
男子10000m

世界記録(WR)              26:11.00     Joshua CHEPTEGEI(KEN・ケニア)         2020
アジア記録(AR)            26:38.76     Ahmad HassanABDULLAH(QAT・カタール)   2003
日本記録(NR)              27:18.75     相澤 晃(宮崎・旭化成)                 2020
U20日本記録(NJR)          27:59.32     大野 龍二(宮崎・旭化成)               2004
大会記録(CR)              27:18.75     相澤 晃(宮崎・旭化成)                 2020 5月7日 19:03 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 大　阪 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 愛　知

1 51 坂東 剛(96) 大阪ガス 28:12.14 1 30 丸山 竜也(94) ﾄﾖﾀ自動車 28:01.80
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼ 愛　知 ｶﾜｾ ｼｮｳﾔ 埼　玉

2 42 山田 泰史(99) 愛知製鋼 28:08.48 2 32 川瀬 翔矢(98) Honda 28:03.89
ﾐｷﾞﾀ ｷﾗ 福　岡 ｱｲﾊﾞ ﾅｵｷ 広　島

3 48 右田 綺羅(98) ﾄﾖﾀ自動車九州 28:10.69 3 15 相葉 直紀(91) 中電工 27:48.26
ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 千　葉 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 鹿児島

4 34 前田 将太(95) 日立物流 28:05.62 4 31 中村 高洋(83) 京セラ鹿児島 28:03.73
ﾅｶﾆｼ ｹﾞﾝｷ 愛　知 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 愛　知

5 52 中西 玄気(93) 愛三工業 28:13.02 5 5 太田 智樹(97) ﾄﾖﾀ自動車 27:33.13
ｵｵﾂｶ ﾔﾏﾄ 大　阪 ｲﾄｳ ﾀﾂﾋｺ 埼　玉

6 47 大塚 倭(96) NTT西日本 28:10.57 6 3 伊藤 達彦(98) Honda 27:30.69
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 京　都 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛　知

7 40 湯澤 舜(96) ＳＧＨ 28:07.92 7 18 田中 秀幸(90) ﾄﾖﾀ自動車 27:52.60
ﾖｼｲ ｼｭﾝｽｹ 宮　城 ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 群　馬

8 50 吉居 駿恭(03) 中央大 28:11.96 8 4 清水 歓太(96) SUBARU 27:31.27
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 長　崎 ﾄﾁｷﾞ ﾜﾀﾙ 千　葉

9 33 林田 洋翔(01) 三菱重工 28:05.26 9 26 栃木 渡(95) 日立物流 28:00.49
ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ 宮　崎 ｲｹﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 東　京

10 44 鈴木 聖人(99) 旭化成 28:09.24 10 27 池田 耀平(98) カネボウ 28:00.65
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 埼　玉 ｵｵｲｹ ﾀﾂﾔ 愛　知

11 37 中山 雄太(01) 日本薬科大 28:07.33 11 19 大池 達也(90) ﾄﾖﾀ紡織 27:53.45
ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 大　阪 ｱｲｻﾞﾜ ｱｷﾗ 宮　崎

12 35 松尾 淳之介(97) NTT西日本 28:06.05 12 13 相澤 晃(97) 旭化成 27:45.26
ﾅｶﾔﾏ ｹﾝ 埼　玉 ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ 群　馬

13 45 中山 顕(97) Honda 28:09.92 13 24 川田 裕也(98) SUBARU 27:59.66
ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｼｭｳﾎ 宮　崎 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳﾀ 東　京

14 39 大六野 秀畝(92) 旭化成 28:07.81 14 11 村山 紘太(93) GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 27:45.09
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東　京 ｺｶﾞ ｷﾖｼ 福　岡

15 43 桃澤 大祐(93) サンベルクス 28:09.07 15 17 古賀 淳紫(96) 安川電機 27:51.64
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 宮　崎 ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ 青　森

16 46 藤木 宏太(00) 旭化成 28:10.30 16 2 田澤 廉(00) 駒澤大 27:23.44
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 東　京 ﾖﾛｲｻﾞｶ ﾃﾂﾔ 宮　崎

17 38 武田 凜太郎(94) ヤクルト 28:07.41 17 53 鎧坂 哲哉(90) 旭化成 27:41.78
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 大　阪 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 富　山

18 41 小林 歩(98) NTT西日本 28:08.27 18 28 森山 真伍(98) YKK 28:01.06
ｶﾄｳ ｱﾂｼ 兵　庫 ｲｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 熊　本

19 49 加藤 淳(98) 住友電工 28:11.57 19 25 井川 龍人(00) 早稲田大 27:59.74
ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｼ 愛　知 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 愛　知

20 36 難波 天(99) ﾄｰｴﾈｯｸ 28:06.95 20 16 西山 和弥(98) ﾄﾖﾀ自動車 27:48.26
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 東　京

21 10 荻久保 寛也(97) ヤクルト 27:44.74
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 千　葉

22 7 松枝 博輝(93) 富士通 27:42.73
ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 長　崎

23 8 井上 大仁(93) 三菱重工 27:43.17
ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 宮　崎

24 9 茂木 圭次郎(95) 旭化成 27:44.17
ｲﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 宮　崎

25 14 市田 孝(92) 旭化成 27:48.22
ﾎｿﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 富　山

26 20 細森 大輔(94) YKK 27:54.62
ﾉﾅｶ ﾏｻｼ 大　阪

27 21 野中 優志(95) 大阪ガス 27:58.38
ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 千　葉

28 12 塩尻 和也(96) 富士通 27:45.18
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福　岡

29 29 中村 信一郎(93) 九電工 28:01.46
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 東　京

30 22 岡本 雄大(91) サンベルクス 27:58.43
ﾐﾀ ｼﾝｼﾞ 東　京

31 23 三田 眞司(96) サンベルクス 27:59.00
ｸﾚｵﾌｧｽ ｶﾝﾃﾞｨｴ 長　崎

32 6 CLEOPHAS KANDIE(00) 三菱重工 27:36.06 OP
ﾛｼﾞｬｰｽｼｭﾓ ｹﾓｲ 愛　知

33 1 ﾛｼﾞｬｰｽｼｭﾓ ｹﾓｲ(98) 愛三工業 27:05.51 OP
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女子10000m

世界記録(WR)              29:01.03     Letesenbet GIDEY(ETH・エチオピア)     2021
アジア記録(AR)            29:31.78     Junxia WANG(CHN・中国)                1993
日本記録(NR)              30:20.44     新谷 仁美(千葉・積水化学)             2020
U20日本記録(NJR)          30:45.21     不破 聖衣来(群馬・拓殖大)             2021
大会記録(CR)              30:20.44     新谷 仁美(千葉・積水化学)             2020 5月7日 19:44 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｻｻｷ ﾘﾅ 千　葉

1 117 佐々木 梨七(02) 積水化学 15:29.36
ﾔﾀﾞ ﾐｸﾆ 三　重

2 110 矢田 みくに(99) デンソー 32:09.08
ﾋﾛﾅｶ ﾘﾘｶ 東　京

3 102 廣中 璃梨佳(00) ＪＰ日本郵政Ｇ 31:00.71
ｲﾂｷ ﾜｶﾅ 福　岡

4 109 逸木 和香菜(94) 九電工 32:04.67
ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ 東　京

5 118 吉川 侑美(90) ユニクロ 15:39.87
ｻﾄｳ ﾅﾙﾊ 東　京

6 108 佐藤 成葉(97) 資生堂 31:52.43
ﾓﾘ ﾁｶｺ 千　葉

7 116 森 智香子(92) 積水化学 15:21.42
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 東　京

8 111 山口 遥(87) AC･KITA 32:09.44
ｻﾄｳ ｻﾔｶ 千　葉

9 107 佐藤 早也伽(94) 積水化学 31:52.34
ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾐ 群　馬

10 105 岡本 春美(98) ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 31:41.00
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 長　野

11 104 小林 成美(00) 名城大 31:22.34
ﾌﾜ ｾｲﾗ 群　馬

12 101 不破 聖衣来(03) 拓殖大 30:45.21
ﾂﾂｲ ｻｷﾎ 群　馬

13 112 筒井 咲帆(96) ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 32:13.96
ｺﾞｼﾏ ﾘﾉ 東　京

14 103 五島 莉乃(97) 資生堂 31:10.02
ｶﾜｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 愛　知

15 113 川口 桃佳(98) 豊田自動織機 32:21.36
ﾅｶﾉ ﾏﾄﾞｶ 大　阪

16 114 中野 円花(91) 岩谷産業 32:22.17
ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 大　阪

17 115 萩谷 楓(00) エディオン 14:59.36
ｶﾏｳ ﾀﾋﾞﾀｼﾞｪﾘ 東　京

18 106 ｶﾏｳ ﾀﾋﾞﾀｼﾞｪﾘ(00) 三井住友海上 31:52.08 OP


