
第１戦　士別大会 17:40

女子 1500m　スタートリスト

2015

2006

No. 資格記録 自己記録 備考

1 35 石澤 ゆかり イシザワ ユカリ ( エディオン 大阪 ) 15.43.44 4.29.40 強化推薦

2 214 Hellen Ekarare ヘレン エカラレ ( 豊田自動織機 愛知 ) 4.09.31 4.07.06

3 218 田中 希実 タナカ ノゾミ ( 豊田自動織機TC 兵庫 ) 4.11.50 4.11.50

4 108 陣内 綾子 ジンノウチアヤコ ( 九電工 福岡 ) 4.19.20 4.10.08

5 142 石川 英沙 イシカワ　エイシャ ( 松山大学 愛媛 ) 4.19.44 4.19.44

6 207 菊地 梨紅 キクチ リク ( 肥後銀行 熊本 ) 4.20.62 4.20.62

7 201 廣中 璃梨佳 ヒロナカ リリカ ( 日本郵政グループ 東京 ) 4.23.58 4.17.21

8 171 八田 ももか ハッタ モモカ ( 拓殖大学 群馬 ) 4.25.59 4.25.59

9 73 山口 真実 ヤマグチ マミ ( パナソニック 神奈川 ) 4.26.90 4.26.90

10 224 上西 彩未 ジョウニシアヤミ ( 立命館慶祥高校 北海道 ) 4.26.97 4.26.97

11 208 堤 好伽 ツツミ スミカ ( 肥後銀行 熊本 ) 4.26.99 4.26.99

12 167 藪田 裕衣 ヤブタ ユイ ( 大塚製薬 徳島 ) 9.59.70 4.21.35 強化推薦

氏名 フリガナ

世界記録（WR）

日本記録（NR）

3.50.07

4.07.87

所属

Target-Time：

Ｇ.ディババ （エチオピア）

小林　祐梨子 （須磨学園高）

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 16:10

女子 3000m　スタートリスト

1993

2002

No. 資格記録 自己記録 備考

1 69 杉浦 穂乃加 スギウラ ホノカ ( ニトリ 埼玉 ) 15.53.82 15.53.82

2 185 大東 優奈 ダイトウ ユウナ ( 天満屋 岡山 ) 16.13.63 9.42.59

3 93 藤田 愛子 フジタ アイコ ( 愛知電機 愛知 ) 16.30.42 16.30.42

4 85 宮内 宏子 ミヤウチ ヒロコ ( ホクレン 北海道 ) 16.37.94 15.45.51

5 74 信櫻 空 シノザクラソラ ( パナソニック 神奈川 ) 9.13.85 9.13.85

6 75 森田 香織 モリタ カオリ ( パナソニック 神奈川 ) 9.15.05 9.07.08

7 215 籔下 明音 ヤブシタ アカネ ( 豊田自動織機 愛知 ) 9.15.93 9.04.88

8 151 佐藤 早也伽 サトウ サヤカ ( 積水化学 千葉 ) 9.15.96 9.15.96

9 216 川口 桃佳 カワグチ モモカ ( 豊田自動織機 愛知 ) 9.16.01 9.15.28

10 76 中村 優希 ナカムラ ユウキ ( パナソニック 神奈川 ) 9.17.42 9.17.42

11 202 菅田 雅香 スガタ ミヤカ ( 日本郵政グループ 東京 ) 9.19.59 9.16.0

12 46 鳴瀧 ほのか ナルタキ ホノカ ( シスメックス 兵庫 ) 9.20.19 9.20.19

13 77 内藤 早紀子 ナイトウ サキコ ( パナソニック 神奈川 ) 9.20.38 9.10.56

14 203 大西 ひかり オオニシ ヒカリ ( 日本郵政グループ 東京 ) 9.21.42 9.09.50

15 52 佐藤 奈々 サトウ ナナ ( スターツ 千葉 ) 9.22.46 9.18.95

16 217 城所 日和 キドコロ ヒヨリ ( 豊田自動織機 愛知 ) 9.27.46 9.24.35

17 204 樽本 知夏 タルモト チナツ ( 日本郵政グループ 東京 ) 9.28.72 9.19.13

18 205 高橋 明日香 タカハシ アスカ ( 日本郵政グループ 東京 ) 9.29.70 9.29.70

19 47 大庭 結菜 オオバ ユイナ ( シスメックス 兵庫 ) 9.34.81 9.34.81

20 206 宇都宮 恵理 ウツノミヤエリ ( 日本郵政グループ 東京 ) 9.37.74 9.24.99

21 78 國立 華蓮 コクリュウカレン ( パナソニック 神奈川 ) 9.38.78 9.36.42

氏名 フリガナ

世界記録（WR）

日本記録（NR）

8.06.11

8.44.40

所属

Target-Time：

王　　軍霞 （中国）

福士　加代子 （ワコール）

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 18:40

女子 5000mA　スタートリスト 15.45

2008

2005

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM5 JEROTICH Winnie ジェロティッチ ウイニー ( 九電工 福岡 ) 15.29.91 15.29.91

2 79 堀 優花 ホリ ユウカ ( パナソニック 神奈川 ) 15.33.00 15.23.53

3 187 前田 穂南 マエダ ホナミ ( 天満屋 岡山 ) 15.47.24 15.38.16 オリンピック

4 109 林田 美咲 ハヤシダ ミサキ ( 九電工 福岡 ) 15.48.31 15.48.31

5 189 松下 菜摘 マツシタ ナツミ ( 天満屋 岡山 ) 15.50.67 15.48.53

6 188 三宅 紗蘭 ミヤケ サラ ( 天満屋 岡山 ) 15.51.84 15.45.86 世界ハーフ

7 110 宮田 梨奈 ミヤタ リナ ( 九電工 福岡 ) 15.52.23 15.52.23

8 111 逸木 和香菜 イツキ ワカナ ( 九電工 福岡 ) 15.57.55 15.51.16

9 112 加藤 岬 カトウ ミサキ ( 九電工 福岡 ) 15.58.28 15.23.98

10 209 髙野 鈴菜 タカノ スズナ ( 肥後銀行 熊本 ) 16.03.49 16.03.49

11 168 棚池 穂乃香 タナイケ ホノカ ( 大塚製薬 徳島 ) 16.04.39 15.49.37

12 186 谷本 観月 タニモト ミヅキ ( 天満屋 岡山 ) 16.07.07 15.46.40 強化競技者

13 210 平井 見季 ヒライ ミキ ( 肥後銀行 熊本 ) 16.07.99 16.05.49

14 70 岡本 奈々依 オカモト ナナヨ ( ニトリ 埼玉 ) 16.10.42 16.06.10

15 53 西野 まほ ニシノ マホ ( スターツ 千葉 ) 16.10.59 16.06.74

16 172 佐野 英里佳 サノ エリカ ( 拓殖大学 千葉 ) 16.10.60 16.02.03

17 140 髙橋 優菜 タカハシ ユウナ ( 順天堂大学 岩手 ) 16.11.82 16.11.82

18 99 藤村 晴菜 フジムラ ハルナ ( 京都光華女子大学 京都 ) 16.13.57 16.13.57

19 71 吉田 香澄 ヨシダ カスミ ( ニトリ 埼玉 ) 16.13.98 16.13.98

氏名 フリガナ

世界記録（WR）

日本記録（NR）

14.11.15

14.53.22

所属

Target-Time：

Ｔ.ディババ （エチオピア）

福士　加代子 （ワコール）

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 18:00

女子 5000mB　スタートリスト 16.10

2008

2005

No. 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 PM3 CHEPKEMOI Joan キプケモイジョアン ( 九電工 福岡 ) PM

2 100 藤村 晶菜 フジムラ アキナ ( 京都光華女子大学 京都 ) 16.15.94 16.15.94

3 54 上杉 真穂 ウエスギ マオ ( スターツ 千葉 ) 16.17.22 16.15.29

4 49 金平 裕希 カネヒラ ユキ ( シスメックス 兵庫 ) 16.18.84 15.54.11

5 160 長濱 夕海香 ナガハマ ユミカ ( 大阪芸術大学 神奈川 ) 16.19.67 16.09.01

6 211 猪原 千佳 イハラ チカ ( 肥後銀行 熊本 ) 16.20.02 16.13.83

7 50 折笠 有彩 オリカサ アリサ ( しまむら 埼玉 ) 16.21.07 16.21.07

8 176 加藤 礼菜 カトウ レイナ ( 中央大学 千葉 ) 16.21.74 16.21.74

9 169 福良 郁美 フクラ イクミ ( 大塚製薬 徳島 ) 16.22.78 16.02.69

10 170 伊藤 舞 イトウ マイ ( 大塚製薬 徳島 ) 16.24.28 15.44.97

11 72 大蔵 玲乃 オオクラ レノ ( ノーリツ 兵庫 ) 16.25.72 15.52.87

12 36 山本 明日香 ヤマモト アスカ ( エディオン 大阪 ) 16.27.73 16.07.49

13 37 石尾 木乃美 イシオ コノミ ( エディオン 大阪 ) 16.28.57 16.28.57

14 38 三ツ木 桃香 ミツギ モモカ ( エディオン 大阪 ) 16.28.99 16.06.45

15 212 本田 絵里香 ホンダ エリカ ( 肥後銀行 熊本 ) 16.30.07 15.54.01

16 113 唐沢 ゆり カラサワ ユリ ( 九電工 福岡 ) 16.33.43 15.47.95

17 80 金丸 清香 カネマル サヤカ ( パナソニック 神奈川 ) 16.34.33 16.26.32

18 81 清水 萌衣乃 シミズ モエノ ( パナソニック 神奈川 ) 16.34.36 15.55.91

19 198 栗原 唯 クリハラ ユイ ( 栃木陸協 栃木 ) 16.34.98 16.34.98

20 48 西田 留衣 ニシダ ルイ ( シスメックス 兵庫 ) 16.35.80 16.20.94

21 101 田瀬 知佳 タセ トモカ ( 京都光華女子大学 岐阜 ) 16.36.39 16.36.39

22 161 志村 野々花 シムラ ノノカ ( 大阪芸術大学 大阪 ) 16.37.77 16.25.24

23 88 和久 夢来 ワク ミライ ( ユニバーサルエンターテインメント 千葉 ) 9.29.47 9.26.04

Target-Time：

Ｔ.ディババ （エチオピア）

福士　加代子 （ワコール）

所属

世界記録（WR）

日本記録（NR）

14.11.15

14.53.22

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 17:30

男子 1500mA　スタートリスト

2012

2014

No. 資格記録 自己記録 備考

1 141 KWEMOI Ronald ケモイ ロナルド ( 小森コーポレーション 茨城 ) 3.32.72 3.28.81

2 11 JUSTUS SOGET ジャスティス ソゲット ( Ｈｏｎｄａ 埼玉 ) 3.38.51 3.32.97

3 56 河村 一輝 カワムラ カズキ ( トーエネック 愛知 ) 3.41.65 3.41.65

4 25 的野 遼大 マトノ リョウタ ( MHPS 長崎 ) 3.42.15 3.42.15

5 152 岩﨑 祐也 イワサキ ユウヤ ( 大阪ガス 大阪 ) 3.45.65 3.45.65

6 26 林田 洋翔 ハヤシダ ヒロト ( MHPS 長崎 ) 3.45.66 3.45.66

7 33 三津家 貴也 ミツカ タカヤ ( RSLAB 東京 ) 3.46.33 3.46.33

8 173 山田 俊輝 ヤマダ トシキ ( 中央大学 神奈川 ) 3.46.41 3.46.41

9 162 松本 葵 マツモト アオイ ( 大塚製薬 徳島 ) 3.47.16 3.43.32

10 174 森 智哉 モリ トモヤ ( 中央大学 佐賀 ) 3.48.36 3.48.36

11 200 風戸 啓希 カザト ヒロキ ( 日税ビジネスサービス 東京 ) 3.48.38 3.48.38

氏名 フリガナ

世界記録（WR）

日本記録（NR）

7.20.67

3.37.42

Ｈ.エルゲルージ

小林　史和

Target-Time：

所属

（モロッコ）

（ＮＴＮ）

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 17:20

男子 1500mB　スタートリスト

2012

2014

No. 資格記録 自己記録 備考

1 125 安齋 宰 アンザイ ツカサ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉 ) 3.49.24 3.43.58

2 10 平田 健司 ヒラタ ケンジ ( GRlab 大阪 ) 3.49.74 3.49.74

3 145 前田 陸 マエダ リク ( 城西大学 愛知 ) 3.50.26 3.50.26

4 199 金子 雅也 カネコ マサヤ ( 日星電気 静岡 ) 3.50.90 3.50.90

5 89 冨田 三貴 トミタ ミツタカ ( ラフィネグループ 東京 ) 3.51.42 3.43.48

6 222 服部 凱杏 ハットリ カイシン ( 立教大学 愛知 ) 3.51.43 3.51.43

7 221 ミラー千本真章 ミラーチモト マックス ( 立教大学 埼玉 ) 3.52.66 3.52.66

8 132 田中 佑典 タナカ ユウスケ ( 札幌学院大学 北海道 ) 3.53.27 3.50.31

9 193 小林 峻也 コバヤシ シュンヤ ( 東京国際大学 京都 ) 3.54.19 3.54.19

10 116 川瀬 翔矢 カワセ ショウヤ ( 皇學館大学 三重 ) 13.36.93 3.46.26

Target-Time：

Ｈ.エルゲルージ （モロッコ）

小林　史和 （ＮＴＮ）

氏名 フリガナ 所属

世界記録（WR）

日本記録（NR）

3.26.00

3.37.42

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 17:00

男子 3000m　スタートリスト 7.55

1996

2014

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM2 KOECH Benard Kibet コエチ べナード　キベット ( 九電工 福岡 ) 13.13.48 13.13.48 PM

2 117 JOEL Mwaura ジョエル ムァゥラ ( 黒崎播磨 福岡 ) 13.26.01 8.01.14

3 135 遠藤 日向 エンドウ ヒュウガ ( 住友電工 兵庫 ) 7.49.66 7.47.99

4 163 打越 雄允 ウチコシ ユウスケ ( 大塚製薬 徳島 ) 8.02.12 8.02.12

5 13 DOMINIC Kiptum ドミニク キプタム ( JFEスチール 広島 ) 8.02.52 8.02.52

6 126 越智 文弥 オチ フミヤ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉 ) 8.07.54 8.07.54

7 97 鬼塚 翔太 オニヅカ ショウタ ( 横浜DeNA 東京 ) 8.14.02 7.57.56

8 57 竹内 大地 タケウチ ダイチ ( トーエネック 愛知 ) 13.42.87 13.42.87

9 59 中西 亮貴 ナカニシ リキ ( トーエネック 愛知 ) 13.49.74 13.49.74

10 12 DAN Kiplangat ダン キプランガット ( JFEスチール 広島 ) 13.49.97 13.49.97

11 60 髙畑 祐樹 タカハタ ユウキ ( トーエネック 愛知 ) 13.50.68 13.50.68

12 58 河合 代二 カワイ ダイジ ( トーエネック 愛知 ) 13.51.52 13.45.91

13 39 松村 陣之助 マツムラ ジンノスケ ( コモディイイダ 東京 ) 13.51.72 13.46.23

14 51 大石 巧 オオイシ タクミ ( スズキアスリートクラブ 静岡 ) 13.57.34 13.57.34

15 103 大塚 祥平 オオツカ ショウヘイ ( 九電工 福岡 ) 13.59.99 13.55.41 オリンピック

16 82 池田 紀保 イケダ ノリヤス ( プレス工業 神奈川 ) 14.03.76 13.59.34

17 104 赤﨑 暁 アカサキ アキラ ( 九電工 福岡 ) 14.11.62 14.11.62

18 223 関口 絢太 セキグチ ケンタ ( 立教大学 東京 ) 8.23.32 8.23.32

Target-Time：

Ｄ.コーメン （ケニア）

大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

氏名 フリガナ 所属

世界記録（WR）

日本記録（NR）

7.20.67

7.40.09

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 19:00

男子 5000mA　スタートリスト 13.40

2004

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM6 YEGON Vincent イェゴン ヴィンセント ( 東京国際大学 埼玉 ) 13.28.17 13.28.17 PM

2 1 IRUNGU DAVID Ngure イルング　デービッド グレ ( GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 ) 13.24.51 13.24.51

3 102 MAINA Antony アントニー マイナ ( 興國高校 大阪 ) 13.28.94 13.28.94

4 28 CLEOPHAS Kandie クレオファス カンディエ ( MHPS 長崎 ) 13.30.38 13.30.38

5 127 WANBUA Titus ワンブア タイタス ( 埼玉医科大学グループ 埼玉 ) 13.33.77 13.33.77

6 44 戸田 雅稀 トダ マサキ ( サンベルクス 東京 ) 13.41.37 13.36.42

7 2 KIPKIRUI Victor Korir キプキルイ ビクター　コリル ( GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 ) 13.41.82 13.41.82

8 114 KARIUKI Simon サイモン カリウキ ( 戸上電機製作所 佐賀 ) 13.41.92 13.41.92

9 94 茂木 圭次郎 モギ ケイジロウ ( 旭化成 宮崎 ) 13.42.16 13.35.29

10 86 Gideon KIPNGETICH ギデオン キプゲティッチ ( マツダ 広島 ) 13.43.59 13.43.59

11 177 吉岡 幸輝 ヨシオカ コウキ ( 中央発條 愛知 ) 13.46.89 13.46.89

12 118 田村 友佑 タムラ ユウスケ ( 黒崎播磨 福岡 ) 13.46.91 13.46.91

13 3 倉田 翔平 クラタ ショウヘイ ( GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 ) 13.47.89 13.46.01

14 45 岡本 雄大 オカモト ユウダイ ( サンベルクス 東京 ) 13.48.67 13.38.56

15 87 Josphat TANUI ジョセファト タヌイ ( マツダ 広島 ) 13.49.59 13.49.59

16 197 石田　 洸介 イシダ コウスケ ( 東京農業大学第二高校 群馬 ) 13.51.91 13.51.91

17 14 風岡 永吉 カザオカ エイキチ ( JFEスチール 岡山 ) 13.53.36 13.53.36

18 153 坂東 剛 バンドウ ツヨシ ( 大阪ガス 大阪 ) 13.53.44 13.53.44

19 98 朝倉 和眞 アサクラ カズマサ ( 宮城陸協 宮城 ) 13.53.97 13.53.97

20 154 辻横 浩輝 ツジヨコ ヒロキ ( 大阪ガス 大阪 ) 13.54.68 13.54.68

21 105 高井 和治 タカイ カズハル ( 九電工 福岡 ) 13.56.33 13.39.76

22 27 定方 俊樹 サダカタ トシキ ( MHPS 長崎 ) 13.56.34 13.56.25 強化競技者

23 9 一色 恭志 イッシキ タダシ ( GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 ) 28.40.08 13.39.65 PM枠

氏名 フリガナ

世界記録（WR）

日本記録（NR）

12.37.35

13.08.40

所属

Target-Time：

Ｋ.ベケレ （エチオピア）

大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 18:20

男子 5000mB　スタートリスト 13.50

2004

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM4 MACHARIA Ndirangu マチャリア ディラング ( 愛知製鋼 愛知 ) 13.35.00 13.19.42 PM

2 29 山下 一貴 ヤマシタ イチタカ ( MHPS 長崎 ) 13.56.73 13.55.33

3 182 相葉 直紀 アイバ ナオキ ( 中電工 広島 ) 13.57.06 13.56.47

4 4 渡邉 利典 ワタナベ トシノリ ( GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 ) 13.57.15 13.57.15

5 83 滋野 聖也 シゲノ セイヤ ( プレス工業 神奈川 ) 13.57.33 13.57.33

6 5 近藤 秀一 コンドウ シュウイチ ( GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 ) 13.57.69 13.57.69

7 31 小森 稜太 コモリ リョウタ ( NTN 三重 ) 13.57.87 13.57.87

8 119 細谷 恭平 ホソヤ キョウヘイ ( 黒崎播磨 福岡 ) 13.57.94 13.57.94

9 32 小山 陽平 コヤマ ヨウヘイ ( NTN 三重 ) 13.58.12 13.55.33

10 155 野中 優志 ノナカ マサシ ( 大阪ガス 大阪 ) 13.59.15 13.59.15

11 165 岩佐 壱誠 イワサ イッセイ ( 大塚製薬 徳島 ) 14.00.42 14.00.42

12 178 坂田 昌駿 サカタ マサトシ ( 中央発條 愛知 ) 14.00.84 13.59.88

13 6 下田 裕太 シモダ ユウタ ( GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 ) 14.01.10 13.53.45

14 90 鈴木 太基 スズキ タイキ ( ラフィネグループ 東京 ) 14.01.89 14.01.89

15 156 籔下 響大 ヤブシタ キョウタ ( 大阪ガス 大阪 ) 14.02.10 13.56.40

16 166 上村 和生 ウエムラ カズキ ( 大塚製薬 徳島 ) 14.02.60 13.57.17

17 7 林 奎介 ハヤシ ケイスケ ( GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 ) 14.02.60 13.57.41

18 61 小山 裕太 コヤマ ユウタ ( トーエネック 愛知 ) 14.02.70 13.55.20

19 128 川田 裕也 カワタ ユウヤ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉 ) 14.04.23 14.04.23

20 179 竹内 颯 タケウチ ハヤテ ( 中央発條 愛知 ) 14.04.29 14.04.29

21 55 上野 裕一郎 ウエノ ユウイチロウ ( セントポールクラブ 東京 ) 14.05.06 13.21.49

22 194 工藤 颯 クドウ ハヤテ ( 東京農業大学 埼玉 ) 14.05.20 14.05.20

23 129 山口 弘晃 ヤマグチ ヒロアキ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉 ) 14.05.50 14.05.50

24 96 村山 紘太 ムラヤマ コウタ ( 旭化成 宮崎 ) 28.25.95 13.19.62 長距離強化対象

Target-Time：

Ｋ.ベケレ （エチオピア）

大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

氏名 フリガナ 所属

世界記録（WR）

日本記録（NR）

12.37.35

13.08.40

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 16:40

男子 5000mC　スタートリスト 13.55

2004

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM1 MUSEMBI Luka ルカ ムセンビ ( 東京国際大学 埼玉 ) 13.45.15 13.45.15 PM

2 143 岩崎 大洋 イワサキ タイヨウ ( 上武大学 群馬 ) 14.05.64 14.05.64

3 15 堤 悠生 ツツミ ユウセイ ( JFEスチール 広島 ) 14.06.37 14.06.37

4 30 目良 隼人 メラ ハヤト ( MHPS 長崎 ) 14.06.45 13.49.15

5 157 中村 友哉 ナカムラ トモヤ ( 大阪ガス 大阪 ) 14.06.73 13.56.81

6 213 横手 健 ヨコテ ケン ( 富士通 千葉 ) 14.06.99 13.31.35

7 106 吉田 亮壱 ヨシダ リョウイチ ( 九電工 福岡 ) 14.07.70 13.55.52

8 62 西澤 卓弥 ニシザワ タクヤ ( トーエネック 愛知 ) 14.08.09 13.59.44

9 40 木田 貴大 キダ タカヒロ ( コモディイイダ 東京 ) 14.09.87 14.09.03

10 16 斉藤 翔太 サイトウ ショウタ ( JFEスチール 岡山 ) 14.09.93 14.07.94

11 41 黒河 一輝 クロカワ カズキ ( コモディイイダ 東京 ) 14.10.36 14.10.36

12 183 東 優汰 アズマ ユウタ ( 中電工 広島 ) 14.10.96 14.01.25

13 65 山田 滉介 ヤマダ コウスケ ( トヨタ紡織 愛知 ) 14.11.23 14.04.81

14 184 岡原 仁志 オカハラ ヒトシ ( 中電工 広島 ) 14.11.34 14.09.07

15 164 上門 大祐 ウエカド ダイスケ ( 大塚製薬 徳島 ) 14.11.36 14.06.13 強化競技者

16 17 大谷 健太 オオタニ ケンタ ( JFEスチール 岡山 ) 14.11.51 13.57.92

17 220 神 直之 ジン ナオユキ ( 北星病院 北海道 ) 14.13.43 14.13.43

18 20 上土井 雅大 カミドイ マサヒロ ( JR東日本 東京 ) 14.13.50 14.13.50

19 175 森 凪也 モリ ナギヤ ( 中央大学 福岡 ) 14.13.88 14.13.88

20 63 青木 祐人 アオキ ユウト ( トヨタ自動車 愛知 ) 14.14.16 13.54.49

21 42 黒田 雄紀 クロダ ユウキ ( コモディイイダ 東京 ) 14.14.33 14.14.33

22 34 鈴木 塁人 スズキ タカト ( ＳＧホールディングスグループ 京都 ) 14.14.41 13.53.20

23 21 宮﨑 勇将 ミヤザキ ユウショウ ( JR東日本 東京 ) 14.14.50 13.59.72

24 180 松井 智靖 マツイ トモヤス ( 中国電力 広島 ) 14.14.95 14.05.08

Target-Time：

Ｋ.ベケレ （エチオピア）

大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

氏名 フリガナ 所属

世界記録（WR）

日本記録（NR）

12.37.35

13.08.40

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 15:50

男子 5000mD　スタートリスト

2004

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 22 横川 巧 ヨコカワ タクミ ( JR東日本 東京 ) 14.15.42 13.52.45

2 120 中村 優吾 ナカムラ ユウゴ ( 黒崎播磨 福岡 ) 14.15.55 14.06.19

3 191 森　 陽向 モリ ヒナタ ( 東京経済大学 神奈川 ) 14.15.71 14.15.71

4 158 廣瀨 大貴 ヒロセ ダイキ ( 大阪ガス 大阪 ) 14.16.02 13.42.59

5 130 長山 瑞季 ナガヤマ ミズキ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉 ) 14.16.28 14.16.28

6 159 辻村 公佑 ツジムラ コウスケ ( 大阪ガス 大阪 ) 14.16.37 14.12.20

7 121 土井 大輔 ドイ ダイスケ ( 黒崎播磨 福岡 ) 14.17.10 14.17.10

8 136 藤村 行央 フジムラ ユキオ ( 住友電工 兵庫 ) 14.17.23 14.00.62

9 64 畔上 和弥 アゼガミ カズヤ ( トヨタ自動車 愛知 ) 14.17.30 14.11.06

10 122 坪内 淳一 ツボウチ ジュンイチ ( 黒崎播磨 福岡 ) 14.17.73 14.08.56

11 92 大城 義己 オオシロ ヨシキ ( 亜細亜大学 沖縄 ) 14.18.69 14.18.69

12 84 藤江 千紘 フジエ チヒロ ( プレス工業 神奈川 ) 14.19.04 14.09.90

13 123 小田部 真也 コタベ シンヤ ( 黒崎播磨 福岡 ) 14.19.59 14.19.59

14 139 真砂 春希 マサゴ ハルキ ( 順天堂大学 香川 ) 14.19.61 14.19.61

15 91 熊谷 光 クマガイ ヒカル ( ラフィネグループ 東京 ) 14.19.63 14.14.04

16 146 山本 樹 ヤマモト イツキ ( 城西大学 静岡 ) 14.19.89 14.19.89

17 8 吉田 祐也 ヨシダ ユウヤ ( GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 ) 14.20.30 14.02.18

18 23 吉野 貴大 ヨシノ タカヒロ ( JR東日本 東京 ) 14.20.64 14.20.64

19 66 河村 知樹 カワムラ トモキ ( トヨタ紡織 愛知 ) 14.22.98 14.07.34

20 181 森本 卓司 モリモト タクジ ( 中国電力 広島 ) 14.23.07 13.52.18

21 144 村上 航大 ムラカミ コウダイ ( 上武大学 群馬 ) 14.23.42 14.23.42

22 219 麓 逸希 フモト イツキ ( 東京国際大学 熊本 ) 14.24.28 14.24.28

Target-Time：

Ｋ.ベケレ （エチオピア）

大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

氏名 フリガナ 所属

世界記録（WR）

日本記録（NR）

12.37.35

13.08.40

Printed：2020/6/29/15:47



第１戦　士別大会 15:30

男子 5000mE　スタートリスト

2004

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 134 橋本 章央 ハシモト アキオ ( 芝浦工業大学 東京 ) 14.25.05 14.25.05

2 150 大橋 真弥 オオハシ シンヤ ( 石巻ＲＣ 宮城 ) 14.25.08 14.21.16

3 43 土居森 諒 ドイモリ リョウ ( コモディイイダ 東京 ) 14.25.20 14.25.20

4 131 滝口 諒 タキグチ リョウ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉 ) 14.25.39 14.18.78

5 195 高橋 光晃 タカハシ ミツアキ ( 東京農業大学 群馬 ) 14.25.44 14.14.24

6 190 長田 駿佑 ナガタ シュンスケ ( 東海大学 北海道 ) 14.26.29 14:26.29

7 137 熊谷 拓馬 クマガイ タクマ ( 住友電工 兵庫 ) 14.26.40 14.10.81

8 133 梶谷 優斗 カジタニ ユウト ( 滋賀学園高校 滋賀 ) 14.27.04 14.27.04

9 18 伊原 直斗 イハラ ナオト ( JFEスチール 岡山 ) 14.27.18 14.13.30

10 124 中島 阿廉 ナカシマ アレン ( 黒崎播磨 福岡 ) 14.27.19 14.27.19

11 107 有馬 圭祐 アリマ ケイスケ ( 九電工 福岡 ) 14.27.24 14.24.94

12 95 安藤 大樹 アンドウ ダイキ ( 旭化成 宮崎 ) 14.28.41 14.06.68

13 192 樋田 侑司 トイダ ユウジ ( 東京経済大学 神奈川 ) 14.28.79 14.28.79

14 147 山中 秀真 ヤマナカ シュウマ ( 城西大学 三重 ) 14.28.90 14.28.90

15 115 渡邊 太陽 ワタナベ タイヨウ ( 戸上電機製作所 佐賀 ) 14.29.53 14.29.53

16 67 小島 大明 コジマ ハルアキ ( トヨタ紡織 愛知 ) 14.29.77 14.03.76

17 68 西山 凌平 ニシヤマ リョウヘイ ( トヨタ紡織 愛知 ) 14.29.79 13.57.74

18 138 村本 一樹 ムラモト カズキ ( 住友電工 兵庫 ) 28.33.29 14.04.68

19 148 小笠原 峰士 オガサワラ タカシ ( 神奈川大学 愛媛 ) 28.59.71 14.32.68

20 196 櫻井 亮也 サクライ リョウヤ ( 東京農業大学 愛知 ) 29.02.77 14.34.35

21 19 川平 浩之 カワヒラ ヒロユキ ( JFEスチール 広島 ) 29.08.85 14.09.25

22 149 神林 勇太 カンバヤシ ユウタ ( 青山学院大学 神奈川 ) 29.13.62 13.58.70

23 24 作田 将希 サクダ マサキ ( JR東日本 東京 ) 29.29.52 28.44.74

Target-Time：

Ｋ.ベケレ （エチオピア）

大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

氏名 フリガナ 所属

世界記録（WR）

日本記録（NR）

12.37.35

13.08.40

Printed：2020/6/29/15:47


