
第２戦　深川大会 15:00

男子 5000mD　スタートリスト

2004

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 52 竹下 凱 タケシタ カイ ( ＳＧホールディングスグループ 京都 ) 14.06.74 14.03.89

2 200 岩﨑 祐也 イワサキ ユウヤ ( 大阪ガス 大阪 ) 14.07.20 14.07.20

3 167 吉田 亮壱 ヨシダ リョウイチ ( 九電工 福岡 ) 14.07.70 13.55.52

4 96 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

5 214 野田 一貴 ノダ カズキ ( 大塚製薬 徳島 ) 14.08.60 13.58.86

6 276 関口 絢太 セキグチ ケンタ ( 立教大学 東京 ) 14.08.98 14.08.98

7 46 大塚 倭 オオツカ ヤマト ( NTT西日本 大阪 ) 14.09.07 13.48.02

8 65 青木 優 アオキ マサル ( カネボウ 東京 ) 14.09.38 13.46.15

9 219 三浦　 拓朗 ミウラ タクロウ ( 中央大学 兵庫 ) 14.09.55 13.57.04

10 38 上手 慶 カミテ ケイ ( NDソフト 山形 ) 14.09.56 14.09.56

11 71 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

12 72 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

13 68 我那覇 和真 ガナハ カズマ ( コニカミノルタ 東京 ) 14.10.41 13.57.60

14 220 伊東 大翔 イトウ ヒロト ( 中央大学 東京 ) 14.11.01 14.11.01

15 8 山岸 宏貴 ヤマギシ ヒロキ ( GMOインターネットグループ 東京 ) 14.11.15 13.56.97

16 277 服部 凱杏 ハットリ カイシン ( 立教大学 愛知 ) 14.11.18 14.11.18

17 19 大谷 健太 オオタニ ケンタ ( JFEスチール 岡山 ) 14.11.51 13.57.92

18 215 松本 葵 マツモト アオイ ( 大塚製薬 徳島 ) 14.12.56 13.56.18

19 201 中村 涼 ナカムラ リョウ ( 大阪ガス 大阪 ) 14.12.83 14.12.83

20 273 神 直之 ジン ナオユキ ( 北星病院 北海道 ) 14.13.43 14.13.43

21 221 居田 優太 イダ ユウタ ( 中央大学 滋賀 ) 14.13.85 14.13.85

22 175 川元 涼央 カワモト リョオ ( 黒崎播磨 福岡 ) 14.15.14 14.15.14

23 168 有馬 圭祐 アリマ ケイスケ ( 九電工 福岡 ) 14.19.30 14.19.30  PM枠

24 54 口町 亮 クチマチ リョウ ( SUBARU 群馬 ) 14.19.38 13.54.90  PM枠

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：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 15:20

女子 5000mC　スタートリスト

2008

2005

No. 資格記録 自己記録 備考

1 234 大東 優奈 ダイトウ ユウナ ( 天満屋 岡山 ) 16.13.63 16.13.63

2 243 高橋 明日香 タカハシ アスカ ( 日本郵政グループ 東京 ) 16.13.77 16.13.77

3 246 小井戸 涼 コイド リョウ ( 日立 茨城 ) 16.13.84 15.33.61

4 114 吉田 香澄 ヨシダ カスミ ( ニトリ 埼玉 ) 16.13.98 16.13.98

5 203 北川 星瑠 キタガワ ヒカル ( 大阪芸術大学 滋賀 ) 16.14.54 16.14.54

6 247 佐々木 瑠衣 ササキ ルイ ( 日立 茨城 ) 16.14.65 16.14.65

7 139 尾方 星華 オガタ セイカ ( ユニクロ 東京 ) 16.15.37 16.15.37

8 80 大島 里穂 オオシマ リホ ( しまむら 埼玉 ) 16.16.59 16.16.59

9 226 林　 望乃佳 ハヤシ ノノカ ( 中京学院大学 大分 ) 16.17.47 16.17.47

10 115 鈴木 葵 スズキ アオイ ( ニトリ 埼玉 ) 16.18.25 16.18.25

11 204 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

12 81 折笠 有彩 オリカサ アリサ ( しまむら 埼玉 ) 16.21.07 16.21.07

13 82 藤石 佳奈子 フジイシ カナコ ( しまむら 埼玉 ) 16.22.37 15.56.32

14 209 伊藤 舞 イトウ マイ ( 大塚製薬 徳島 ) 16.23.79 15.44.97

15 257 佐々木 芽衣 ササキ メイ ( 日立 茨城 ) 16.25.40 16.24.17

16 123 信櫻 空 シノザクラソラ ( パナソニック 神奈川 ) 16.26.40 16.26.40

17 136 鈴木 翔子 スズキ ショウコ ( ヤマダ電機 群馬 ) 16.26.45 16.06.39

18 60 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

19 205 奧村 純夏 オクムラ スミカ ( 大阪芸術大学 香川 ) 16.27.79 16.21.71

20 61 石尾 木乃美 イシオ コノミ ( エディオン 大阪 ) 16.28.57 16.28.57

21 66 大塚 英梨子 オオツカ エリコ ( キヤノンアスリートクラブ九州 大分 ) 16.31.42 16.31.42 PM枠

所属

Target-Time：

世界記録（WR） 14.11.15 Ｔ.ディババ （エチオピア）

日本記録（NR） 14.53.22 福士　加代子 （ワコール）

氏名 フリガナ

Printed：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 15:45

男子 5000mC　スタートリスト 13.50

2004

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM1 IRUNGU DAVID Ngure イルング　デービッド グレ ( GMOインターネットグループ 東京 ) 13.24.51 13.24.51 PM

2 40 小森 稜太 コモリ リョウタ ( NTN 三重 ) 13.57.87 13.57.87

3 174 細谷 恭平 ホソヤ キョウヘイ ( 黒崎播磨 福岡 ) 13.57.94 13.57.94

4 41 小山 陽平 コヤマ ヨウヘイ ( NTN 三重 ) 13.58.12 13.55.33

5 27 其田 健也 ソノタ ケンヤ ( JR東日本 東京 ) 13.58.50 13.50.14

6 155 髙木 登志夫 タカキ トシオ ( 横浜DeNA 東京 ) 13.58.62 13.53.15

7 193 福田 悠一 フクダ ユウイチ ( 創価大学 鳥取 ) 13.59.86 13.59.86

8 213 國行 麗生 クニユキ レオ ( 大塚製薬 徳島 ) 14.00.96 13.51.42

9 18 斉藤 翔太 サイトウ ショウタ ( JFEスチール 岡山 ) 14.01.05 14.01.05

10 6 下田 裕太 シモダ ユウタ ( GMOインターネットグループ 東京 ) 14.01.10 13.53.45

11 50 林 竜之介 ハヤシ リュウノスケ ( ＳＧホールディングスグループ 京都 ) 14.01.61 13.56.69

12 141 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

13 198 籔下 響大 ヤブシタ キョウタ ( 大阪ガス 大阪 ) 14.02.10 13.56.40

14 64 物江 雄利 モノエ カツトシ ( カネボウ 東京 ) 14.02.20 13.54.38

15 5 橋本 崚 ハシモト リョウ ( GMOインターネットグループ 東京 ) 14.02.42 13.57.91

16 7 林 奎介 ハヤシ ケイスケ ( GMOインターネットグループ 東京 ) 14.02.60 13.57.41

17 95 小山 裕太 コヤマ ユウタ ( トーエネック 愛知 ) 14.02.70 13.55.20

18 109 蟹沢 淳平 カニサワ ジュンペイ ( トヨタ紡織 愛知 ) 14.02.70 13.54.41

19 254 猪浦 舜 イノウラ シュン ( 八千代工業 埼玉 ) 14.02.83 13.55.26

20 14 足羽 純実 アシワ アツミ ( Ｈｏｎｄａ 埼玉 ) 14.02.90 14.01.85

21 222 森 凪也 モリ ナギヤ ( 中央大学 福岡 ) 14.03.36 14.03.36

22 51 飯沼 健太 イイヌマ ケンタ ( ＳＧホールディングスグループ 京都 ) 14.03.70 13.58.68

23 124 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

24 28 米井 翔也 ヨネイ ショウヤ ( JR東日本 東京 ) 14.03.93 14.03.93

25 194 鈴木 大海 スズキ ヒロミ ( 創価大学 神奈川 ) 14.04.33 14.04.33

26 17 堤 悠生 ツツミ ユウセイ ( JFEスチール 広島 ) 14.06.37 14.06.37

27 33 目良 隼人 メラ ハヤト ( MHPS 長崎 ) 14.06.45 13.49.15

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：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 16:15

女子 5000mB　スタートリスト

2008

2005

No. 資格記録 自己記録 備考

1 77 堀江 美里 ホリエ ミサト ( シスメックス 兵庫 ) 15.53.80 15.53.80

2 112 杉浦 穂乃加 スギウラ ホノカ ( ニトリ 埼玉 ) 15.53.82 15.53.82

3 260 平井 見季 ヒライ ミキ ( 肥後銀行 熊本 ) 15.55.77 15.55.77

4 78 鳴瀧 ほのか ナルタキ ホノカ ( シスメックス 兵庫 ) 15.58.38 15.58.38

5 58 安井 絵理奈 ヤスイ エリナ ( エディオン 大阪 ) 15.59.79 15.50.86

6 134 竹地 志帆 タケチ シホ ( ヤマダ電機 群馬 ) 16.02.07 15.29.85

7 86 佐藤 奈々 サトウ ナナ ( スターツ 千葉 ) 16.02.50 15.55.33

8 135 石井 寿美 イシイ ヒサミ ( ヤマダ電機 群馬 ) 16.02.91 15.29.12

9 59 菅野 杏華 スガノ キョウカ ( エディオン 大阪 ) 16.03.76 16.03.76

10 208 棚池 穂乃香 タナイケ ホノカ ( 大塚製薬 徳島 ) 16.04.39 15.49.37

11 89 水口 瞳 ミズグチ ヒトミ ( ダイハツ 大阪 ) 16.08.37 15.53.08

12 242 宇都宮 恵理 ウツノミヤエリ ( 日本郵政グループ 東京 ) 16.08.52 15.42.82

13 55 早川　 可奈子 ハヤカワ カナコ ( TOTO 福岡 ) 16.09.33 16.09.33

14 90 竹本 香奈子 タケモト カナコ ( ダイハツ 大阪 ) 16.10.36 15.58.71

15 113 岡本 奈々依 オカモト ナナヨ ( ニトリ 埼玉 ) 16.10.42 16.06.10

16 87 西野 まほ ニシノ マホ ( スターツ 千葉 ) 16.10.59 16.06.74

17 190 飯島 理子 イイジマ リコ ( 積水化学 千葉 ) 16.13.07 16.13.07

18 245 橋野 玲奈 ハシノ レイナ ( 日立 茨城 ) 16.13.35 16.13.35

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

氏名 フリガナ

Printed：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 16:35

男子 5000mB　スタートリスト 13.45

2004

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM2 JUSTUS SOGET ジャスティス ソゲット ( Ｈｏｎｄａ 埼玉 ) PM

2 63 長谷川 柊 ハセガワ シュウ ( カネボウ 東京 ) 13.46.76 13.46.76

3 173 田村 友佑 タムラ ユウスケ ( 黒崎播磨 福岡 ) 13.46.91 13.46.91

4 108 大池 達也 オオイケ タツヤ ( トヨタ紡織 愛知 ) 13.47.68 13.47.68

5 177 三田 眞司 ミタ シンジ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉 ) 13.47.82 13.47.82

6 74 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

7 225 竹内 颯 タケウチ ハヤテ ( 中央発條 愛知 ) 13.49.12 13.49.12

8 94 中西 亮貴 ナカニシ リキ ( トーエネック 愛知 ) 13.49.74 13.49.74

9 195 坂東 剛 バンドウ 剛 ( 大阪ガス 大阪 ) 13.50.17 13.50.17

10 45 石井 優樹 イシイ ユウキ ( NTT西日本 大阪 ) 13.50.44 13.45.65

11 187 菅原 伊織 スガワラ イオリ ( 城西大学 東京 ) 13.50.99 13.50.99

12 70 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

13 166 高井 和治 タカイ カズハル ( 九電工 福岡 ) 13.52.69 13.39.76

14 4 渡邉 利典 ワタナベ トシノリ ( GMOインターネットグループ 東京 ) 13.52.83 13.52.83

15 3 島貫 温太 シマヌキ アツト ( GMOインターネットグループ 東京 ) 13.53.32 13.53.32

16 16 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

17 152 有村 優樹 アリムラ ユウキ ( 旭化成 宮崎 ) 13.54.32 13.43.20

18 49 千葉 直輝 チバ ナオキ ( ＳＧホールディングスグループ 京都 ) 13.54.47 13.54.47

19 196 辻横 浩輝 ツジヨコ ヒロキ ( 大阪ガス 大阪 ) 13.54.68 13.54.68

20 279 椎野 修羅 シイノ シュラ ( 麗澤大学 愛知 ) 13.54.75 13.54.75

21 185 岩崎 大洋 イワサキ タイヨウ ( 上武大学 群馬 ) 13.55.01 13.55.01

22 218 吉居 大和 ヨシイ ヤマト ( 中央大学 宮城 ) 13.55.10 13.55.10

23 228 藤川 拓也 フジカワ タクヤ ( 中国電力 広島 ) 13.55.42 13.51.40

24 229 山口 和也 ヤマグチ カズヤ ( 中国電力 広島 ) 13.56.67 13.56.67

25 266 中村 大成 ナカムラ タイセイ ( 富士通 千葉 ) 13.57.16 13.57.16

26 83 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

27 34 林田 洋翔 ハヤシダ ヒロト ( MHPS 長崎 ) 14.08.32 14.08.32 PM枠

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：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 17:00

女子 3000mSC　スタートリスト

2018

2008

No. 資格記録 自己記録 備考

1 216 吉村 玲美 ヨシムラ レイミ ( 大東文化大学 神奈川 ) 9.49.30 9.49.30

2 57 石澤 ゆかり イシザワ ユカリ ( エディオン 大阪 ) 9.59.54 9.53.22

3 207 藪田 裕衣 ヤブタ ユイ ( 大塚製薬 徳島 ) 9.59.70 9.58.89

4 188 森 智香子 モリ チカコ ( 積水化学 千葉 ) 10.20.11 9.45.27

5 156 西出 優月 ニシデ ユズ ( 関西外国語大学 大阪 ) 10.23.21 10.23.21

6 183 髙橋 優菜 タカハシ ユウナ ( 順天堂大学 岩手 ) 10.23.61 10.23.61

氏名 フリガナ

世界記録（WR）

日本記録（NR）

8.44.32

9.33.93

所属

Target-Time：

Ｂ.チェプコエチ （ケニア）

早狩　実紀 （京都光華ＡＣ）

Printed：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 17:30

男子 10000mC　スタートリスト 28.40

2005

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM4 YEGON Vincent イェゴン ヴィンセント ( 東京国際大学 埼玉 ) 27.47.76 27.47.76 PM

2 24 大隅 裕介 オオスミ ユウスケ ( JR東日本 東京 ) 28.48.36 28.39.30

3 262 鈴木 健吾 スズキ ケンゴ ( 富士通 千葉 ) 28.48.48 28.30.16

4 102 安井 雄一 ヤスイ ユウイチ ( トヨタ自動車 愛知 ) 28.48.50 28.48.50

5 253 白頭 徹也 ハクトウ テツヤ ( 八千代工業 埼玉 ) 28.49.91 28.49.91

6 36 齋藤 諒 サイトウ リョウ ( NDソフト 山形 ) 28.50.16 28.50.16

7 236 工藤 颯 クドウ ハヤテ ( 東京農業大学 埼玉 ) 28.50.30 28.50.30

8 176 川田 裕也 カワタ ユウヤ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉 ) 28.51.25 28.51.25

9 237 山口 武 ヤマグチ タケル ( 東京農業大学 福岡 ) 28.51.49 28.51.49

10 48 平田 幸四郎 ヒタラ コウシロウ ( ＳＧホールディングスグループ 京都 ) 28.52.31 28.52.31

11 192 右田 綺羅 ミギタ キラ ( 創価大学 熊本 ) 28.52.61 28.52.61

12 278 杉保 滉太 スギホ コウタ ( 麗澤大学 静岡 ) 28.53.19 28.53.19

13 184 原田 宗広 ハラダ ムネヒロ ( 順天堂大学 福岡 ) 28.56.93 28.56.93

14 44 渡邊 力将 ワタナベ リキノブ ( NTT西日本 大阪 ) 28.57.06 28.32.31

15 212 上村 和生 ウエムラ カズキ ( 大塚製薬 徳島 ) 28.57.99 28.35.96

16 25 武藤 健太 ムトウ ケンタ ( JR東日本 東京 ) 28.58.72 28.58.20

17 227 岡本 直己 オカモト ナオキ ( 中国電力 広島 ) 28.58.89 28.05.84

18 69 黒田 雄紀 クロダ ユウキ ( コモディイイダ 東京 ) 28.59.77 28.59.77

19 103 宮脇 千博 ミヤワキ チヒロ ( トヨタ自動車 愛知 ) 27.41.57 強化推薦

20 1 近藤 秀一 コンドウ シュウイチ ( GMOインターネットグループ 東京 ) 13.52.39 29.13.71

21 47 湯澤 舜 ユザワ シュン ( ＳＧホールディングスグループ 京都 ) 13.54.25 29.12.91

22 281 中西 大翔 ナカニシ タイガ ( 國學院大學 石川 ) 13.54.36 29.34.81

23 186 松尾 鴻雅 マツオ コウガ ( 城西大学 青森 ) 13.59.91 29.13.27

24 171 土井 大輔 ドイ ダイスケ ( 黒崎播磨 福岡 ) 14.13.95 14.13.95 PM枠

氏名 フリガナ 所属

Target-Time：

世界記録（WR） 26.17.53 Ｋ.ベケレ （エチオピア）

日本記録（NR） 27.29.69 村山　紘太 （旭化成）

Printed：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 18:10

女子 3000m　スタートリスト

1993

2002

No. 資格記録 自己記録 備考

1 272 田中 希実 タナカ ノゾミ ( 豊田自動織機TC 兵庫 ) 8.48.38 8.48.38

2 267 Hellen Ekarare ヘレン エカラレ ( 豊田自動織機 愛知 ) 8.48.73 8.48.69

3 56 萩谷 楓 ハギタニ カエデ ( エディオン 大阪 ) 9.05.72 9.05.72

4 179 五島 莉乃 ゴシマ リノ ( 資生堂 東京 ) 9.07.46 9.07.46

5 137 吉川 侑美 ヨシカワ ユミ ( ユニクロ 東京 ) 9.09.23 9.09.23

6 180 佐藤 成葉 サトウ ナルハ ( 資生堂 東京 ) 9.14.60 9.14.60

7 240 菅田 雅香 スガタ ミヤカ ( 日本郵政グループ 東京 ) 9.15.41 9.15.41

8 138 荘司 麻衣 ショウジ マイ ( ユニクロ 東京 ) 9.15.53 9.11.15

9 111 工藤 日女花 クドウ ヒメカ ( ニトリ 埼玉 ) 9.19.01 9.19.01

10 161 宮田 梨奈 ミヤタ リナ ( 九電工 福岡 ) 9.22.72 9.22.72

11 140 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

12 127 荻野 実夕 オギノ ミユ ( ヤマダ電機 群馬 ) 9.33.78 9.27.92

13 256 堤 好伽 ツツミ スミカ ( 肥後銀行 熊本 ) 9.34.45 9.34.14

14 75 大庭 結菜 オオバ ユイナ ( シスメックス 兵庫 ) 9.34.81 9.34.81

15 178 Duncan Melissa ダンカン メリッサ ( 資生堂 東京 ) 9.05.45 8.57.37

16 110 TURAKA Esther Muthoniツラカ エスタムソニ ( ニトリ 埼玉 ) 9.10.98 9.10.98

17 128 宮城 亜支亜 ミヤギ エイジア ( ヤマダ電機 群馬 ) 9.34.95 9.18.13

18 76 今枝 紗弥 イマエダ サヤ ( シスメックス 兵庫 ) 9.38.54 9.16.96

19 126 河辺 友依 カワベ ユイ ( ホクレン 北海道 ) 9.24.45  協賛推薦

20 258 髙野 鈴菜 タカノ スズナ ( 肥後銀行 熊本 ) 16.03.49 9.37.18

21 259 本田 絵里香 ホンダ エリカ ( 肥後銀行 熊本 ) 16.21.74 15.54.01

22 125 清水 美穂 シミズ ミホ ( ホクレン 北海道 ) 16.28.17 09.05.39

23 117 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

24 118 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

25 157 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

26 202 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

氏名

世界記録（WR）

日本記録（NR）

8.06.11

8.44.40

フリガナ 所属

Target-Time：

王　　軍霞 （中国）

福士　加代子 （ワコール）

Printed：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 18:25

ゆめぴりか　女子 5000mA　スタートリスト 15.35

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 PM

2 85 MONICAH Rosemary Wanjiru モニカ ローズメリー　ワンジル ( スターツ 千葉 ) 15.19.03 15.08.61

3 189 佐藤 早也伽 サトウ サヤカ ( 積水化学 千葉 ) 15.27.47 15.27.47

4 119 森田 香織 モリタ カオリ ( パナソニック 神奈川 ) 15.30.98 15.21.31

5 120 堀 優花 ホリ ユウカ ( パナソニック 神奈川 ) 15.33.00 15.23.53

6 121 中村 優希 ナカムラ ユウキ ( パナソニック 神奈川 ) 15.34.96 15.34.96

7 241 大西 ひかり オオニシ ヒカリ ( 日本郵政グループ 東京 ) 15.35.63 15.35.63

8 129 筒井 咲帆 ツツイ サキホ ( ヤマダ電機 群馬 ) 15.36.61 15.36.61

9 275 小林 成美 コバヤシ ナルミ ( 名城大学 長野 ) 15.44.76 15.44.76

10 130 西原 加純 ニシハラ カスミ ( ヤマダ電機 群馬 ) 15.46.52 15.20.20

11 131 市川 珠李 イチカワ ジュリ ( ヤマダ電機 群馬 ) 15.46.89 15.46.89

12 122 内藤 早紀子 ナイトウ サキコ ( パナソニック 神奈川 ) 15.46.91 15.39.38

13 269 山本 菜緒 ヤマモト ナオ ( 豊田自動織機 愛知 ) 15.48.19 15.35.34

14 217 原田 紋里 ハラダ アヤリ ( 第一生命グループ 東京 ) 15.48.26 15.48.26

15 162 林田 美咲 ハヤシダ ミサキ ( 九電工 福岡 ) 15.48.31 15.48.31

16 132 田﨑 優理 タサキ ユウリ ( ヤマダ電機 群馬 ) 15.48.95 15.48.95

17 133 清水 真帆 シミズ マホ ( ヤマダ電機 群馬 ) 15.49.02 15.42.49

18 270 籔下 明音 ヤブシタ アカネ ( 豊田自動織機 愛知 ) 15.50.06 15.36.84

19 244 田村 紀薫 タムラ トシカ ( 日立 茨城 ) 15.50.20 15.34.57

20 271 川口 桃佳 カワグチ モモカ ( 豊田自動織機 愛知 ) 15.50.46 15.50.46

21 233 三宅 紗蘭 ミヤケ サラ ( 天満屋 岡山 ) 15.51.84 15.45.86

22 88 竹山 楓菜 タケヤマ カエナ ( ダイハツ 大阪 ) 16.01.50 16.01.50

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：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 18:45

男子 5000mA　スタートリスト 13.35

2004

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM6 ENOCK Omwamba エノック オムワンバ ( MHPS 長崎 ) 13.29.26 13.28.41 PM

2 249 KIMUNYAN YATOR Richard キムニャン リチャード ( 日立物流 千葉 ) 13.09.79 12.59.44

3 107 KEITANY KIPTUM Evans ケイタニー エバンス ( トヨタ紡織 愛知 ) 13.12.65 13.12.65

4 250 NDIKU Jonathan ディク ジョナサン ( 日立物流 千葉 ) 13.20.10 13.11.99

5 263 KIMELI Benard キメリ ベナード ( 富士通 千葉 ) 13.21.48 13.17.65

6 104 田中 秀幸 タナカ ヒデユキ ( トヨタ自動車 愛知 ) 13.22.72 13.22.72

7 172 JOEL Mwaura ジョエル ムァゥラ ( 黒崎播磨 福岡 ) 13.26.01 13.22.13

8 158 MAINA Antony アントニー マイナ ( 興國高校 大阪 ) 13.26.86 13.26.86

9 37 Alexander MUTISO アレクサンダー ムティソ ( NDソフト 山形 ) 13.28.18 13.21.90

10 26 KUIRA Paul ポール クイラ ( JR東日本 東京 ) 13.33.06 13.22.38

11 170 川瀬 翔矢 カワセ ショウヤ ( 皇學館大学 三重 ) 13.36.93 13.36.93

12 264 松枝 博輝 マツエダ ヒロキ ( 富士通 千葉 ) 13.37.37 13.28.61

13 32 的野 遼大 マトノ リョウタ ( MHPS 長崎 ) 13.40.44 13.40.44

14 251 浅岡 満憲 アサオカ ミツノリ ( 日立物流 千葉 ) 13.40.62 13.40.62

15 73 戸田 雅稀 トダ マサキ ( サンベルクス 東京 ) 13.41.37 13.36.42

16 154 湊谷 春紀 ミナトヤ ハルキ ( 横浜DeNA 東京 ) 13.41.61 13.41.61

17 169 田澤 廉 タザワ レン ( 駒澤大学 青森 ) 13.41.82 13.41.82

18 151 茂木 圭次郎 モギ ケイジロウ ( 旭化成 宮崎 ) 13.42.16 13.35.29

19 252 市川 孝徳 イチカワ タカノリ ( 日立物流 千葉 ) 13.43.04 13.28.91

20 2 森田 歩希 モリタ ホマレ ( GMOインターネットグループ 東京 ) 13.43.10 13.43.10

21 197 野中 優志 ノナカ マサシ ( 大阪ガス 大阪 ) 13.43.92 13.43.92

22 62 木津 晶夫 キヅ マサオ ( カネボウ 東京 ) 13.44.30 13.44.30

23 13 JACKSON Kavesa ジャクソン カベサ ( Ｈｏｎｄａ 埼玉 ) 13.45.60 13.45.60  PM枠

24 199 中村 友哉 ナカムラ トモヤ ( 大阪ガス 大阪 ) 13.45.76 13.45.76

25 265 浦野 雄平 ウラノ ユウヘイ ( 富士通 千葉 ) 13.45.94 13.45.94

26 145 中西 玄気 ナカニシ ゲンキ ( 愛三工業 愛知 ) 13.46.23 13.46.23

27 238 佐藤 悠基 サトウ ユウキ ( 日清食品グループ 東京 ) 14.05.20 13.13.60 世界ハーフ

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：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 19:15

男子 10000mB　スタートリスト 28.20

2005

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM7 LEDAMA Wesley レダマ ウェズレイ ( SUBARU 群馬 ) 27.49.67 27.41.12 PM

2 10 小山 直城 コヤマ ナオキ ( Ｈｏｎｄａ 埼玉 ) 28.33.94 28.33.94

3 248 栃木 渡 トチギ ワタル ( 日立物流 千葉 ) 28.34.13 28.19.89

4 22 片西 景 カタニシ ケイ ( JR東日本 東京 ) 28.34.86 28.34.86

5 93 竹内 大地 タケウチ ダイチ ( トーエネック 愛知 ) 28.36.15 28.36.15

6 191 MULUWA Philip フィリップ ムルワ ( 創価大学 東京 ) 28.38.32 28.38.32

7 223 吉岡 幸輝 ヨシオカ コウキ ( 中央発條 愛知 ) 28.38.81 28.38.81

8 31 山下 一貴 ヤマシタ イチタカ ( MHPS 長崎 ) 28.39.70 28.31.89

9 100 山本 修平 ヤマモト シュウヘイ ( トヨタ自動車 愛知 ) 28.41.44 28.14.49

10 11 松村 優樹 マツムラ ユウキ ( Ｈｏｎｄａ 埼玉 ) 28.42.34 28.42.34

11 101 松本 稜 マツモト リョウ ( トヨタ自動車 愛知 ) 28.42.82 28.15.42

12 182 熊谷 拓馬 クマガイ タクマ ( 住友電工 兵庫 ) 28.42.83 28.42.83

13 224 坂田 昌駿 サカタ マサトシ ( 中央発條 愛知 ) 28.44.04 28.44.04

14 261 中村 匠吾 ナカムラ ショウゴ ( 富士通 東京 ) 28.44.06 28.05.79 オリンピック

15 39 横井 裕仁 ヨコイ ヒロヒト ( NTN 三重 ) 28.45.00 28.32.30

16 42 小松 巧弥 コマツ タクミ ( NTT西日本 大阪 ) 28.45.41 28.24.39

17 211 岩佐 壱誠 イワサ イッセイ ( 大塚製薬 徳島 ) 28.46.39 28.46.39

18 280 藤木 宏太 フジキ コウタ ( 國學院大學 北海道 ) 28.46.41 28.46.41

19 23 黒川 翔矢 クロカワ ショウヤ ( JR東日本 東京 ) 28.47.04 28.47.04

20 150 齋藤 椋 サイトウ リョウ ( 旭化成 宮崎 ) 28.47.08 28.47.08

21 43 監物 稔浩 ケンモツ トシヒロ ( NTT西日本 大阪 ) 28.47.27 28.47.27

22 12 土方 英和 ヒジカタ ヒデカズ ( Ｈｏｎｄａ 埼玉 ) 28.47.40 28.44.28

23 146 松村 和樹 マツムラ カズキ ( 愛知製鋼 愛知 ) 28.47.76 28.47.76

24 147 内藤 圭太 ナイトウ ケイタ ( 愛知製鋼 愛知 ) 28.52.76 28.52.76 PM枠

25 210 上門 大祐 ウエカド ダイスケ ( 大塚製薬 徳島 ) 29.07.83 28.48.22  強化競技者

氏名 フリガナ 所属

Target-Time：

世界記録（WR） 26.17.53 Ｋ.ベケレ （エチオピア）

日本記録（NR） 27.29.69 村山　紘太 （旭化成）

Printed：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 19:50

女子 10000m　スタートリスト 31.40

2016

2002

No. 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 PM8 MOKAYA Martha モカヤ マータ ( キヤノンアスリートクラブ九州 大分 ) 32.07.68 32.07.68 PM

2 PM9 CHEPKEMOI Joan キプケモイジョアン ( 九電工 福岡 ) PM

3 142 一山 麻緒 イチヤマ マオ ( ワコール 京都 ) 31.34.56 31.34.56

4 206 福良 郁美 フクラ イクミ ( 大塚製薬 徳島 ) 32.36.90 32.36.90

5 143 安藤 友香 アンドウ ユカ ( ワコール 京都 ) 32.43.18 31.58.71

6 159 加藤 岬 カトウ ミサキ ( 九電工 福岡 ) 32.53.30 31.59.72

7 160 逸木 和香菜 イツキ ワカナ ( 九電工 福岡 ) 33.05.70 32.44.81

8 84 上杉 真穂 ウエスギ マオ ( スターツ 千葉 ) 33.10.82 33.10.82

9 255 猪原 千佳 イハラ チカ ( 肥後銀行 熊本 ) 33.39.95 33.26.64

10 231 前田 穂南 マエダ ホナミ ( 天満屋 岡山 ) 15.35.21 32.13.87

11 144 福士 加代子 フクシ カヨコ ( ワコール 京都 ) 15.47.67 30.51.81

12 230 谷本 観月 タニモト ミヅキ ( 天満屋 岡山 ) 16.20.68 32.18.44 強化競技者

所属

Target-Time：

世界記録（WR） 29.17.45 A.アヤナ （エチオピア）

日本記録（NR） 30.48.89 渋井　陽子 （三井住友海上）

Printed：2020/7/7/20:04



第２戦　深川大会 20:30

男子 10000mA　スタートリスト 28.00

2005

2015

No. 資格記録 自己記録 備考

1 PM10 MACHARIA Ndirangu マチャリア ディラング ( 愛知製鋼 愛知 ) 27.43.34 27.33.55 PM

2 163 KOECH Benard Kibet コエチ べナード　キベット ( 九電工 福岡 ) 27.26.11 27.26.11

3 53 LOROT ANDREW ロロット アンドリュー ( SUBARU 群馬 ) 27.33.21 27.33.21

4 30 CLEOPHAS Kandie クレオファス カンディエ ( MHPS 長崎 ) 27.48.87 27.48.87

5 148 MAGOMA Benuel Mogeni マゴマ ベヌエル　モゲニ ( 旭化成 宮崎 ) 27.51.99 27.51.99

6 20 MUIRU Muthoni ムソニ ムイル ( JR東日本 東京 ) 27.55.44 27.38.05

7 67 DOMINIC Langat ドミニク ランガット ( コニカミノルタ 東京 ) 28.05.98 27.44.27

8 91 河合 代二 カワイ ダイジ ( トーエネック 愛知 ) 28.14.49 28.08.52

9 97 西山 雄介 ニシヤマ ユウスケ ( トヨタ自動車 愛知 ) 28.16.41 28.16.41

10 149 市田 孝 イチダ タカシ ( 旭化成 宮崎 ) 28.18.15 27.53.59

11 98 山藤 篤司 ヤマトウ アツシ ( トヨタ自動車 愛知 ) 28.19.98 28.19.98

12 15 DAN Kiplangat ダン キプランガット ( JFEスチール 広島 ) 28.23.64 28.23.64

13 164 大塚 祥平 オオツカ ショウヘイ ( 九電工 福岡 ) 28.25.42 28.25.42

14 9 伊藤 達彦 イトウ タツヒコ ( Ｈｏｎｄａ 埼玉 ) 28.26.50 28.26.50

15 106 聞谷 賢人 キクタニ ケント ( トヨタ紡織 愛知 ) 28.26.55 28.26.55

16 165 赤﨑 暁 アカサキ アキラ ( 九電工 福岡 ) 28.27.90 28.27.90

17 21 作田 直也 サクダ ナオヤ ( JR東日本 東京 ) 28.28.92 28.28.92

18 35 照井 明人 テルイ アキト ( NDソフト 山形 ) 28.31.13 28.31.13

19 92 髙畑 祐樹 タカハタ ユウキ ( トーエネック 愛知 ) 28.32.39 28.32.39

20 181 村本 一樹 ムラモト カズキ ( 住友電工 兵庫 ) 28.33.29 28.33.29

21 235 MUSEMBI Luka ルカ ムセンビ ( 東京国際大学 埼玉 ) 28.41.92 28.41.92 PM枠

22 29 定方 俊樹 サダカタ トシキ ( MHPS 長崎 ) 28.47.89 28.41.19  強化競技者

23 99 BEDAN KAROKI ビダン カロキ ( トヨタ自動車 愛知 ) 26.52.12 PM枠

Target-Time：

Ｋ.ベケレ （エチオピア）

村山　紘太 （旭化成）

氏名 フリガナ 所属

世界記録（WR）

日本記録（NR）

26.17.53

27.29.69

Printed：2020/7/7/20:04


