大阪学院大 静岡 ） 15.53.08 15.53.08 15.53.08
923 深川 女子 5000m 岡本　奈々依 オカモト　ナナヨ （ 大阪学院大 愛知 ） 16.06.10 16.06.10 16.06.10
924 深川 女子 5000m 髙谷　愛奈 タカタニ　アイナ （ 大阪学院大 兵庫 ） 16.13.80 16.11.94 16.09.97
925 深川 女子 5000m 戸田　朱音 トダ　アカネ （ 大阪学院大 兵庫 ） 16.25.41 16.25.41 16.25.41
926 深川 女子 5000m 橋本　晴圭 ハシモト　ハルカ （ 大阪学院大 和歌山 ） 16.43.60 16.31.64 16.43.60
927 深川 女子 3000m 加藤　詩帆加 カトウ　シホカ （ 大阪学院大 静岡 ） 9.49.27 9.49.27 9.49.27
928 北見 女子 3000m 室伏　香音 ムロフシ　カノン （ 大阪学院大 静岡 ） 16.50.82 16.50.82 16.50.82
929 深川 女子 3000m 室伏　香音 ムロフシ　カノン （ 大阪学院大 静岡 ） 9.49.63 9.49.63 9.49.63
930 深川 男子 5000m 藤田　黎士 フジタ　レイジ （ 筑波大 神奈川 ） 14.17.55 14.17.55 14.17.55
931 深川 男子 5000m 相馬　崇史 ソウマ　タカシ （ 筑波大 長野 ） 14.18.99 14.18.99 14.18.99
932 深川 男子 5000m 児玉　朋大 コダマ　トモキ （ 筑波大 熊本 ） 14.38.82 14.38.82 14.38.82
933 網走 女子 10000m カムル　パウリン　カベケ カムル　パウリン　カベケ （ ルートイン 東京 ） 31.47.13 31.47.13 31.47.13
934 網走 女子 3000m 遠藤　優梨 エンドウ　ユウリ （ ルートイン 東京 ） 9.26.70 9.26.70 9.26.70
935 網走 女子 3000m 加藤　海音 カトウ　アマネ （ ルートイン 東京 ） 9.33.65 9.33.65 9.33.65
936 北見 女子 5000m 遠藤　優梨 エンドウ　ユウリ （ ルートイン 東京 ） 16.02.06 16.02.06 16.02.06
937 北見 女子 5000m 加藤　海音 カトウ　アマネ （ ルートイン 東京 ） 16.35.86 16.35.86 16.35.86
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938 北見 女子 3000m 藤田　正由加 フジタ　マユカ （ ルートイン 東京 ） 9.44.91 9.44.91 9.38.51
939 網走 女子 3000m カムル　パウリン　カベケ カムル　パウリン　カベケ （ ルートイン 東京 ） PM

940 深川 女子 10000m 加藤　海音 カトウ　アマネ （ ルートイン 東京 ） 16.35.86 16.12.70 16.35.86
941 深川 女子 10000m 遠藤　優梨 エンドウ　ユウリ （ ルートイン 東京 ） 16.02.06 36.29.91 36.29.91 北見5000m16.03.19

942 深川 女子 5000m 田口　理沙 タグチ　リサ （ ルートイン 東京 ） 16.03.55 16.03.55 15.54.74
943 深川 女子 5000m 藤田　正由加 フジタ　マユカ （ ルートイン 東京 ） 9.44.91
944 北見 女子 800m 髙橋　ひな タカハシ　ヒナ （ NIKE TOKYO TC 東京 ） 2.11.27 2.11.27 2.07.19
945 深川 女子 5000m 尾関　真衣 オゼキ　マイ （ 東北福祉大 福島 ） 16.34.75 16.34.75 16.34.75
946 深川 女子 10000m 尾関　真衣 オゼキ　マイ （ 東北福祉大 福島 ） 16.34.75 34.01.11 34.01.11
947 士別 女子 5000m 尾関　真衣 オゼキ　マイ （ 東北福祉大 福島 ） 16.34.75 16.34.75 16.34.75
948 深川 女子 5000m 古川　恵里 フルカワ　エリ （ 東北福祉大 新潟 ） 16.30.92 16.30.92 16.30.92
949 士別 女子 5000m 古川　恵里 フルカワ　エリ （ 東北福祉大 新潟 ） 16.30.92 16.30.92 16.30.92
950 深川 女子 10000m 須藤　ひかる スドウ　ヒカル （ 東北福祉大 茨城 ） 33.28.40 33.28.40 33.28.40
951 士別 女子 5000m 須藤　ひかる スドウ　ヒカル （ 東北福祉大 茨城 ） 16.13.40 16.13.40 16.13.40
952 深川 女子 5000m 三浦　佳奈 ミウラ　カナ （ 東北福祉大 宮城 ） 16.51.19 16.51.19 16.51.19
953 士別 女子 5000m 三浦　佳奈 ミウラ　カナ （ 東北福祉大 宮城 ） 16.51.19 16.51.19 16.51.19
954 深川 女子 5000m 五十嵐　徳子 イガラシ　ノリコ （ 東北福祉大 山形 ） 16.44.38 16.44.38 16.44.38
955 士別 女子 5000m 五十嵐　徳子 イガラシ　ノリコ （ 東北福祉大 山形 ） 16.44.38 16.44.38 16.44.38
956 深川 女子 5000m 小高　夏綺 オダカ　ナツキ （ 東北福祉大 茨城 ） 16.30.34 16.30.34 16.30.34
957 士別 女子 5000m 小高　夏綺 オダカ　ナツキ （ 東北福祉大 茨城 ） 16.30.34 16.30.34 16.30.34
958 深川 女子 3000mSC 小池彩加 コイケ　アヤカ （ 大和田住宅仙台 宮城 ） 10.04.73 10.04.73 10.04.73
959 士別 女子 3000m 小池彩加 コイケ　アヤカ （ 大和田住宅仙台 宮城 ） 9.44.17 9.44.17 9.44.17
960 士別 女子 5000m 小池彩加 コイケ　アヤカ （ 大和田住宅仙台 宮城 ） 16.33.59 16.33.59 16.30.74
961 北見 女子 3000m 吉田 香澄 ヨシダ カスミ （ ニトリ 埼玉 ） 9.41.64 9.41.64 9.41.64
962 北見 女子 3000m 鈴木 葵 スズキ アオイ （ ニトリ 埼玉 ） 9.38.30 9.38.30 9.38.30
963 深川 女子 10000m 吉田 香澄 ヨシダ カスミ （ ニトリ 埼玉 ） 16.31.54 34.45.61 34.45.61
964 深川 女子 5000m 鈴木 葵 スズキ アオイ （ ニトリ 埼玉 ） 9.38.30 17.35.41 17.35.41
965 網走 女子 3000m 西原　加純 ニシハラ　カスミ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.08.50 9.08.50 9.08.50
966 網走 女子 3000m 石橋　麻衣 イシバシ　マイ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.33.35 9.33.35 9.15.42
967 網走 女子 3000m 竹地　志帆 タケチ　シホ （ ヤマダ電機 群馬 ） 15.52.60 9.20.03
968 網走 女子 3000m 安藤　実来 アンドウ　ミク （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.33.63 9.33.63 9.33.58
969 網走 女子 3000m 石井　寿美 イシイ　ヒサミ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.00.25 9.00.25 9.00.25
970 網走 女子 3000m 筒井　咲帆 ツツイ　サキホ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.12.98 9.12.98 9.07.43
971 網走 女子 3000m 畠山　実弓 ハタケヤマ　ミユ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.47.01 9.47.01 9.20.89
972 網走 女子 3000m 市川　珠李 イチカワ　ジュリ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.10.70 9.10.70 9.10.70
973 網走 女子 3000m 森本　紗和 モリモト　サワ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.36.57 9.36.57 9.34.67
974 網走 女子 3000m 青山　友莉菜 アオヤマ　ユリナ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.44.43 9.44.43 9.30.19
975 網走 女子 3000m 鈴木　翔子 スズキ　ショウコ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.29.97 9.29.97 9.29.97
976 網走 女子 3000m 清水　真帆 シミズ　マホ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.25.44 9.25.44 9.25.44
977 網走 女子 3000m 宮城　亜支亜 ミヤギ　エイジア （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.18.13 9.18.13 9.18.13
978 北見 女子 3000m 石橋　麻衣 イシバシ　マイ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.33.35 9.33.35 9.15.42
979 北見 女子 5000m 竹地　志帆 タケチ　シホ （ ヤマダ電機 群馬 ） 15.52.60 15.52.60 15.29.85
980 北見 女子 5000m 安藤　実来 アンドウ　ミク （ ヤマダ電機 群馬 ） 15.58.39 15.58.39 15.58.39
981 北見 女子 5000m 石井　寿美 イシイ　ヒサミ （ ヤマダ電機 群馬 ） 15.45.32 15.45.32 15.29.12
982 北見 女子 5000m 畠山　実弓 ハタケヤマ　ミユ （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.30.88 16.30.88 15.44.79
983 北見 女子 5000m 市川　珠李 イチカワ　ジュリ （ ヤマダ電機 群馬 ） 15.48.51 15.48.51 15.48.51 欠場7/5

984 北見 女子 5000m 森本　紗和 モリモト　サワ （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.16.86 16.16.86 16.16.86
985 北見 女子 5000m 青山　友莉菜 アオヤマ　ユリナ （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.36.00 16.36.00 16.15.29
986 北見 女子 5000m 鈴木　翔子 スズキ　ショウコ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.29.97 16.19.43 16.07.44
987 北見 女子 5000m 清水　真帆 シミズ　マホ （ ヤマダ電機 群馬 ） 9.25.44 16.00.11 16.00.11
988 北見 女子 5000m 宮城　亜支亜 ミヤギ　エイジア （ ヤマダ電機 群馬 ） 16.06.19 16.06.19 16.06.19
989 網走 男子 5000m 山田　翔太 ヤマダ　ショウタ （ プレス工業 神奈川 ） 14.18.37 14.18.37 14.00.98
990 網走 男子 5000m 大西　亮 オオニシ　リョウ （ プレス工業 神奈川 ） 14.09.30 14.09.30 13.55.64
991 網走 男子 5000m 池田　紀保 イケダ　ノリヤス （ プレス工業 神奈川 ） 14.04.17 14.04.17 13.59.34
992 北見 男子 10000m 山田　翔太 ヤマダ　ショウタ （ プレス工業 神奈川 ） 29.32.50 29.32.50 29.02.84
993 深川 男子 5000m 山田　翔太 ヤマダ　ショウタ （ プレス工業 神奈川 ） 14.18.37 14.13.71 14.00.98
994 深川 男子 5000m 大西　亮 オオニシ　リョウ （ プレス工業 神奈川 ） 14.09.30 14.09.30 13.55.64
995 深川 男子 10000m 池田　紀保 イケダ　ノリヤス （ プレス工業 神奈川 ） 28.34.89 28.34.89 28.34.89
996 士別 男子 5000m 平尾　壮太 ヒラオ　ソウタ （ 滋賀学園高 滋賀 ） 14.43.12 14.43.12 14.43.12
997 北見 女子 5000m 逸木　和香菜 イツキ　ワカナ （ 九電工 福岡 ） 15.51.16 15.51.16 15.51.16
998 深川 女子 10000m 逸木　和香菜 イツキ　ワカナ （ 九電工 福岡 ） 32.44.81 32.44.81 32.44.81
999 北見 女子 5000m 林田　美咲 ハヤシダ　ミサキ （ 九電工 福岡 ） 16.07.09 16.07.09 16.07.09

1000 深川 女子 3000m 林田　美咲 ハヤシダ　ミサキ （ 九電工 福岡 ） 9.21.72 9.21.72 9.21.72
1001 北見 女子 3000m 小林　成美 コバヤシ　ナルミ （ 長野東高 長野 ） 9.23.52 9.28.37 9.23.52
1002 北見 女子 3000m 萩谷　楓 ハギタニ　カエデ （ 長野東高 長野 ） 9.28.39 9.28.39 9.28.39
1003 北見 女子 3000m 臼田　彩花 ウスダ　サヤカ （ 長野東高 長野 ） 9.41.15 9.54.80 9.41.15
1004 北見 女子 1500m 萩谷　楓 ハギタニ　カエデ （ 長野東高 長野 ） 4.22.90 4.22.90 4.22.90
1005 深川 男子 5000m 石尾　尚之 イシオ　ナオユキ （ 北海道教育大 北海道 ） 14.58.88 14.58.88 14.58.88
1006 深川 男子 5000m 菅原　康平 スガワラ　コウヘイ （ 北海道教育大 北海道 ） 14.59.22 14.59.22 14.59.22
1007 北見 男子 5000m 土方　英和 ヒジカタ　ヒデカズ （ 國學院大 埼玉 ） 28.44.28 14.08.10 14.08.10
1008 網走 女子 600m 杉山　香南 スギヤマ　カナ （ 順天堂大 神奈川 ） 2.08.13
1009 北見 女子 800m 杉山　香南 スギヤマ　カナ （ 順天堂大 神奈川 ） 2.08.13 2.08.13 2.08.13
1010 網走 男子 5000m 中田　崇志 ナカタ　タカシ （ 関東RC 東京 ） 14.49.35 14.49.35 14.20.48
1011 網走 女子 3000m 澤口　真美絵 サワグチ　マミエ （ JP日本郵政グループ 東京 ） 9.30.93 9.30.93 9.30.93
1012 網走 女子 3000m 樽本　知夏 タルモト　チナツ （ JP日本郵政グループ 東京 ） 9.21.31 9.21.31 9.19.13
1013 網走 女子 3000m 林　英麻 ハヤシ　エマ （ JP日本郵政グループ 東京 ） 9.03.37 9.03.37 9.03.37
1014 網走 女子 10000m 宇都宮　恵理 ウツノミヤ　エリ （ JP日本郵政グループ 東京 ） 15.42.82 33.47.97
1015 深川 女子 3000m 樽本　知夏 タルモト　チナツ （ JP日本郵政グループ 東京 ） 9.21.31 9.21.31 9.19.13
1016 深川 女子 5000m 宇都宮　恵理 ウツノミヤ　エリ （ JP日本郵政グループ 東京 ） 15.42.82 15.42.82 15.42.82
1017 深川 女子 5000m 澤口　真美絵 サワグチ　マミエ （ JP日本郵政グループ 東京 ） 9.30.93 16.25.62
1018 深川 女子 5000m 林　英麻 ハヤシ　エマ （ JP日本郵政グループ 東京 ） 9.03.37 16.30.28
1019 士別 男子 10000m 蜂須賀　源 ハチスカ　ゲン （ コニカミノルタ 東京 ） 28.25.60 28.25.60 28.25.60
1020 網走 男子 5000m ベヌエル　モゲニ ベヌエル　モゲニ （ 大分東明高 大分 ） 13.36.38 13.36.66 13.36.38
1021 北見 男子 5000m ベヌエル　モゲニ ベヌエル　モゲニ （ 大分東明高 大分 ） 13.36.38 13.36.66 13.36.38
1022 網走 女子 3000m マータ　モカヤ マータ　モカヤ （ 大分東明高 大分 ） 8.52.81 8.52.81 8.52.81
1023 北見 女子 3000m マータ　モカヤ マータ　モカヤ （ 大分東明高 大分 ） 8.52.81 8.52.81 8.52.81
1024 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 4.28.91
1025 深川 男子 10000m 松木　之衣 マツキ　コノエ （ 日本大 長野 ） 29.37.48 29.37.48 29.37.48
1026 深川 男子 5000m 河原　佑哉 カワハラ　ユウカ （ 日本大 東京 ） 14.48.85 14.48.85 14.48.85
1027 深川 男子 5000m 武田　悠太郎 タケダ　ユウタロウ （ 日本大 東京 ） 14.22.43 14.22.43 14.20.87
1028 深川 男子 5000m 野田　啓太 ノダ　ケイタ （ 日本大 三重 ） 14.18.75 14.48.15 14.18.75
1029 深川 男子 5000m 大池　竜紀 オオイケ　タツノリ （ 日本大 長野 ） 14.16.02 14.16.02 14.16.02
1030 士別 男子 5000m 松木　之衣 マツキ　コノエ （ 日本大 長野 ） 14.46.56 14.46.56 14.24.79
1031 士別 男子 5000m 河原　佑哉 カワハラ　ユウカ （ 日本大 東京 ） 14.48.85 14.48.85 14.48.85
1032 士別 男子 5000m 武田　悠太郎 タケダ　ユウタロウ （ 日本大 東京 ） 14.22.43 14.22.43 14.20.87
1033 士別 男子 5000m 野田　啓太 ノダ　ケイタ （ 日本大 三重 ） 14.18.75 14.18.75 14.18.75
1034 士別 男子 5000m 大池　竜紀 オオイケ　タツノリ （ 日本大 長野 ） 14.16.02 14.16.02 14.16.02
1035 深川 男子 3000mSC 宮城　壱成 ミヤギ　イッセイ （ かねひでＡＣ 沖縄 ） 8.48.87 8.48.87 8.44.06
1036 深川 男子 5000m 山田　直弘 ヤマダ　ナオヒロ （ YKK 富山 ） 14.10.00 14.10.00 13.50.70
1037 深川 男子 5000m 海老澤　剛 エビサワ　ツヨシ （ YKK 富山 ） 14.07.23 14.07.23 14.07.23
1038 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 ） 28.35.63 28.35.63 27.42.20
1039 深川 男子 10000m 細森　大輔 ホソモリ　ダイスケ （ YKK 富山 ） 29.30.98 29.30.98 29.07.20
1040 深川 男子 10000m 鈴木　大貴 スズキ　ヒロキ （ YKK 富山 ） 28.40.00 28.40.00 28.40.00
1041 深川 男子 10000m 及川　佑太 オイカワ　ユウタ （ YKK 富山 ） 28.54.02 28.54.02 28.54.02
1042 士別 男子 5000m 山田　直弘 ヤマダ　ナオヒロ （ YKK 富山 ） 14.10.00 14.10.00 13.50.70
1043 士別 男子 5000m 海老澤　剛 エビサワ　ツヨシ （ YKK 富山 ） 14.07.23 14.07.23 14.07.23
1044 士別 男子 5000m 及川　佑太 オイカワ　ユウタ （ YKK 富山 ） 13.50.22 13.50.22 13.50.22
1045 士別 男子 5000m 細森　大輔 ホソモリ　ダイスケ （ YKK 富山 ） 14.14.57 14.14.57 14.14.57
1046 士別 男子 5000m 鈴木　大貴 スズキ　ヒロキ （ YKK 富山 ） 13.55.00 13.55.00 13.55.00
1047 深川 男子 5000m イブラヒム　ワング イブラヒム　ワング （ 札幌山の手高 北海道 ） 13.50.50 13.50.50 13.50.50
1048 深川 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 ） 14.34.13 14.34.13 14.34.13
1049 深川 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 14.48.84
1050 士別 男子 5000m イブラヒム　ワング イブラヒム　ワング （ 札幌山の手高 北海道 ） 13.50.50 13.50.50 13.50.50
1051 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 ） 14.34.13 14.34.13 14.34.13
1052 士別 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
1053 網走 女子 10000m 野添　佑莉 ノゾエ　ユリ （ 三井住友海上 東京 ） 32.26.93 32.26.93 32.26.93
1054 網走 女子 3000m 田邉　美咲 タナベ　ミサキ （ 三井住友海上 東京 ） 15.42.37 15.42.37 9.16.81
1055 網走 女子 3000m 岡本　春美 オオカモト　ハルミ （ 三井住友海上 東京 ） 9.15.50 9.15.50 8.59.96
1056 網走 女子 3000m 橋本　奈海 ハシモト　ナミ （ 三井住友海上 東京 ） 9.31.91 9.31.91 9.25.30
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1057 網走 女子 3000m 片貝　洋美 カタカイ　ヒロミ （ 三井住友海上 東京 ） 9.48.08 9.48.08 9.16.27
1058 網走 女子 3000m 古寺　冴佳 コテラ　サエカ （ 三井住友海上 東京 ） 9.11.72 9.11.72 9.11.72
1059 網走 女子 3000m 関口　はるか セキグチ　ハルカ （ 三井住友海上 東京 ） 9.27.69 9.27.69 9.27.69
1060 網走 女子 3000m 春野　麻友 ハルノ　マユ （ 三井住友海上 東京 ） 9.36.77 9.36.77 9.36.77
1061 北見 女子 5000m 野添　佑莉 ノゾエ　ユリ （ 三井住友海上 東京 ） 16.06.98 16.06.98 15.46.50
1062 北見 女子 5000m 田邉　美咲 タナベ　ミサキ （ 三井住友海上 東京 ） 15.42.37 15.42.37 15.35.46
1063 北見 女子 5000m 岡本　春美 オオカモト　ハルミ （ 三井住友海上 東京 ） 15.37.19 15.37.19 15.33.08
1064 北見 女子 5000m 橋本　奈海 ハシモト　ナミ （ 三井住友海上 東京 ） 16.10.14 16.10.14 15.51.93
1065 北見 女子 5000m 片貝　洋美 カタカイ　ヒロミ （ 三井住友海上 東京 ） 9.48.08 9.48.08 15.47.75
1066 北見 女子 5000m 関口　はるか セキグチ　ハルカ （ 三井住友海上 東京 ） 9.27.69 9.27.69 9.27.69
1067 北見 女子 5000m 春野　麻友 ハルノ　マユ （ 三井住友海上 東京 ） 9.36.77 9.36.77 9.36.77
1068 北見 女子 3000m 古寺　冴佳 コテラ　サエカ （ 三井住友海上 東京 ） 4.24.19 4.24.19 4.20.14
1069 深川 女子 10000m 田邉　美咲 タナベ　ミサキ （ 三井住友海上 東京 ） 32.36.14 32.36.14 32.36.14
1070 深川 女子 5000m 古寺　冴佳 コテラ　サエカ （ 三井住友海上 東京 ） 16.12.44 16.12.44 16.12.44
1071 深川 男子 5000m 伊藤　達彦 イトウ　タツヒコ （ 東京国際大 静岡 ） 14.02.36 14.02.36 14.02.36
1072 深川 男子 5000m 真船　恭輔 マフネ　キョウスケ （ 東京国際大 福島 ） 14.46.06 14.51.43 14.18.14 Ｃ組変更希望

1073 深川 男子 5000m 相沢　悠斗 アイザワ　ユウト （ 東京国際大 宮城 ） 14.28.01 14.47.56 14.28.01 Ｂ組変更希望

1074 深川 男子 5000m 佐伯　涼 サエキ　リョウ （ 東京国際大 兵庫 ） 14.24.67 14.24.67 14.24.67
1075 深川 男子 5000m 渡邉　和也 ワタナベ　カズヤ （ 東京国際大 兵庫 ） 14.24.61 14.24.61 13.23.15
1076 深川 男子 5000m 中島　哲平 ナカジマ　テッペイ （ 東京国際大 茨城 ） 14.16.41. 14.24.79 14.16.41
1077 深川 男子 5000m 内田　光 ウチダ　ヒカル （ 東京国際大 長野 ） 14.32.05 14.21.17 Ｃ組変更希望

1078 深川 男子 5000m 芳賀　宏太郎 ハガ　コウタロウ （ 東京国際大 福島 ） 14.12.78 14.49.08 14.12.78
1079 網走 男子 5000m 照井　明人 テルイ　アキト （ NDソフト 山形 ） 14.06.80 14.06.80 14.06.80
1080 深川 男子 10000m 塩田　好彬 シオタ　ヨシアキ （ NDソフト 山形 ） 29.14.26 29.14.26 28.36.87
1081 深川 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 14.15.64
1082 深川 男子 10000m 照井　明人 テルイ　アキト （ NDソフト 山形 ） 28.53.53 28.53.53 28.53.53
1083 北見 女子 3000m 森田　香織 モリタ　カオリ （ パナソニック 神奈川 ） 9.12.72 9.12.72 9.07.08
1084 北見 女子 3000m 堀　優花 ホリ　ユウカ （ パナソニック 神奈川 ） 9.25.52 9.25.52 9.11.02
1085 北見 女子 3000m 渡邊　菜々美 ワタナベ　ナナミ （ パナソニック 神奈川 ） 9.09.13 9.09.13 9.09.13
1086 深川 女子 3000m 戸部　千晶 トベ　チアキ （ パナソニック 神奈川 ） 9.36.43 9.33.55 9.26.42 A組変更希望

1087 網走 男子 5000m 物江　雄利 モノエ　カツトシ （ 駒澤大 福島 ） 14.08.09 14.08.09 13.54.38
1088 北見 男子 1500m 物江　雄利 モノエ　カツトシ （ 駒澤大 福島 ） 3.45.66 3.45.66
1089 深川 男子 10000m 小島　海斗 オジマ　カイト （ 駒澤大 千葉 ） 13.55.65 30.37.62
1090 深川 男子 10000m 下　史典 シモ　フミノリ （ 駒澤大 三重 ） 29.33.87 29.33.87 28.56.24
1091 深川 男子 10000m 伊東　颯汰 イトウ　ソウタ （ 駒澤大 大分 ） 29.52.10 29.52.10 29.52.10
1092 深川 男子 10000m 白頭　徹也 ハクトウ　テツヤ （ 駒澤大 愛知 ） 29.19.62 29.19.62 29.16.62
1093 深川 女子 10000m 市原　梨花 イチハラ　リカ （ 宮崎銀行 宮崎 ） 16.32.21
1094 士別 女子 5000m 市原　梨花 イチハラ　リカ （ 宮崎銀行 宮崎 ） 16.32.21 16.39.07 16.32.21
1095 士別 女子 5000m 黒木　裕子 クロキ　ユウコ （ 宮崎銀行 宮崎 ） 16.35.07 16.38.38 16.35.07
1096 士別 女子 5000m 陳内　桃果 ジンナイ　モモカ （ 宮崎銀行 宮崎 ） 16.57.38 16.57.38 16.57.38 欠場7/9

1097 士別 女子 5000m 金丸　芽生 カネマル　メイ （ 宮崎銀行 宮崎 ） 16.18.51 16.21.82 16.18.51
1098 網走 女子 3000m 鈴木　千晴 スズキ　チハル （ 日立 茨城 ） 16.31.00 9.33.77
1099 網走 女子 3000m 田山　満理 タヤマ　マリ （ 日立 茨城 ） 16.57.21 16.57.21 9.24.43
1100 網走 女子 3000m 小井戸　涼 コイド　リョウ （ 日立 茨城 ） 9.09.95 9.09.95 9.09.95
1101 網走 女子 10000m 佐々木　芽衣 ササキ　メイ （ 日立 茨城 ） 9.31.19
1102 網走 女子 3000m 佐々木　瑠衣 ササキ　ルイ （ 日立 茨城 ） 9.31.56 9.31.56 9.27.32
1103 網走 女子 3000m 新名　風花 ニイナ　フウカ （ 日立 茨城 ） 9.42.31 9.42.31 9.42.31
1104 網走 女子 10000m 伊坂　菜生 イサカ　ナオ （ 日立 茨城 ） 16.09.50 34.40.55 32.54.46
1105 網走 女子 10000m 小澤　夏美 オザワ　ナツミ （ 日立 茨城 ） 16.11.33
1106 北見 女子 5000m 田山　満理 タヤマ　マリ （ 日立 茨城 ） 16.57.21 16.57.21 16.05.26
1107 深川 女子 3000m 伊坂　菜生 イサカ　ナオ （ 日立 茨城 ） 16.09.50 9.16.51
1108 深川 女子 3000m 小井戸　涼 コイド　リョウ （ 日立 茨城 ） 9.09.95 9.09.95 9.09.95
1109 深川 女子 3000m 小澤　夏美 オザワ　ナツミ （ 日立 茨城 ） 16.11.33 9.21.46
1110 深川 女子 3000m 新名　風花 ニイナ　フウカ （ 日立 茨城 ） 9.42.31 9.42.31 9.42.31
1111 深川 女子 3000m 佐々木　芽衣 ササキ　メイ （ 日立 茨城 ） 9.31.19 9.31.19 9.31.19
1112 北見 女子 5000m 佐々木　瑠衣 ササキ　ルイ （ 日立 茨城 ） 16.28.88 16.28.88 16.28.88
1113 深川 女子 10000m 鈴木　千晴 スズキ　チハル （ 日立 茨城 ） 33.59.70 33.59.70 32.59.39
1114 士別 女子 3000m 小井戸　涼 コイド　リョウ （ 日立 茨城 ） 9.09.95 9.09.95 9.09.95
1115 士別 女子 5000m 佐々木　芽衣 ササキ　メイ （ 日立 茨城 ） 9.31.19 9.31.19 9.31.19
1116 士別 女子 5000m 佐々木　瑠衣 ササキ　ルイ （ 日立 茨城 ） 16.28.88 16.26.17 16.28.88
1117 士別 女子 3000m 新名　風花 ニイナ　フウカ （ 日立 茨城 ） 9.42.31 9.42.31 9.42.31
1118 士別 女子 5000m 鈴木　千晴 スズキ　チハル （ 日立 茨城 ） 16.31.00 16.31.00 16.00.63
1119 士別 女子 5000m 伊坂　菜生 イサカ　ナオ （ 日立 茨城 ） 16.09.50 16.09.50 15.51.36
1120 士別 女子 5000m 田山　満理 タヤマ　マリ （ 日立 茨城 ） 16.57.21 16.57.21 16.05.26
1121 士別 女子 5000m 小澤　夏美 オザワ　ナツミ （ 日立 茨城 ） 16.11.33 16.11.33 15.49.70
1122 士別 女子 5000m メリー　シプコ メリー　シプコ （ 日立 茨城 ） 15.49.65 15.49.65 15.49.65
1123 深川 女子 3000m メリー　シプコ メリー　シプコ （ 日立 茨城 ） 8.58.45 8.58.45 8.58.45
1124 北見 女子 5000m メリー　シプコ メリー　シプコ （ 日立 茨城 ） 15.49.65 15.49.65 15.49.65
1125 網走 女子 3000m メリー　シプコ メリー　シプコ （ 日立 茨城 ） 8.58.45 8.58.45 8.58.45
1126 網走 女子 3000m 田村　紀薫 タムラ　トシカ （ 愛媛陸協 愛媛 ） 15.53.09 9.22.88
1127 士別 女子 3000m 田村　紀薫 タムラ　トシカ （ 愛媛陸協 愛媛 ） 15.53.09 9.22.88
1128 北見 男子 10000m 牧　良輔 マキ　リョウスケ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 29.10.87 29.10.87 28.52.84
1129 北見 男子 10000m 藤原　滋記 フジワラ　シゲキ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 29.55.32 29.55.32 29.03.96
1130 深川 男子 10000m 山﨑　敦史 ヤマザキ　アツシ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 29.28.00 29.28.00 28.25.07
1131 深川 男子 10000m LOROT　ANDREW ロロット　アンドリュー （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 28.13.13 28.13.13 28.13.13
1132 深川 男子 5000m 牧　良輔 マキ　リョウスケ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 14.15.19 14.15.19 13.52.75
1133 深川 男子 5000m 塩谷　桂大 シオヤ　ケイタ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 14.18.39 14.18.39 14.00.21
1134 深川 男子 5000m LEDAMA　WESLEY レダマ　ウェズレイ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 13.19.12 13.19.12 13.19.12
1135 士別 男子 5000m 藤原　滋記 フジワラ　シゲキ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 14.15.04 14.15.04 14.08.36
1136 士別 男子 5000m LEDAMA　WESLEY レダマ　ウェズレイ （ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 ） 13.19.12 13.19.12 13.19.12
1137 北見 男子 1500m 神　直之 ジン　ナオユキ （ 北星病院 北海道 ） 4.00.24 4.00.24 3.53.99 北海道推薦

1138 深川 男子 3000mSC 神　直之 ジン　ナオユキ （ 北星病院 北海道 ） 8.57.97 8.57.97 8.53.18 北海道推薦　北見1500m3.57.19

1139 深川 女子 5000m 佐野　英理佳 サノ　エリカ （ 拓殖大 千葉 ） 16.02.03 16.02.03 16.02.03 Ｂ組希望

1140 深川 女子 10000m 笹川　葉名 ササガワ　ハナ （ 拓殖大 新潟 ） 16.31.98 36.37.98 36.37.98
1141 士別 男子 5000m 大迫　傑 オオサコ　スグル （ Nike 東京 ） 13.25.56 13.25.56 13.08.40
1142 士別 男子 10000m 大迫　傑 オオサコ　スグル （ Nike 東京 ） 27.46.64 27.46.64 27.38.31
1143 網走 女子 10000m 池内　彩乃 イケウチ　アヤノ （ デンソー 三重 ） 16.03.23 16.03.23 15.46.74
1144 網走 女子 10000m 和田　さくら ワダ　サクラ （ デンソー 三重 ） 9.38.75 09.38.75 9.31.32
1145 網走 女子 10000m 松本　亜子 マツモト　アコ （ デンソー 三重 ） 16.08.42 16.08.42 34.03.39
1146 網走 女子 3000m 小泉　直子 コイズミ　ナオコ （ デンソー 三重 ） 09.30.60 09.30.60 09.06.72
1147 網走 女子 3000m 倉岡　奈々 クラオカ　ナナ （ デンソー 三重 ） 09.08.02 09.08.02 09.08.02
1148 網走 女子 3000m 矢田　みくに ヤダ　ミクニ （ デンソー 三重 ） 09.01.53 09.01.53 09.01.53
1149 網走 女子 3000m ゼイトナ　フーサン ゼイトナ　フーサン （ デンソー 三重 ） 09.10.34 09.10.34 09.10.34
1150 北見 女子 5000m 小泉　直子 コイズミ　ナオコ （ デンソー 三重 ） 15.47.25 15.47.25 15.36.90
1151 北見 女子 5000m 荘司　麻衣 ショウジ　マイ （ デンソー 三重 ） 15.36.02 15.36.02 15.34.73
1152 北見 女子 5000m 池内　彩乃 イケウチ　アヤノ （ デンソー 三重 ） 16.03.23 16.03.23 15.46.74
1153 北見 女子 5000m 倉岡　奈々 クラオカ　ナナ （ デンソー 三重 ） 15.31.39 15.31.39 15.31.39
1154 北見 女子 5000m 和田　さくら ワダ　サクラ （ デンソー 三重 ） 9.38.75 9.38.75 9.31.32
1155 北見 女子 5000m 矢田　みくに ヤダ　ミクニ （ デンソー 三重 ） 15.39.30 15.39.30 15.25.87 欠場7/4

1156 北見 女子 5000m 松本　亜子 マツモト　アコ （ デンソー 三重 ） 16.08.42 16.08.42 16.08.42
1157 北見 女子 5000m ゼイトナ　フーサン ゼイトナ　フーサン （ デンソー 三重 ） 15.39.67 15.39.67 15.39.67
1158 網走 男子 5000m 柴田　拓真 シバタ　タクマ （ 小森コーポレーション 茨城 ） 14.28.49 14.28.49 14.21.27
1159 網走 男子 5000m 坂本　佳太 サカモト　ケイタ （ 小森コーポレーション 茨城 ） 28.43.91 14.08.68 14.08.68
1160 網走 男子 5000m 森田　佳祐 モリタ　ケイスケ （ 小森コーポレーション 茨城 ） 14.06.50 14.06.50 13.51.97
1161 北見 男子 1500m 森田　佳祐 モリタ　ケイスケ （ 小森コーポレーション 茨城 ） 3.46.59 3.46.59 3.43.01
1162 深川 男子 10000m 橋本　隆光 ハシモト　タカミツ （ 小森コーポレーション 茨城 ） 29.30.04 29.30.04 28.33.21
1163 深川 男子 10000m 的場　亮太 マトバ　リョウタ （ 小森コーポレーション 茨城 ） 28.54.05 28.54.05 28.34.45
1164 深川 男子 5000m 西澤　佳洋 ニシザワ　ヨシヒロ （ 小森コーポレーション 茨城 ） 13.59.30 13.59.30 13.41.29
1165 深川 男子 10000m 柴田　拓真 シバタ　タクマ （ 小森コーポレーション 茨城 ） 14.28.49 30.21.26 29.16.21
1166 深川 男子 10000m 坂本　佳太 サカモト　ケイタ （ 小森コーポレーション 茨城 ） 28.43.91 28.43.91 28.43.91
1167 深川 男子 3000m 森田　佳祐 モリタ　ケイスケ （ 小森コーポレーション 茨城 ） 3.43.01 8.14.97 北見1500m3.45.12

1168 深川 男子 10000m チャールズ　ドゥング チャールズ　ドゥング （ 小森コーポレーション 茨城 ） 29.01.97 29.01.97 27.57.36
1169 網走 男子 5000m キプロノ　シトニック キプロノ　シトニック （ ケニア KEN ） 13.39.49 13.39.49 13.39.49 小森帯同

1170 深川 男子 5000m キプロノ　シトニック キプロノ　シトニック （ ケニア KEN ） 13.39.49 13.39.49 13.39.49 小森帯同

1171 網走 男子 5000m 堀尾　謙介 ホリオ　ケンスケ （ 中央大 兵庫 ） 28.48.10 14.04.56 13.54.45
1172 網走 女子 10000m 渡邊　裕子 ワタナベ　ユウコ （ エディオン 広島 ） 33.53.32 33.53.32 32.27.89
1173 網走 女子 10000m 西田　美咲 ニシダ　ミサキ （ エディオン 広島 ） 33.24.93 33.24.93 33.24.93
1174 北見 女子 5000m 渡邊　裕子 ワタナベ　ユウコ （ エディオン 広島 ） 16.31.62 16.31.62 16.07.12
1175 北見 女子 5000m 江口　美咲 エグチ　ミサキ （ エディオン 広島 ） 9.38.98 9.30.88
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1176 北見 女子 5000m 菅野　杏華 スガノ　キョウカ （ エディオン 広島 ） 16.27.50 16.27.50 16.27.50
1177 北見 女子 5000m 淺田　美菜 アサダ　ミナ （ エディオン 広島 ） 16.17.29 16.17.29 16.17.29
1178 北見 女子 3000m 石尾　木乃美 イシオ　コノミ （ エディオン 広島 ） 9.22.87 9.22.87 9.22.87
1179 北見 女子 3000m 林　樹里 ハヤシ　ジュリ （ エディオン 広島 ） 9.45.50 9.45.50 9.40.05
1180 深川 女子 3000mSC 石澤　ゆかり イシザワ　ユカリ （ エディオン 広島 ） 9.53.22 9.53.22 9.53.22 欠場7/8

1181 深川 女子 3000m 菅野　杏華 スガノ　キョウカ （ エディオン 広島 ） 9.37.68 9.37.68 9.31.27 欠場7/8

1182 深川 女子 3000m 淺田　美菜 アサダ　ミナ （ エディオン 広島 ） 9.43.97 9.43.97 9.32.35 欠場7/8

1183 深川 女子 5000m 石尾　木乃美 イシオ　コノミ （ エディオン 広島 ） 16.35.59 16.35.59 16.30.50
1184 深川 女子 3000m 池田　睦美 イケダ　ムツミ （ エディオン 広島 ） 16.14.73 9.11.40 欠場7/8

1185 士別 女子 5000m 池田　睦美 イケダ　ムツミ （ エディオン 広島 ） 16.14.73 16.14.73 15.41.49 欠場7/8

1186 士別 女子 5000m 江口　美咲 エグチ　ミサキ （ エディオン 広島 ） 9.38.98 16.18.64 16.13.28
1187 士別 女子 5000m 菅野　杏華 スガノ　キョウカ （ エディオン 広島 ） 16.27.50 16.18.72 16.27.50
1188 士別 女子 5000m 淺田　美菜 アサダ　ミナ （ エディオン 広島 ） 16.17.29 16.17.29 16.17.29
1189 士別 女子 5000m 石尾　木乃美 イシオ　コノミ （ エディオン 広島 ） 16.35.59 16.35.59 16.30.50
1190 士別 女子 5000m 林　樹里 ハヤシ　ジュリ （ エディオン 広島 ） 9.45.55 17.18.77 16.52.05
1191 北見 女子 800m 北村　夢 キタムラ　ユメ （ エディオン 広島 ） 2.00.92 2.00.92 2.00.92
1192 網走 女子 3000m 今田　麻里絵 イマダ　マリエ （ 岩谷産業 大阪 ） 9.42.11 9.42.11 9.19.10
1193 網走 女子 3000m 大同　美空 ダイドウ　ミク （ 岩谷産業 大阪 ） 9.27.96 9.27.96 9.27.96
1194 網走 女子 3000m 青木　奈波 アオキ　ナナミ （ 岩谷産業 大阪 ） 9.29.66 9.29.66 9.17.14
1195 網走 女子 3000m 鈴木　純菜 スズキ　ジュンナ （ 岩谷産業 大阪 ） 9.40.06 9.40.06 9.22.61
1196 網走 女子 3000m 的塲　麻歩 マトバ　マホ （ 岩谷産業 大阪 ） 9.48.30 9.33.01 9.33.01
1197 北見 女子 5000m 今田　麻里絵 イマダ　マリエ （ 岩谷産業 大阪 ） 16.45.33 16.45.33 15.57.33
1198 北見 女子 5000m 青木　奈波 アオキ　ナナミ （ 岩谷産業 大阪 ） 16.14.93 16.14.93 15.45.57
1199 北見 女子 5000m 大同　美空 ダイドウ　ミク （ 岩谷産業 大阪 ） 15.57.23 15.57.23 15.57.23
1200 北見 女子 5000m 鈴木　純菜 スズキ　ジュンナ （ 岩谷産業 大阪 ） 16.37.42 16.37.42 16.32.58
1201 北見 女子 3000m 的塲　麻歩 マトバ　マホ （ 岩谷産業 大阪 ） 9.48.30 9.33.01 9.33.01
1202 深川 女子 10000m 今田　麻里絵 イマダ　マリエ （ 岩谷産業 大阪 ） 33.50.29 33.50.29 33.50.29
1203 深川 女子 10000m 青木　奈波 アオキ　ナナミ （ 岩谷産業 大阪 ） 33.16.08 33.16.08 32.44.29
1204 深川 女子 10000m 大同　美空 ダイドウ　ミク （ 岩谷産業 大阪 ） 32.52.87 32.52.87 32.52.87
1205 深川 女子 10000m 鈴木　純菜 スズキ　ジュンナ （ 岩谷産業 大阪 ） 16.37.42 16.24.10
1206 深川 女子 3000m 的塲　麻歩 マトバ　マホ （ 岩谷産業 大阪 ） 9.48.30 9.33.01 9.33.01 欠場7/6

1207 士別 女子 5000m 今田　麻里絵 イマダ　マリエ （ 岩谷産業 大阪 ） 16.45.33 16.45.33 15.57.33
1208 士別 女子 5000m 青木　奈波 アオキ　ナナミ （ 岩谷産業 大阪 ） 16.14.93 16.14.93 15.45.57
1209 士別 女子 5000m 大同　美空 ダイドウ　ミク （ 岩谷産業 大阪 ） 15.57.23 15.57.23 15.57.23
1210 士別 女子 5000m 鈴木　純菜 スズキ　ジュンナ （ 岩谷産業 大阪 ） 16.37.42 16.37.42 16.32.58
1211 士別 女子 3000m 的塲　麻歩 マトバ　マホ （ 岩谷産業 大阪 ） 9.48.30 9.33.01 9.33.01 欠場7/6

1212 北見 女子 3000m 大貫　真実 オオヌキ　マミ （ シスメックス 兵庫 ） 9.42.22 9.42.22 9.37.06
1213 士別 女子 5000m 中林　咲 ナカバヤシ　エミ （ 玉川大 静岡 ） 16.32.38 16.32.38 16.32.38
1214 士別 女子 5000m 森島　司恵 モリシマ　シホ （ 玉川大 愛知 ） 16.39.27 16.39.27 16.12.74
1215 士別 女子 5000m 上杉　愛 ウエスギ　アイ （ 玉川大 静岡 ） 16.54.36 16.54.36 16.54.36
1216 士別 女子 5000m 大石　楓 オオイシ　カエデ （ 玉川大 静岡 ） 16.21.95 16.21.95 16.21.95
1217 士別 女子 5000m 仁平　芽生 ニヘイ　メバエ （ 玉川大 茨城 ） 16.57.35 16.57.35 16.57.35 欠場

1218 士別 女子 5000m 小汲　紋加 オグミ　アヤカ （ 玉川大 東京 ） 16.24.68 16.24.68 16.24.68
1219 士別 女子 5000m 鈴木　真実 スズキ　マミ （ 玉川大 千葉 ） 16.36.96 16.36.96 16.36.96
1220 士別 女子 5000m 根本　実咲 ネモト　ミサキ （ 玉川大 福島 ） 16.54.31 16.54.31 16.54.31 欠場

1221 士別 女子 5000m 佐々木　渚沙 ササキ　ナギサ （ 玉川大 静岡 ） 16.58.45 16.58.45 16.58.45
1222 士別 女子 5000m 平井　日陽 ヒライ　ヒナタ （ 玉川大 神奈川 ） 9.38.90 9.38.90 9.38.90
1223 網走 女子 10000m 関谷　夏希 セキヤ　ナツキ （ 大東文化大 千葉 ） 32.25.43 32.25.43 32.25.43
1224 網走 女子 10000m 元廣　由美 モトヒロ　ユミ （ 大東文化大 東京 ） 33.26.07 33.26.07 33.26.07
1225 網走 女子 10000m 三浦　瑠衣 ミウラ　ルイ （ 大東文化大 宮城 ） 16.05.22 16.05.22 16.05.22
1226 網走 女子 2000mSC 岡田　佳子 オカダ　カコ （ 松山大 愛媛 ） 10.04.88 10.04.88 9.59.17
1227 網走 女子 2000mSC 西山　未奈美 ニシヤマ　マナミ （ 松山大 愛媛 ） 10.04.70 10.04.70 10.04.70
1228 網走 女子 10000m 藤原　あかね フジワラ　アカネ （ 松山大 愛媛 ） 33.04.79 33.04.79 33.00.14
1229 網走 女子 10000m 田川　友貴 タガワ　ユウキ （ 松山大 岩手 ） 9.37.25 9.37.25
1230 網走 女子 3000m 高見沢　里穂 タカミサワ　リホ （ 松山大 愛媛 ） 9.20.52 9.20.52 9.20.52 欠場

1231 網走 女子 3000m 大谷　菜南子 オオタニ　ナナコ （ 松山大 愛媛 ） 9.21.07 9.21.07 9.21.07
1232 網走 女子 3000m 鈴木　樺連 スズキ　カレン （ 松山大 岩手 ） 9.25.03 9.25.03 9.25.03
1233 網走 女子 2000mSC 大内　もか オオウチ　モカ （ 松山大 愛媛 ） 10.24.26 10.24.26 10.24.26
1234 北見 女子 800m 大内　もか オオウチ　モカ （ 松山大 愛媛 ） 2.12.1 2.12.00 2.12.10
1235 北見 女子 1500m 大谷　菜南子 オオタニ　ナナコ （ 松山大 愛媛 ） 4.23.26 4.23.26 4.23.26
1236 北見 女子 1500m 鈴木　樺連 スズキ　カレン （ 松山大 岩手 ） 4.32.85 4.32.85 4.22.39 種目変更

1237 北見 女子 3000m 徳永　真紗希 トクナガ　マサキ （ 松山大 愛媛 ） 9.36.86 9.36.86 9.36.86
1238 北見 女子 3000m 緒方　美咲 オガタ　ミサキ （ 松山大 徳島 ） 9.21.49 9.21.49 9.21.49
1239 北見 女子 5000m 河内　彩衣琉 コウチ　アイル （ 松山大 愛媛 ） 16.32.48 16.32.48 16.32.48
1240 深川 女子 1500m 大内　もか オオウチ　モカ （ 松山大 愛媛 ） 4.30.66 4.30.66 4.30.66 1500mに変更

1241 深川 女子 1500m 大谷　菜南子 オオタニ　ナナコ （ 松山大 愛媛 ） 4.23.26 4.23.26 4.23.26
1242 深川 女子 3000m 岡田　佳子 オカダ　カコ （ 松山大 愛媛 ） 16.29.13 9.24.87
1243 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 9.21.49
1244 深川 女子 10000m 藤原　あかね フジワラ　アカネ （ 松山大 愛媛 ） 33.04.79 33.04.79 33.00.14
1245 深川 女子 10000m 田川　友貴 タガワ　ユウキ （ 松山大 岩手 ） 9.37.25 9.37.25
1246 深川 女子 10000m 河内　彩衣琉 コウチ　アイル （ 松山大 愛媛 ） 16.32.48 16.32.48 16.32.48
1247 士別 女子 3000m 高見沢　里穂 タカミサワ　リホ （ 松山大 愛媛 ） 9.20.52 9.20.52 9.20.52
1248 士別 女子 5000m 岡田　佳子 オカダ　カコ （ 松山大 愛媛 ） 16.29.13 16.29.13 16.22.77
1249 士別 女子 3000m 徳永　真紗希 トクナガ　マサキ （ 松山大 愛媛 ） 9.36.86 9.36.86 9.36.86
1250 士別 女子 5000m 鈴木　樺連 スズキ　カレン （ 松山大 岩手 ） 9.25.03 17.15.29
1251 北見 男子 10000m 佐藤　慎巴 サトウ　シンバ （ 日本体育大 神奈川 ） 14.18.41 14.18.41 14.18.41
1252 北見 男子 10000m 島袋　太佑 シマブクロ　タイユウ （ 日本体育大 沖縄 ） 14.25.58 14.25.58 14.25.58
1253 北見 男子 10000m 山口　和也 ヤマグチ　カズヤ （ 日本体育大 広島 ） 29.05.39 29.05.39 29.05.39
1254 北見 男子 10000m 岩室　天輝 イワムロ　タカキ （ 日本体育大 福岡 ） 14.16.78 14.16.78 14.16.78
1255 北見 男子 10000m 冨田　真佑 トミタ　シンスケ （ 日本体育大 兵庫 ） 14.32.45 14.53.91 14.32.45
1256 北見 男子 10000m 濵田　諒 ハマダ　リョウ （ 日本体育大 鹿児島 ） 29.27.67 29.27.67 29.27.67
1257 北見 男子 10000m 中川　翔太 ナカガワ　ショウタ （ 日本体育大 熊本 ） 29.17.85 29.17.85 28.59.46
1258 北見 男子 10000m 亀田　優太朗 カメダ　ユウタロウ （ 日本体育大 静岡 ） 14.28.07 欠場

1259 網走 男子 5000m 佐藤　慎巴 サトウ　シンバ （ 日本体育大 神奈川 ） 14.18.41 14.18.41 14.18.41
1260 網走 男子 5000m 島袋　太佑 シマブクロ　タイユウ （ 日本体育大 沖縄 ） 14.25.58 14.25.58 14.25.58
1261 網走 男子 5000m 山口　和也 ヤマグチ　カズヤ （ 日本体育大 広島 ） 14.03.44 14.03.44 14.03.44
1262 網走 男子 5000m 岩室　天輝 イワムロ　タカキ （ 日本体育大 福岡 ） 14.16.78 14.16.78 14.16.78
1263 網走 男子 5000m 冨田　真佑 トミタ　シンスケ （ 日本体育大 兵庫 ） 14.32.45 14.32.45 14.32.45
1264 網走 男子 5000m 濵田　諒 ハマダ　リョウ （ 日本体育大 鹿児島 ） 14.19.80 14.19.80 14.19.80
1265 網走 男子 5000m 中川　翔太 ナカガワ　ショウタ （ 日本体育大 熊本 ） 14.01.40 14.01.40 14.01.40
1266 網走 男子 5000m 森田　諒太 モリタ　リョウタ （ 日本体育大 広島 ） 14.35.46 14.35.46 欠場

1267 網走 男子 5000m 亀田　優太朗 カメダ　ユウタロウ （ 日本体育大 静岡 ） 14.28.07 14.28.07 欠場

1268 北見 女子 800m 上田　江里子 ウエダ　エリコ （ 北海道大 北海道 ） 2.12.95 2.12.95 2.12.95
1269 深川 男子 3000m 竹内　大地 タケウチ　ダイチ （ トーエネック 愛知 ） 13.47.13 8.00.34 8.00.34
1270 深川 男子 3000m 中西　亮貴 ナカニシ　リキ （ トーエネック 愛知 ） 3.48.02 8.07.04 8.07.04
1271 深川 男子 3000m 須崎　大輝 スザキ　ダイキ （ トーエネック 愛知 ） 13.51.90 8.15.24 8.15.24
1272 深川 男子 5000m 河合　代二 カワイ　ダイジ （ トーエネック 愛知 ） 28.19.35 13.50.40 13.50.40
1273 深川 男子 10000m 小山　裕太 コヤマ　ユウタ （ トーエネック 愛知 ） 13.55.20 28.55.97 28.55.97
1274 深川 男子 10000m 西川　凌矢 ニシカワ　リョウヤ （ トーエネック 愛知 ） 14.18.73 29.49.29 29.22.02
1275 深川 男子 10000m 西澤　卓弥 ニシザワ　タクヤ （ トーエネック 愛知 ） 14.03.06 29.19.68 29.08.75
1276 士別 男子 5000m 西川　凌矢 ニシカワ　リョウヤ （ トーエネック 愛知 ） 14.18.73 14.18.73 14.10.39
1277 士別 男子 5000m 小山　裕太 コヤマ　ユウタ （ トーエネック 愛知 ） 13.55.20 13.55.20 13.55.20
1278 士別 男子 5000m 竹内　大地 タケウチ　ダイチ （ トーエネック 愛知 ） 13.47.13 13.47.13 13.47.13
1279 士別 男子 5000m 中西　亮貴 ナカニシ　リキ （ トーエネック 愛知 ） 13.58.19 13.58.19 13.58.19
1280 士別 男子 5000m 須崎　大輝 スザキ　ダイキ （ トーエネック 愛知 ） 13.51.90 13.51.90 13.51.90
1281 士別 男子 5000m 西澤　卓弥 ニシザワ　タクヤ （ トーエネック 愛知 ） 14.03.06 14.03.06 14.03.06
1282 士別 男子 10000m 河合　代二 カワイ　ダイジ （ トーエネック 愛知 ） 28.19.35 28.19.35 28.19.35
1283 深川 男子 1500m 中谷 浩崇 ナカタニ ヒロタカ （ 内田治療院AC 東京 ） 3.45.47 3.45.47 3.45.47
1284 北見 男子 800m 山根　康太 ヤマネ　コウタ （ 成蹊大 愛知 ） 1.51.81 1.51.81 1.51.81
1285 北見 女子 1500m 池満　綾乃 イケミツ　アヤノ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 4.22.57 4.25.82 4.22.57
1286 北見 女子 3000m 池満　綾乃 イケミツ　アヤノ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 9.19.35 9.19.35
1287 北見 女子 5000m 小原　諒子 オバラ　リョウコ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 16.26.98 16.26.98 16.26.98
1288 北見 女子 5000m 安藤　有沙 アンドウ　アリサ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 16.35.32 16.38.98 16.35.32
1289 深川 女子 10000m 池満　綾乃 イケミツ　アヤノ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 32.35.93 32.35.93 32.35.93
1290 深川 女子 5000m 池満　綾乃 イケミツ　アヤノ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 15.46.65 15.46.65 15.46.65
1291 深川 女子 5000m 小原　諒子 オバラ　リョウコ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 16.26.98 16.18.55 16.26.98 Ａ組希望

1292 深川 女子 5000m 安藤　有沙 アンドウ　アリサ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 16.35.32 16.35.32 16.35.32
1293 深川 男子 5000m 川澄　克弥 カワスミ　カツヤ （ 大東文化大 茨城 ） 29.04.65 29.04.65 14.08.95
1294 網走 女子 3000m 佐々木　文華 ササキ　フミカ （ 第一生命グループ 東京 ） 9.15.03 9.15.03 9.15.03
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1295 網走 女子 3000m 小枝　理奈 コエダ　リナ （ 第一生命グループ 東京 ） 9.20.28 9.20.28 9.20.28
1296 網走 女子 3000m 出水田　眞紀 イズミダ　マキ （ 第一生命グループ 東京 ） 9.10.40 9.10.40 9.07.97
1297 網走 女子 3000m 原田　紋里 ハラダ　アヤリ （ 第一生命グループ 東京 ） 9.19.41 9.19.41 9.19.41
1298 北見 女子 1500m 出水田　眞紀 イズミダ　マキ （ 第一生命グループ 東京 ） 4.23.53 4.23.53 4.17.74
1299 北見 女子 1500m 原田　紋里 ハラダ　アヤリ （ 第一生命グループ 東京 ） 4.28.24 4.28.24 4.28.24
1300 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 ） 15.40.69 15.40.69 15.40.69
1301 深川 女子 5000m 出水田　眞紀 イズミダ　マキ （ 第一生命グループ 東京 ） 15.41.54 15.41.54 15.35.56 欠場7/8

1302 深川 女子 5000m 原田　紋里 ハラダ　アヤリ （ 第一生命グループ 東京 ） 15.56.23 15.56.23 15.56.23
1303 深川 女子 3000mSC 佐々木　文華 ササキ　フミカ （ 第一生命グループ 東京 ） 15.40.69 11.20.81
1304 北見 女子 3000m 松浦　佳南 マツウラ　カナ （ 名城大 静岡 ） 16.23.63 16.28.40 16.17.56
1305 深川 女子 10000m 松浦　佳南 マツウラ　カナ （ 名城大 静岡 ） 16.23.63 16.28.40 16.17.56 北見3000m9.44.09

1306 網走 女子 3000m 小森　星七 コモリ　セナ （ 名城大 長崎 ） 9.48.70 9.48.70 9.32.80
1307 北見 女子 5000m 小森　星七 コモリ　セナ （ 名城大 長崎 ） 16.49.74 16.49.74 16.49.74
1308 網走 女子 3000m 鴨志田　海来 カモシダ　ミライ （ 名城大 静岡 ） 9.32.28 9.39.56 9.32.28
1309 北見 女子 5000m 鴨志田　海来 カモシダ　ミライ （ 名城大 静岡 ） 9.32.28 9.39.56 9.32.28
1310 網走 女子 3000m 松澤　綾音 マツザワ　アヤネ （ 名城大 長野 ） 9.24.84 9.24.84 9.16.06
1311 北見 女子 3000m 松澤　綾音 マツザワ　アヤネ （ 名城大 長野 ） 9.24.84 9.24.84 9.16.06
1312 網走 女子 1000m 井上　葉南 イノウエ　ハナ （ 名城大 愛知 ） 2.09.63 2.09.63 2.09.63
1313 北見 女子 1500m 井上　葉南 イノウエ　ハナ （ 名城大 愛知 ） 2.09.63 2.09.63 2.09.63
1314 北見 女子 3000m 玉城　かんな タマキ　カンナ （ 名城大 長野 ） 16.26.31 16.26.31 15.58.83
1315 深川 女子 10000m 玉城　かんな タマキ　カンナ （ 名城大 長野 ） 16.26.31 16.26.31 15.58.83
1316 網走 女子 1000m 加藤　綾華 カトウ　アヤカ （ 名城大 三重 ） 4.30.43 4.30.43 4.30.43 OK

1317 北見 女子 1500m 加藤　綾華 カトウ　アヤカ （ 名城大 三重 ） 4.30.43 4.30.43 4.30.43 OK

1318 網走 女子 1000m 水澤　唯菜 ミズサワ　ユナ （ 名城大 愛知 ） 2.11.45 2.11.45 2.11.45
1319 北見 女子 1500m 水澤　唯菜 ミズサワ　ユナ （ 名城大 愛知 ） 2.11.45 4.34.16 4.34.16
1320 網走 女子 3000m 永尾　薫 ナガオ　カオル （ Sunfield 東京 ） 9.41.15 9.41.15 9.13.25
1321 北見 女子 5000m 永尾　薫 ナガオ　カオル （ Sunfield 東京 ） 16.39.07 16.39.07 15.35.74
1322 深川 男子 10000m 小美濃　駿 コミノ　シュン （ 平成国際大 栃木 ） 29.36.52 28.36.52 29.36.52 請求書事前申込分②

1323 深川 男子 10000m 時任　一輝 トキトウ　カズキ （ 平成国際大 埼玉 ） 29.58.74 29.58.74 29.58.74 請求書事前申込分②

1324 深川 男子 10000m 賀澤　拓海 カザワ　タクミ （ 平成国際大 福島 ） 29.58.94 29.58.94 29.58.94 請求書事前申込分②

1325 深川 男子 5000m 堤　真人 ツツミ　マサト （ 平成国際大 福岡 ） 14.43.86 14.43.86 14.37.44 請求書事前申込分②

1326 深川 男子 5000m 蓑島　晃佑 ミノシマ　コウスケ （ 平成国際大 岐阜 ） 14.55.43 14.55.43 14.55.43 請求書事前申込分②

1327 深川 男子 5000m 森野　滉 モリノ　ヒロシ （ 平成国際大 富山 ） 14.55.51 14.55.51 14.55.51 請求書事前申込分②

1328 網走 女子 1000m 須永　千尋 スナガ　チヒロ （ 資生堂 東京 ） 4.19.74 4.19.74 4.14.99
1329 網走 女子 3000m 真柄　碧 マカラ　アオイ （ 資生堂 東京 ） 9.29.81 9.29.81 9.29.81
1330 網走 女子 3000m 岡本　海愛 オカモト　ミナル （ 資生堂 東京 ） 9.26.41 9.26.41 9.26.41
1331 網走 女子 2000mSC 吉川　侑美 ヨシカワ　ユミ （ 資生堂 東京 ） 10.05.40 10.05.40 10.05.40
1332 北見 女子 1500m 須永　千尋 スナガ　チヒロ （ 資生堂 東京 ） 4.19.74 4.19.74 4.14.99
1333 北見 女子 1500m 吉川　侑美 ヨシカワ　ユミ （ 資生堂 東京 ） 4.23.16 4.23.16 4.23.16
1334 北見 女子 5000m 奥野　有紀子 オクノ　ユキコ （ 資生堂 東京 ） 16.48.65 16.48.65 16.00.56
1335 北見 女子 5000m 真柄　碧 マカラ　アオイ （ 資生堂 東京 ） 16.11.62 16.11.62 16.11.62
1336 北見 女子 5000m 岡本　海愛 オカモト　ミナル （ 資生堂 東京 ） 16.29.56 16.29.56 16.09.15
1337 深川 女子 1500m 真柄　碧 マカラ　アオイ （ 資生堂 東京 ） 4.26.24 4.26.24 4.26.24
1338 深川 女子 3000m 須永　千尋 スナガ　チヒロ （ 資生堂 東京 ） 9.31.89 9.31.89 9.20.65
1339 深川 女子 5000m 吉川　侑美 ヨシカワ　ユミ （ 資生堂 東京 ） 16.09.77 16.09.77 15.49.02
1340 士別 女子 5000m 岡本　海愛 オカモト　ミナル （ 資生堂 東京 ） 16.29.56 16.05.08 16.09.15
1341 士別 女子 5000m 須永　千尋 スナガ　チヒロ （ 資生堂 東京 ） 16.45.63 16.45.63 16.45.63
1342 深川 女子 10000m 田中　華絵 タナカ　ハナエ （ 資生堂 東京 ） 32.46.02 32.46.02 32.00.15 欠場7/7

1343 網走 男子 2000mSC 三上　嵩斗 ミカミ　シュウト （ 東海大 愛知 ） 8.44.34 8.44.34 8.44.34
1344 網走 男子 5000m 小松　陽平 コマツ　ヨウヘイ （ 東海大 北海道 ） 14.08.77 14.08.77 14.08.77
1345 網走 男子 5000m 髙田　凜太郎 タカタ　リンタロウ （ 東海大 熊本 ） 13.57.73 13.57.73 13.57.73
1346 網走 男子 5000m 東　優汰 アズマ　ユウタ （ 東海大 広島 ） 14.06.95 14.06.95 14.06.95
1347 網走 男子 2000mSC 阪口　竜平 サカグチ　リョウヘイ （ 東海大 京都 ） 8.37.64
1348 北見 男子 5000m 三上　嵩斗 ミカミ　シュウト （ 東海大 愛知 ） 13.47.26 13.47.26 13.47.26
1349 北見 男子 5000m 鬼塚　翔太 オニヅカ　ショウタ （ 東海大 福岡 ） 13.38.58 13.38.58 13.38.58
1350 北見 男子 1500m 東　優汰 アズマ　ユウタ （ 東海大 広島 ） 3.53.86 3.53.86 3.53.86
1351 深川 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 8.44.34
1352 深川 男子 3000mSC 阪口　竜平 サカグチ　リョウヘイ （ 東海大 京都 ） 8.37.64 8.37.64 8.37.64 欠場

1353 深川 男子 5000m 湊谷　春紀 ミナトヤ　ハルキ （ 東海大 秋田 ） 28.41.77 14.26.56 13.53.48
1354 深川 男子 5000m 松尾　淳之介 マツオ　ジュンノスケ （ 東海大 秋田 ） 13.56.07 13.56.07 13.56.07
1355 深川 男子 3000m 鬼塚　翔太 オニヅカ　ショウタ （ 東海大 福岡 ） 13.38.58 13.38.58 13.38.58
1356 深川 男子 10000m 小松　陽平 コマツ　ヨウヘイ （ 東海大 北海道 ） 28.35.63 28.35.63 28.35.63
1357 士別 男子 10000m 湊谷　春紀 ミナトヤ　ハルキ （ 東海大 秋田 ） 28.41.77 28.41.77 28.41.77
1358 網走 女子 3000m 神部　涼 カンベ　リョウ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 9.46.22 9.46.22 9.46.22
1359 網走 女子 3000m 金子　佑香 カネコ　ユウカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 10.01.19 10.01.19 10.01.19 北海道推薦

1360 北見 女子 1500m 柴田　彩花 シバタ　アイカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 4.33.09 4.33.09 4.33.09 北海道推薦

1361 深川 女子 3000m 神部　涼 カンベ　リョウ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 9.46.22 9.46.22 9.46.22
1362 深川 女子 3000m 金子　佑香 カネコ　ユウカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 10.01.19 10.01.19 10.01.19 北海道推薦

1363 深川 女子 1500m 柴田　彩花 シバタ　アイカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 4.33.09 4.28.38 4.33.09 北海道推薦

1364 士別 女子 3000m 神部　涼 カンベ　リョウ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 9.46.22 9.46.22 9.46.22
1365 士別 女子 3000m 金子　佑香 カネコ　ユウカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 10.01.19 10.01.19 10.01.19 北海道推薦

1366 士別 女子 3000m 柴田　彩花 シバタ　アイカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 10.02.46 10.02.46 10.02.46 北海道推薦

1367 北見 女子 3000m 神部　涼 カンベ　リョウ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 9.46.22 9.46.22 9.46.22
1368 北見 女子 3000m 金子　佑香 カネコ　ユウカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 10.01.19 10.01.19 10.01.19 北海道推薦

1369 北見 女子 3000m 柴田　彩花 シバタ　アイカ （ 旭川龍谷高 北海道 ） 10.02.46 10.02.46 10.02.46 北海道推薦

1370 深川 男子 10000m 上村　一真 カミムラ　カズマ （ 皇學館大 三重 ） 14.35.65 30.47.41 30.47.41
1371 士別 男子 5000m 桑山　楓矢 クワヤマ　フウヤ （ 皇學館大 三重 ） 14.43.75 14.43.75 14.43.75
1372 士別 男子 5000m 平山　寛人 ヒラヤマ　ヒロト （ 皇學館大 長崎 ） 14.50.89 14.50.89 14.50.89
1373 士別 男子 5000m 平野　恵大 ヒラノ　シゲヒロ （ 皇學館大 奈良 ） 14.51.89 14.51.89 14.40.92
1374 士別 男子 5000m 上村　直也 カミムラ　ナオヤ （ 皇學館大 三重 ） 14.54.59 14.54.59 14.54.59
1375 士別 男子 5000m 鈴木　翔也 スズキ　ショウヤ （ 皇學館大 静岡 ） 14.56.02 14.56.02 14.56.02
1376 士別 男子 5000m 山下　大地 ヤマシタ　ダイチ （ 皇學館大 愛知 ） 14.39.57 15.07.19 14.39.57
1377 網走 男子 5000m 安藤　大樹 アンドウ　ダイキ （ 旭化成 宮崎 ） 14.06.68 14.06.68 14.06.68
1378 網走 男子 5000m 市田　孝 イチダ　タカシ （ 旭化成 宮崎 ） 13.33.99 13.33.99 13.33.99
1379 北見 男子 1500m 村山　紘太 ムラヤマ　コウタ （ 旭化成 宮崎 ） 3.49.58 3.49.58 3.39.56
1380 北見 男子 10000m 安藤　大樹 アンドウ　ダイキ （ 旭化成 宮崎 ） 14.06.68 10000mに変更

1381 北見 男子 10000m 山口　修平 ヤマグチ　シュウヘイ （ 旭化成 宮崎 ） 28.56.08 28.56.08 28.46.92
1382 北見 男子 10000m 市田　孝 イチダ　タカシ （ 旭化成 宮崎 ） 27.59.76 27.59.76 27.53.59
1383 北見 男子 10000m 茂木　圭次郎 モギ　ケイジロウ （ 旭化成 宮崎 ） 28.33.52 28.33.52 28.25.52
1384 深川 男子 5000m 村山　紘太 ムラヤマ　コウタ （ 旭化成 宮崎 ） 13.46.06 13.46.06 13.19.62
1385 網走 男子 5000m MWEI Robert Kipchirchir ムウェイ ロバート キプチルチル（ 旭化成 宮崎 ） 13.19.26 13.19.26 13.19.26
1386 北見 男子 1500m 松本　葵 マツモト　アオイ （ 大塚製薬 徳島 ） 3.47.93 3.47.93 3.43.32 3000円

1387 北見 男子 1500m 秦　将吾 ハタ　ショウゴ （ 大塚製薬 徳島 ） 3.44.10 3.44.10 3.43.51 3000円

1388 北見 男子 1500m 國行　麗生 クニユキ　レオ （ 大塚製薬 徳島 ） 3.44.38 3.44.38 3.44.38 3000円

1389 深川 女子 3000m 久保　亜美 クボ　アミ （ 鹿児島銀行 鹿児島 ） 9.32.60 9.32.60 9.32.60 3000円

1390 網走 男子 600m 花村　拓人 ハナムラ　タクト （ 関西学院大 大阪 ） 1.47.86 1.47.86 1.47.86 韓日交流日本チーム

1391 北見 男子 800m 花村　拓人 ハナムラ　タクト （ 関西学院大 大阪 ） 1.47.86 1.47.86 1.47.86 韓日交流日本チーム

1392 網走 男子 600m 西久保　達也 ニシクボ　タツヤ （ 早稲田大 埼玉 ） 1.48.26 1.48.26 1.48.26 韓日交流日本チーム

1393 北見 男子 800m 西久保　達也 ニシクボ　タツヤ （ 早稲田大 埼玉 ） 1.48.26 1.48.26 1.48.26 韓日交流日本チーム

1394 網走 男子 600m 瀬戸口　大地 セトグチ　ダイチ （ 山梨学院大 熊本 ） 1.48.56 1.48.56 1.48.56 韓日交流日本チーム

1395 北見 男子 800m 瀬戸口　大地 セトグチ　ダイチ （ 山梨学院大 熊本 ） 1.48.56 1.48.56 1.48.56 韓日交流日本チーム

1396 網走 男子 600m 有馬　龍 アリマ　リュウ （ 日本体育大 神奈川 ） 1.49.01 1.49.01 1.49.01 韓日交流日本チーム

1397 北見 男子 800m 有馬　龍 アリマ　リュウ （ 日本体育大 神奈川 ） 1.49.01 1.49.01 1.49.01 韓日交流日本チーム

1398 網走 男子 600m 高木　駿一 タカキ　シュンイチ （ 鹿屋体育大 長崎 ） 1.48.56 1.48.56 1.48.56 韓日交流日本チーム

1399 北見 男子 800m 高木　駿一 タカキ　シュンイチ （ 鹿屋体育大 長崎 ） 1.48.56 1.48.56 1.48.56 韓日交流日本チーム

1400 網走 男子 1000m 舟津　彰馬 フナツ　ショウマ （ 中央大 福岡 ） 3.38.65 3.38.65 3.38.65 韓日交流日本チーム

1401 北見 男子 1500m 舟津　彰馬 フナツ　ショウマ （ 中央大 福岡 ） 3.38.65 3.38.65 3.38.65 韓日交流日本チーム

1402 網走 男子 1000m 木村　理来 キムラ　リク （ 東海大 栃木 ） 3.42.20 3.42.20 3.42.20 韓日交流日本チーム

1403 北見 男子 1500m 木村　理来 キムラ　リク （ 東海大 栃木 ） 3.42.20 3.42.20 3.42.20 韓日交流日本チーム

1404 網走 男子 1000m 田母神　一喜 タモガミ　カズキ （ 中央大 福島 ） 3.43.29 3.43.29 3.42.44 韓日交流日本チーム

1405 北見 男子 1500m 田母神　一喜 タモガミ　カズキ （ 中央大 福島 ） 3.43.29 3.43.29 3.42.44 韓日交流日本チーム

1406 網走 男子 1000m 前川　優月 マエカワ　ユズキ （ 東京国際大 静岡 ） 3.52.23 3.48.40 3.48.40 韓日交流日本チーム

1407 北見 男子 1500m 前川　優月 マエカワ　ユズキ （ 東京国際大 静岡 ） 3.52.23 3.48.40 3.48.40 韓日交流日本チーム

1408 網走 女子 1000m 高松　望　ムセンビ タカマツ　ノゾミ　ムセンビ （ 東京陸協 東京 ） 4.21.23 4.21.23 4.17.89 韓日交流日本チーム

1409 北見 女子 3000m 高松　望　ムセンビ タカマツ　ノゾミ　ムセンビ （ 東京陸協 東京 ） 4.21.23 4.21.23 4.17.89 韓日交流日本チーム

1410 網走 女子 1000m 卜部　蘭 ウラベ　ラン （ NIKE TOKYO TC 東京 ） 4.17.69 4.17.69 4.17.69 韓日交流日本チーム

1411 北見 女子 1500m 卜部　蘭 ウラベ　ラン （ NIKE TOKYO TC 東京 ） 4.17.69 4.17.69 4.17.69 韓日交流日本チーム

1412 網走 女子 600m 山田　はな ヤマダ　ハナ （ わらべや日洋 東京 ） 2.06.33 2.06.33 2.05.46 韓日交流日本チーム

1413 北見 女子 800m 山田　はな ヤマダ　ハナ （ わらべや日洋 東京 ） 2.06.33 2.06.33 2.05.46 韓日交流日本チーム
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1414 網走 女子 600m 新宮　美歩 シングウ　ミホ （ 東邦銀行 福島 ） 2.07.78 2.07.78 2.05.47 韓日交流日本チーム

1415 北見 女子 800m 新宮　美歩 シングウ　ミホ （ 東邦銀行 福島 ） 2.07.78 2.07.78 2.05.47 韓日交流日本チーム

1416 網走 女子 600m 細井　衿菜 ホソイ　エリナ （ 中京大中京高 愛知 ） 2.05.68 2.05.68 2.05.68 韓日交流日本チーム

1417 北見 女子 800m 細井　衿菜 ホソイ　エリナ （ 中京大中京高 愛知 ） 2.05.68 2.05.68 2.05.68 韓日交流日本チーム

1418 網走 女子 600m 山口　真実 ヤマグチ　マミ （ 北九州市立高 福岡 ） 2.06.99 2.06.99 2.06.99 韓日交流日本チーム

1419 網走 女子 1000m 山口　真実 ヤマグチ　マミ （ 北九州市立高 福岡 ） 2.06.99 2.06.99 2.06.99 韓日交流日本チーム

1420 北見 女子 800m 山口　真実 ヤマグチ　マミ （ 北九州市立高 福岡 ） 2.06.99 2.06.99 2.06.99 韓日交流日本チーム

1421 網走 女子 1000m 須永　千尋 スナガ　チヒロ （ 資生堂 東京 ） 4.19.74 4.19.74 4.14.99 韓日交流日本チーム

1422 北見 女子 1500m 須永　千尋 スナガ　チヒロ （ 資生堂 東京 ） 4.19.74 4.19.74 4.14.99 韓日交流日本チーム

1423 網走 女子 600m 大森　郁香 オオモリ　フミカ （ 奥アンツーカ 東京 ） 2.05.30 2.05.30 2.03.96 韓日交流日本チーム

1424 北見 女子 800m 大森　郁香 オオモリ　フミカ （ 奥アンツーカ 東京 ） 2.05.30 2.05.30 2.03.96 韓日交流日本チーム

1425 網走 男子 2000mSC 山口　浩勢 ヤマグチ　コウセイ （ 愛三工業 愛知 ） 8.34.40 8.34.40 8.34.40 3000円

1426 深川 女子 10000m 奥村　紗帆 オクムラ　サホ （ 東海大学 神奈川 ） 16.35.43 16.35.43 16.35.43 3000円

1427 深川 女子 1500m 竹内　麻里子 タケウチ　マリコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 4.20.69 4.20.69 4.20.69
1428 深川 女子 3000m 大城　優衣 オオシロ　ユイ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 16.57.14 10.02.93 10.02.93
1429 深川 女子 3000m 越智　未沙希 オチ　ミサキ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 9.46.82 9.46.82 9.46.82
1430 深川 女子 3000m 野村　菜々美 ノムラ　ナナミ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 9.36.67 9.36.67 9.36.67
1431 深川 女子 5000m 正井　裕子 ショウイ　ヒロコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 16.28.48 16.28.47 16.28.47
1432 士別 女子 3000m 竹内　麻里子 タケウチ　マリコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 9.39.51 9.39.51 9.39.51 欠場7/10

1433 士別 女子 3000m 越智　未沙希 オチ　ミサキ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 9.46.82 9.46.82 9.46.82 欠場7/10

1434 士別 女子 3000m 野村　菜々美 ノムラ　ナナミ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 9.36.67 9.36.67 9.36.67 欠場7/10

1435 士別 女子 5000m 大城　優衣 オオシロ　ユイ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 16.57.14 16.57.14 16.57.14
1436 士別 女子 5000m 正井　裕子 ショウイ　ヒロコ （ 愛媛銀行 愛媛 ） 16.28.48 16.28.48 16.28.48
1437 網走 男子 600m KWAK, DONG WOOK クァク　ドンウク （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1438 北見 男子 800m KWAK, DONG WOOK クァク　ドンウク （ 韓日交流（韓国） KOR ） 1.53.72 1.53.72
1439 網走 男子 5000m KIM, GEON OH キム　ゴンオ （ 韓日交流（韓国） KOR ） 14.58.15 14.58.15
1440 北見 男子 1500m KIM, GEON OH キム　ゴンオ （ 韓日交流（韓国） KOR ） 網走5000ｍ14.32.15

1441 網走 男子 5000m JO, MIN HYEOK チョ　ミンヒョク （ 韓日交流（韓国） KOR ） 15.14.29 15.14.29
1442 北見 男子 1500m JO, MIN HYEOK チョ　ミンヒョク （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1443 網走 男子 600m SON, DAE HYUK ソン　デヒョク （ 韓日交流（韓国） KOR ） 1.54.92 1.54.92
1444 北見 男子 1500m SON, DAE HYUK ソン　デヒョク （ 韓日交流（韓国） KOR ） 1.54.92 1.54.92
1445 網走 男子 600m LEE, SEUNG JIN イ　スンジン （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1446 北見 男子 800m LEE, SEUNG JIN イ　スンジン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 1.56.07 1.56.07
1447 網走 男子 600m MA, JAE HYUN マ　ジェヒョン （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1448 北見 男子 1500m MA, JAE HYUN マ　ジェヒョン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 1.58.14 1.58.14
1449 網走 男子 1000m OH, JAE WON オ　ジェウォン （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1450 北見 男子 1500m OH, JAE WON オ　ジェウォン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 3.55.85 3.55.85
1451 網走 男子 600m KIM, YONG SOO キム　ヨンス （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1452 北見 男子 1500m KIM, YONG SOO キム　ヨンス （ 韓日交流（韓国） KOR ） 3.52.21 3.52.21
1453 網走 男子 5000m JO, JUN HAENG ジョ　ジュンヘン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 14.23.95 14.23.95
1454 北見 男子 5000m JO, JUN HAENG ジョ　ジュンヘン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 14.23.95 14.23.95 種目変更済み

1455 網走 男子 5000m LEE, KYU SEONG イ　ギュソン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 14.53.08 14.53.08
1456 北見 男子 5000m LEE, KYU SEONG イ　ギュソン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 14.53.08 14.53.08 種目変更済み

1457 網走 男子 5000m LEE, DONG JIN イ　ドンジン （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1458 北見 男子 10000m LEE, DONG JIN イ　ドンジン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 30.32.58 30.32.58 網走5000ｍ14.28.23

1459 網走 男子 5000m KIM, TAE WAN キム　テワン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 30.41.61 30.41.61
1460 北見 男子 5000m KIM, TAE WAN キム　テワン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 30.41.61 30.41.61 種目変更済み

1461 網走 男子 5000m AHN, BYEONG SEOK アン　ビョンソク （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1462 北見 男子 10000m AHN, BYEONG SEOK アン　ビョンソク （ 韓日交流（韓国） KOR ） 31.13.07 31.13.07 網走5000ｍ14.37.81

1463 網走 男子 5000m PARK, SEUNG HO パク　スンホ （ 韓日交流（韓国） KOR ） 15.05.73 15.05.73
1464 北見 男子 10000m PARK, SEUNG HO パク　スンホ （ 韓日交流（韓国） KOR ） 網走5000ｍ14.44.98

1465 網走 男子 600m LEE, HYO JUN イ　ヒョジュン （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1466 北見 男子 800m LEE, HYO JUN イ　ヒョジュン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 1.55.65 1.55.65
1467 網走 女子 600m CHOI, SU MI チェ　スミ （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1468 北見 女子 800m CHOI, SU MI チェ　スミ （ 韓日交流（韓国） KOR ） 2.18.33 2.18.33
1469 網走 女子 1000m CHOE, BO WOON チェ　ボウン （ 韓日交流（韓国） KOR ）
1470 北見 女子 1500m CHOE, BO WOON チェ　ボウン （ 韓日交流（韓国） KOR ） 4.21.72 4.21.72
1471 深川 女子 5000m OH, SEO IN オ　ソイン （ K-water（韓国） KOR ） 17.49.47 17.49.47
1472 士別 女子 5000m OH, SEO IN オ　ソイン （ K-water（韓国） KOR ） 17.49.47 17.49.47
1473 深川 女子 10000m KIM, DO YEON キム　ドヨン （ K-water（韓国） KOR ） 33.05.66 33.05.66 33.05.66
1474 士別 女子 5000m KIM, DO YEON キム　ドヨン （ K-water（韓国） KOR ） 15.34.17 15.34.17 15.34.17
1475 網走 女子 10000m AN, SEUL KI アン　スルギ （ SH公社（韓国） KOR ） 33.23.43 33.23.43
1476 北見 女子 5000m AN, SEUL KI アン　スルギ （ SH公社（韓国） KOR ） 16.24.53 16.24.53
1477 深川 女子 10000m AN, SEUL KI アン　スルギ （ SH公社（韓国） KOR ） 33.23.43 33.23.43 北見5000m16.05.10

1478 網走 男子 600m KIM, JONG HUN キム　ジョンフン （ 韓國体育大學校（韓国）KOR ）
1479 北見 男子 800m KIM, JONG HUN キム　ジョンフン （ 韓國体育大學校（韓国）KOR ） 1.53.96 1.53.96
1480 網走 男子 5000m CHOI, JAE GYEONG チェ　ジェギョン （ 韓國体育大學校（韓国）KOR ） 14.59.38 14.59.38
1481 北見 男子 1500m CHOI, JAE GYEONG チェ　ジェギョン （ 韓國体育大學校（韓国）KOR ）
1482 網走 男子 5000m KIM, SE JONG キム　セジョン （ 韓國体育大學校（韓国）KOR ） 15.05.46 15.05.46
1483 北見 男子 1500m KIM, SE JONG キム　セジョン （ 韓國体育大學校（韓国）KOR ）
1484 網走 男子 5000m JANG, SEONG HO ジャン　ソンホ （ 韓國体育大學校（韓国）KOR ）
1485 北見 男子 1500m JANG, SEONG HO ジャン　ソンホ （ 韓國体育大學校（韓国）KOR ） 3.54.56 3.54.56
1486 網走 女子 10000m LIM, YE JIN イム　イェジン （ 京畿道庁（韓国） KOR ） 36.13.15 36.13.15
1487 北見 女子 5000m LIM, YE JIN イム　イェジン （ 京畿道庁（韓国） KOR ） 17.00.30 17.00.30
1488 深川 女子 5000m LIM, YE JIN イム　イェジン （ 京畿道庁（韓国） KOR ） 17.00.30 17.00.30
1489 士別 女子 5000m LIM, YE JIN イム　イェジン （ 京畿道庁（韓国） KOR ） 17.00.30 17.00.30
1490 北見 女子 5000m JUNG, YOON HEE ジョン　ユンヒ （ 慶州市庁（韓国） KOR ） 16.58.54 16.58.54
1491 北見 女子 5000m KANG, SU JUNG カン　スジョン （ 慶州市庁（韓国） KOR ） 17.08.09 17.08.09
1492 深川 女子 1500m CHOE, BO WOON チェ　ボウン （ 原州市庁（韓国） KOR ） 4.21.72 4.21.72
1493 網走 女子 10000m LEE, SUK JEONG イ　ソクジョン （ 三星電子（韓国） KOR ） 34.34.14 34.34.14
1494 北見 女子 5000m LEE, SUK JEONG イ　ソクジョン （ 三星電子（韓国） KOR ） 16.49.45 16.49.45
1495 深川 女子 10000m LEE, SUK JEONG イ　ソクジョン （ 三星電子（韓国） KOR ） 34.34.14 34.34.14
1496 士別 女子 5000m LEE, SUK JEONG イ　ソクジョン （ 三星電子（韓国） KOR ） 16.49.45 16.49.45
1497 網走 女子 10000m KIM, SEONG EUN キム　ソンウン （ 三星電子（韓国） KOR ） 33.23.43 33.23.43
1498 北見 女子 5000m KIM, SEONG EUN キム　ソンウン （ 三星電子（韓国） KOR ） 16.24.53 16.24.53
1499 深川 女子 10000m KIM, SEONG EUN キム　ソンウン （ 三星電子（韓国） KOR ） 33.23.43 33.23.43
1500 士別 女子 5000m KIM, SEONG EUN キム　ソンウン （ 三星電子（韓国） KOR ） 16.24.53 16.24.53
1501 網走 男子 600m LEE, DO YOUNG イ　ドヨン （ 忠賢高校（韓国） KOR ）
1502 北見 男子 800m LEE, DO YOUNG イ　ドヨン （ 忠賢高校（韓国） KOR ）
1503 深川 女子 10000m CHOI, KYUNG SUN チェ　ギョンソン （ 提川市庁（韓国） KOR ） 34.31.81 34.31.81
1504 士別 女子 5000m CHOI, KYUNG SUN チェ　ギョンソン （ 提川市庁（韓国） KOR ） 16.40.67 16.40.67
1505 網走 男子 2000mSC JANG, HO JUNE ジャン　ホジュン （ 木浦市庁（韓国） KOR ）
1506 北見 男子 1500m JANG, HO JUNE ジャン　ホジュン （ 木浦市庁（韓国） KOR ） 1.51.22 1.51.22
1507 深川 男子 3000mSC JANG, HO JUNE ジャン　ホジュン （ 木浦市庁（韓国） KOR ）
1508 網走 男子 5000m YU, SEUNG YEOP ユ　スンヨプ （ 陜川郡庁（韓国） KOR ） 14.12.23 14.12.23 欠場

1509 北見 男子 5000m YU, SEUNG YEOP ユ　スンヨプ （ 陜川郡庁（韓国） KOR ） 14.12.23 14.12.23 欠場

1510 深川 男子 5000m YU, SEUNG YEOP ユ　スンヨプ （ 陜川郡庁（韓国） KOR ） 14.12.23 14.12.23
1511 網走 女子 10000m 山ノ内　みなみ ヤマノウチ　ミナミ （ 京セラ 鹿児島 ） 32.20.30 32.20.30 32.20.30
1512 網走 女子 10000m 足立　由真 アダチ　ユマ （ 京セラ 鹿児島 ） 32.57.23 32.57.23 32.57.23
1513 網走 女子 3000m 堀口　あずき ホリグチ　アズキ （ 京セラ 鹿児島 ） 15.50.71 9.28.21 9.28.21
1514 北見 女子 5000m 足立　由真 アダチ　ユマ （ 京セラ 鹿児島 ） 15.57.63 15.57.63 15.51.56
1515 北見 女子 5000m 堀口　あずき ホリグチ　アズキ （ 京セラ 鹿児島 ） 15.50.71 15.50.71 15.50.71
1516 北見 女子 3000m 山ノ内　みなみ ヤマノウチ　ミナミ （ 京セラ 鹿児島 ） 15.21.31 15.21.31 15.21.31
1517 士別 女子 5000m 竹川　ひなの タケガワ　ヒナノ （ 福岡陸協 福岡 ） 16.29.22 16.29.22 16.24.91
1518 深川 女子 10000m 岩出　玲亜 イワデ　レイア （ アンダーアーマー 東京 ） 32.56.87 32.56.87 32.13.21 3000円　欠場7/5

1519 網走 男子 2000mSC 佐藤　颯 サトウ　ハヤテ （ 常呂高 北海道 ） 9.28.25 9.28.25 9.28.25 北海道推薦

1520 北見 男子 1500m 実近　力丸 サネチカ　リキマル （ 環太平洋大 広島 ） 3.54.88 3.54.88 3.54.88 3000円

1521 深川 男子 5000m 実近　力丸 サネチカ　リキマル （ 環太平洋大 広島 ） 14.18.16 14.18.16 14.18.16 3000円

1522 網走 男子 5000m 加藤　広之 カトウ　ヒロユキ （ 日本体育大 福島 ） 14.33.20 14.33.20 14.33.20 3000円

1523 北見 男子 10000m 加藤　広之 カトウ　ヒロユキ （ 日本体育大 福島 ） 14.33.20 14.33.20 14.33.20 3000円

1524 網走 女子 3000m 菊池　優子 キクチ　ユウコ （ ホクレン 北海道 ） 9.38.64 9.38.64 9.31.31 3000円

1525 網走 女子 3000m 不破　亜莉珠 フワ　アリス （ ホクレン 北海道 ） 9.28.60 9.28.60 9.15.60 3000円

1526 網走 女子 10000m 大森　菜月 オオモリ　ナツキ （ ダイハツ 大阪 ） 32.57.95 32.57.95 32.57.95 3000円

1527 網走 女子 10000m 竹本　香奈子 タケモト　カナコ （ ダイハツ 大阪 ） 33.31.10 33.31.10 33.31.10 3000円

1528 網走 女子 3000m 柴田　佑希 シバタ　ユキ （ ダイハツ 大阪 ） 9.48.38 9.48.38 9.24.59 3000円

1529 網走 女子 3000m 下田平　渚 シモラビタ　ナギサ （ ダイハツ 大阪 ） 9.36.22 9.36.22 9.16.70 3000円

1530 北見 女子 5000m 竹山　楓菜 タケヤマ　カエナ （ ダイハツ 大阪 ） 16.23.68 16.23.68 16.20.27 3000円

1531 網走 男子 5000m 鈴木　太基 スズキ　タイキ （ ラフィネグループ 東京 ） 14.09.44 14.09.44 14.09.44
1532 網走 男子 5000m ジョン　マイナ ジョン　マイナ （ 富士通 千葉 ） 13.20.22 PM、フィニッシュする
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1533 深川 男子 3000m ジョン　マイナ ジョン　マイナ （ 富士通 千葉 ） PM

1534 網走 男子 5000m アレクサンダー　ムティソ アレクサンダー　ムティソ （ NDソフト 山形 ） PM

1535 深川 男子 10000m アレクサンダー　ムティソ アレクサンダー　ムティソ （ NDソフト 山形 ） PM

1536 網走 男子 5000m Ledama Kisaisa レダマ キサイサ （ 桜美林大 東京 ） PM

1537 北見 男子 10000m Ledama Kisaisa レダマ キサイサ （ 桜美林大 東京 ） PM

1538 網走 男子 5000m ウィリー　キプセレム ウィリー　キプセレム （ コモディイイダ 東京 ） PM

1539 北見 男子 5000m ウィリー　キプセレム ウィリー　キプセレム （ コモディイイダ 東京 ） PM

1540 北見 男子 5000m YEGO EVANS イエゴ　エバンス （ サンベルクス 東京 ） 13.26.24 PM

1541 北見 男子 10000m ダニエル　ムイバキトニー ダニエル　ムイバキトニー （ カネボウ 東京 ） 13.33.95 PM

1542 深川 男子 5000m ダニエル　ムイバキトニー ダニエル　ムイバキトニー （ カネボウ 東京 ） 13.33.95 PM

1543 士別 男子 10000m ダニエル　ムイバキトニー ダニエル　ムイバキトニー （ カネボウ 東京 ） 13.33.95 PM

1544 深川 男子 5000m ポール　クイラ ポール　クイラ （ コニカミノルタ 東京 ） PM

1545 士別 男子 5000m ポール　クイラ ポール　クイラ （ コニカミノルタ 東京 ） PM

1546 深川 男子 10000m ABIYOT ABINET アビヨット　アビネット （ 八千代工業 埼玉 ） 13.30.10 PM

1547 士別 男子 5000m ABIYOT ABINET アビヨット　アビネット （ 八千代工業 埼玉 ） 13.30.10 PM

1548 深川 女子 5000m 田中　瑠美 タナカ　ルミ （ 関西外国語大 神奈川 ） 9.35.83 17.16.41 17.16.41 3000円

1549 北見 女子 10000mW 和田　菜摘 ワダ　ナツミ （ 至学館大学 三重 ） 49.50.88 49.50.88 49.24.82 3000円

1550 深川 男子 5000m 児玉　悠輔 コダマ　ユウスケ （ 東北高校 宮城 ） 14.17.88 14.17.88 14.17.88 3000円

1551 深川 男子 5000m 杉浦　慧 スギウラ　ケイ （ 慶應義塾大学 東京 ） 14.55.59 14.55.59 14.55.59 3000円

1552 北見 女子 3000m 小枝　理奈 コエダ　リナ （ 第一生命グループ 東京 ） 9.20.28 9.20.28 9.11.84 3000円

1553 深川 女子 1500m 小枝　理奈 コエダ　リナ （ 第一生命グループ 東京 ） 4.30.57 4.30.57 4.17.54 3000円　出場OK

1554 北見 女子 3000m 神田　美沙 カンダ　ミサ （ 大分東明高校 大分 ） 9.34.76 9.34.76 9.33.90 3000円

1555 深川 女子 3000m 神田　美沙 カンダ　ミサ （ 大分東明高校 大分 ） 9.34.76 9.30.38 9.33.90 3000円

1556 北見 男子 1500m 飯島　陸斗 イイジマ　リクト （ 早稲田大学 茨城 ） 3.45.30 3.45.30 3.45.30 3000円

1557 北見 女子 5000m 宮内　宏子 ミヤウチ　ヒロコ （ ホクレン 北海道 ） 16.23.48 16.23.48 15.37.54 3000円

1558 北見 女子 3000m 大蔵　玲乃 オオクラ　レノ （ ホクレン 北海道 ） 16.57.42 9.36.15 3000円

1559 北見 女子 5000m 池亀　彩花 イケガメ　サヤカ （ ホクレン 北海道 ） 15.59.41 15.59.41 15.59.41 3000円

1560 北見 女子 5000m 寺島　優奈 テラシマ　ユウナ （ ホクレン 北海道 ） 15.54.59 15.54.59 15.54.59 3000円

1561 北見 男子 5000m デビット　ジュグナ デビット　ジュグナ （ ヤクルト 東京 ） 13.31.66 13.32.58 13.23.89
1562 北見 男子 5000m ベナード　キマニ ベナード　キマニ （ ヤクルト 東京 ） 13.31.90 13.31.90 13.10.83
1563 北見 男子 10000m 武田　凜太郎 タケダ　リンタロウ （ ヤクルト 東京 ） 13.56.79 29.38.63 29.04.20
1564 北見 男子 10000m 春日　千速 カスガ　チハヤ （ ヤクルト 東京 ） 14.19.24 29.24.48 29.05.39
1565 深川 男子 5000m 武田　凜太郎 タケダ　リンタロウ （ ヤクルト 東京 ） 13.56.79 13.56.79 13.56.79
1566 深川 男子 5000m 春日　千速 カスガ　チハヤ （ ヤクルト 東京 ） 14.19.24 14.19.24 13.52.92
1567 北見 女子 3000m 杉村　葵 スギムラ　アオイ （ 白鴎大 茨城 ） 9.39.78 9.39.78 9.39.78 3000円

1568 北見 女子 3000m 藤田　愛子 フジタ　アイコ （ 白鴎大 三重 ） 9.32.45 9.32.45 9.32.45 3000円

1569 深川 女子 3000m 藤田　愛子 フジタ　アイコ （ 白鴎大 三重 ） 9.32.45 9.32.45 9.32.45 3000円

1570 深川 女子 3000m 菅野　鈴菜 カンノ　スズナ （ 白鴎大 福島 ） 9.28.56 9.28.56 9.28.56 3000円

1571 北見 女子 5000m 林田　みさき ハヤシダ　ミサキ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.44.14 15.44.14 15.44.14 3000円

1572 北見 女子 3000m 林田　みさき ハヤシダ　ミサキ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.44.14 9.11.90 3000円

1573 北見 女子 5000m 岡村　未歩 オカムラ　ミホ （ 城西大 長野 ） 9.42.28 9.42.28 17.22.08 3000円

1574 北見 女子 3000m 唐澤　七瀬 カラサワ　ナナセ （ 長野東高 長野 ） 9.48.56 9.48.56 9.48.56 3000円

1575 北見 女子 3000m 臼田　悠花 ウスダ　ユウカ （ 長野東高 長野 ） 9.49.20 9.49.20 9.49.20 3000円

1576 深川 女子 5000m 星　梨佳 ホシ　リカ （ しまむら 埼玉 ） 16.45.28 16.45.28 16.45.28 3000円

1577 深川 男子 3000m MWEI Robert Kipchirchir ムウェイ ロバート キプチルチル（ 旭化成 宮崎 ） 13.19.26 13.19.26 13.19.26 3000円

1578 深川 女子 3000m 野村　蒼 ノムラ　アオイ （ 積水化学 千葉 ） 9.27.72 9.27.72 9.27.72 3000円

1579 深川 女子 5000m 森　智香子 モリ　チカコ （ 積水化学 千葉 ） 15.43.97 15.43.97 15.43.97 3000円

1580 深川 女子 5000m 佐藤　早也伽 サトウ　サヤカ （ 積水化学 千葉 ） 15.44.12 15.44.12 15.44.12 3000円

1581 深川 女子 10000m 和田　優香里 ワダ　ユカリ （ 積水化学 千葉 ） 33.30.87 33.30.87 32.47.74 3000円

1582 士別 女子 3000m 森　智香子 モリ　チカコ （ 積水化学 千葉 ） 9.22.26 9.22.26 9.20.61 3000円

1583 深川 女子 10000m カムル　パウリン　カベケ カムル　パウリン　カベケ （ ルートイン 東京 ） 31.47.13 31.47.13 31.47.13 3000円

1584 深川 女子 10000m 萩原　歩美 ハギワラ　アユミ （ 豊田自動織機 愛知 ） 32.40.08 32.40.08 31.41.80 3000円

1585 深川 男子 5000m 小美濃　駿 コミノ　シュン （ 平成国際大 栃木 ） 14.35.22 14.35.22 14.31.73 3000円　請求書直前申込分①

1586 深川 男子 5000m 賀澤　拓海 カザワ　タクミ （ 平成国際大 福島 ） 14.48.82 14.48.82 14.37.75 3000円　請求書直前申込分①

1587 深川 女子 10000m 宇都宮　恵理 ウツノミヤ　エリ （ JP日本郵政グループ 東京 ） 32.57.61 32.57.61 32.57.61 3000円

1588 深川 女子 3000mSC 佐久間　有沙 サクマ　アリサ （ 大東文化大 福島 ） 10.48.86 10.48.86 3000円   出場OK

1589 深川 男子 5000m 鈴木　太基 スズキ　タイキ （ ラフィネグループ 東京 ） 14.06.41 14.06.41 14.06.41 3000円

1590 深川 男子 1500m 安斎　宰 アンザイ　ツカサ （ 埼玉医科大学AC 埼玉 ） 3.43.58 3.44.98 3.43.58 3000円

1591 深川 女子 5000m 奥野　有紀子 オクノ　ユキコ （ 資生堂 東京 ） 16.48.65 16.48.65 16.00.56 3000円

1592 深川 女子 5000m 籔下　明音 ヤブシタ　アカネ （ 豊田自動織機 愛知 ） 15.44.70 15.44.70 15.36.84 3000円

1593 深川 男子 5000m 池田　親 イケダ　チカシ （ 筑波大 兵庫 ） 14.26.54 14.26.54 14.26.54 3000円

1594 深川 女子 5000m 永尾　薫 ナガオ　カオル （ Sunfield 東京 ） 16.22.11 16.22.11 15.35.74 3000円

1595 深川 女子 1500m 髙橋　ひな タカハシ　ヒナ （ NIKE TOKYO TC 東京 ） 4.29.27 4.29.27 4.15.82 3000円

1596 深川 女子 1500m 卜部　蘭 ウラベ　ラン （ NIKE TOKYO TC 東京 ） 4.17.53 4.17.53 4.17.53 3000円

1597 深川 女子 5000m 新谷　仁美 ニイヤ　ヒトミ （ NIKE TOKYO TC 東京 ） 9.20.74 15.10.20 3000円

1598 深川 女子 10000m 西田 美咲 ニシダ ミサキ （ エディオン 広島 ） 33.06.86 33.06.86 33.06.86 3000円

1599 深川 女子 3000m 林 樹里 ハヤシ ジュリ （ エディオン 広島 ） 9.45.50 9.45.50 9.40.05 3000円

1600 深川 女子 10000m 大森　菜月 オオモリ　ナツキ （ ダイハツ 大阪 ） 32.45.87 32.45.87 32.45.87 3000円

1601 深川 女子 5000m 高松望ムセンビ タカマツノゾミムセンビ （ 東京陸協 東京 ） 15.41.66 15.41.66 15.41.66 3000円

1602 深川 女子 5000m 遠藤　優梨 エンドウ　ユウリ （ ルートイン 東京 ） 16.02.06 16.02.06 16.02.06 3000円

1603 深川 女子 10000m 宮内　宏子 ミヤウチ　ヒロコ （ ホクレン 北海道 ） 16.02.02 33.22.10 31.42.86 3000円

1604 深川 女子 10000m 大蔵　玲乃 オオクラ　レノ （ ホクレン 北海道 ） 33.58.70 33.58.70 33.02.15 3000円

1605 深川 女子 5000m 菊地　優子 キクチ　ユウコ （ ホクレン 北海道 ） 9.38.64 15.39.53 3000円

1606 深川 女子 5000m 河辺　友依 カワベ　ユイ （ ホクレン 北海道 ） 16.07.45 16.07.45 16.07.45 3000円

1607 深川 女子 3000m 池亀　彩花 イケガメ　サヤカ （ ホクレン 北海道 ） 9.19.62 9.19.62 9.16.03 3000円

1608 深川 女子 3000m 寺島　優奈 テラシマ　ユウナ （ ホクレン 北海道 ） 9.16.52 9.16.52 9.16.52 3000円

1609 深川 女子 5000m 宮内　洋子 ミヤウチ　ヨウコ （ ホクレン 北海道 ） 16.27.10 16.27.10 15.37.54 3000円

1610 深川 女子  5000m 高野　涼夏 タカノ　スズカ （ 関西大 神奈川 ） 16.08.59 16.08.59 16.08.59 3000円

1611 士別 女子 5000m 福田　妃加里 フクダ　ヒカリ （ 肥後銀行 熊本 ） 16.16.22 16.16.22 16.08.98 3000円

1612 士別 男子 5000m SILAS LAIKONG サイラス　ロイコン （ 愛知製鋼 愛知 ） 13.45.59 13.45.59 13.45.59 3000円

1613 士別 女子 5000m 吉川　侑美 ヨシカワ　ユミ （ 資生堂 東京 ） 16.09.77 16.09.77 15.49.02 3000円

1614 士別 女子 3000m 下田平　渚 シモラビタ　ナギサ （ ダイハツ 大阪 ） 9.36.22 9.36.22 9.16.70 3000円

1615 士別 女子 3000m 柴田　佑希 シバタ　ユキ （ ダイハツ 大阪 ） 9.48.38 9.48.38 9.24.59 3000円

1616 士別 女子 5000m 久馬　悠 キュウマ　ハルカ （ ダイハツ 大阪 ） 16.23.98 16.23.98 15.39.87 3000円

1617 士別 女子 5000m 久馬　萌 キュウマ　モエ （ ダイハツ 大阪 ） 16.35.91 16.35.91 15.48.73 3000円

1618 士別 女子 5000m 池本　愛 イケモト　アイ （ ダイハツ 大阪 ） 16.28.49 16.28.49 16.08.15 3000円

1619 士別 女子 5000m 細田　あい ホソダ　アイ （ ダイハツ 大阪 ） 15.57.30 15.57.30 15.52.52 3000円

1620 士別 男子 5000m 川原　樹 カワハラ　イツキ （ 北海道栄高 北海道 ） 14.58.87 14.58.87 14.58.87 3000円

1621 士別 男子 5000m 藤本　竜 フジモト　リョウ （ 北海道栄高 北海道 ） 14.56.14 14.56.14 14.56.14 3000円

1622 士別 女子 3000m 石尾　木乃美 イシオ　コノミ （ エディオン 広島 ） 9..22.87 9.22.87 9.22.87 3000円

1623 士別 女子 3000m 林　樹里 ハヤシ　ジュリ （ エディオン 広島 ） 9.45.50 9.45.50 9.40.05 3000円

1624 士別 女子 5000m 宮内　宏子 ミヤウチ　ヒロコ （ ホクレン 北海道 ） 16.02.02 16.02.02 15.45.51 3000円

1625 士別 女子 5000m 菊地　優子 キクチ　ユウコ （ ホクレン 北海道 ） 16.39.24 16.39.24 15.39.53 3000円

1626 士別 女子 5000m 大蔵　玲乃 オオクラ　レノ （ ホクレン 北海道 ） 16.57.42 16.57.42 15.52.87 3000円

1627 士別 女子 3000m 不破　亜莉珠 フワ　アリス （ ホクレン 北海道 ） 9.28.60 9.28.60 9.15.60 3000円

1628 士別 男子 5000m 太田黒　卓 オオタグロ　卓 （ 上武大学 熊本 ） 14.17.64 14.17.64 14.16.28 3000円

1629 士別 女子 5000m 永尾　薫 ナガオ　カオル （ Sunfield 東京 ） 16.16.66 16.16.66 15.35.74 3000円

1630 士別 男子 5000m 三浦　洋希 ミウラ　ヒロキ （ 日清食品グループ 東京 ） 14.15.00 14.15.00 13.57.73 3000円


