
第２戦　深川大会 16:30

女子 3000m　スタートリスト

8.06.11 1993

8.41.35 2020

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 252 川口 桃佳 カワグチ モモカ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 9:07.77 9:07.77

2 253 籔下 明音 ヤブシタ アカネ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 9:13.20 9:04.88

3 88 中村 優希 ナカムラ ユウキ ( パナソニック 神奈川県 ) 9:14.01 9:14.01

4 85 ESTHER Muthoni エスタ ムソニ ( ニトリ 埼玉県 ) 9:15.37 9:09.67

5 164 樺沢 和佳奈 カバサワ ワカナ ( 資生堂 東京都 ) 9:18.86 9:06.47

6 59 町 碧海 マチ マリン ( スズキ 静岡県 ) 9:25.91 9:25.91

7 114 大西 響 オオニシ ヒビキ ( ユニバーサル 千葉県 ) 9:27.24 9:17.85

8 189 長澤 日桜里 ナガサワ ヒオリ ( 積水化学 千葉県 ) 9:27.46 9:27.46

9 86 工藤 日女花 クドウ ヒメカ ( ニトリ 埼玉県 ) 9:29.53 9:19.01

10 132 萩原 柚乃 ハギワラ ユノ ( 岩谷産業 大阪府 ) 9:29.71 0.00649

11 254 前田 梨乃 マエダ リノ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 9:34.49 9:17.73

12 40 小倉 稜央 オグラ リョオ ( エディオン 大阪府 ) 9:34.95 9:24.53

13 128 澤井 風月 サワイ フヅキ ( 宇治山田商高 三重県 ) 9:35.39 9:35.39

14 131 伐栗 夢七 キリクリ ユメナ ( 関西大学 大阪府 ) 9:37.37 9:37.37

15 111 康本 花梨 ヤスモト カリン ( ユニクロ 東京都 ) 9:40.07 9:09.42

16 112 平島 美来 ヒラシマ ミク ( ユニクロ 東京都 ) 9:40.67 9:33.06

17 46 松浦 亜依 マツウラ アイ ( キヤノン 大分県 ) 9:44.65 9:44.65

18 65 下田平 渚 シモタビラ ナギサ ( ダイハツ 大阪府 ) 15:40.30 9:16.70

19 119 藤田 正由加 フジタ マユカ ( ルートインホテルズ 東京都 ) 16:23.60 9:38.53

20 127 石川 苺 イシカワ　イチゴ ( 旭川龍谷高 北海道 ) 9:42.68 9:42.68 主催者推薦枠

21 101 保坂　野恋花 ホサカ ノコカ ( ホクレン 北海道 ) 9:34.06 9:25.35 協賛枠

所属

Target-Time：

世界記録（WR） 王　　軍霞 （中国）

日本記録（NR） 田中　希美 （豊田自動織機TC）

Printed：2021/7/5/15:02



第２戦　深川大会 16:45

女子 5000mB　スタートリスト -16:10

14.06.62 2020

14.53.22 2005

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 196 三池 瑠衣 ミイケ ルイ ( 大阪大 大阪府 ) 16:26.23 16:26.23

2 41 三ツ木 桃香 ミツギ モモカ ( エディオン 大阪府 ) 16:30.54 16:06.45

3 137 金丸 芽生 カネマル メイ ( 宮崎銀行 宮崎県 ) 16:31.10 16:13.16

4 217 近藤 萌江 コンドウ モエ ( 中京学院大 三重県 ) 16:31.59 16:31.59

5 184 木村 桜華 キムラ サクラ ( 城西大 栃木県 ) 16:34.03 16:34.03

6 57 大島 里穂 オオシマ リホ ( しまむら 埼玉県 ) 16:34.58 16:16.59

7 138 新垣 聖那 シンガキ セイナ ( 宮崎銀行 宮崎県 ) 16:35.15 16:35.15

8 185 森尻 真優 モリジリ マユ ( 城西大 群馬県 ) 16:35.94 16:35.94

9 139 黒木 裕子 クロキ ユウコ ( 宮崎銀行 宮崎県 ) 16:37.75 16:35.07

10 116 伊澤 菜々花 イザワ ナナカ ( ユニバーサル 千葉県 ) 16:38.43 15:40.94

11 35 室田 杏子 ムロタ キョウコ ( TOTO 福岡県 ) 16:38.68 16:26.90

12 218 加藤 愛結 カトウ アユミ ( 中京学院大 岐阜県 ) 16:39.12 16:39.12

13 168 倉岡 奈々 クラオカ ナナ ( 鹿児島銀行 鹿児島県 ) 16:39.73 15:31.39

14 199 小海 遥 コカイ ハルカ ( 第一生命グループ 東京都 ) 9:25.51

15 13 太田 琴菜 オオタ コトナ ( ＪＰ日本郵政Ｇ 東京都 ) 9:27.84 15:33.74

16 200 櫻川 響晶 サクラガワ ヒビキ ( 第一生命グループ 東京都 ) 9:31.10 17:04.12

17 36 大坪 沙代 オオツボ サヨ ( TOTO 福岡県 ) 9:34.59 17:01.79

18 66 大森 菜月 オオモリ ナツキ ( ダイハツ 大阪府 ) 9:34.68 15:28.32

19 148 松村 幸栄 マツムラ ユキエ ( 埼玉陸協 埼玉県 ) 9:35.91 15:50.94

20 120 神田 美沙 カンダ ミサ ( ルートインホテルズ 東京都 ) 9:43.27 16:17.67

21 PM6 JEROTICH Winnie ジェロティッチ　ウイニー( 九電工 福岡県 )

所属

Target-Time：

世界記録（WR） L.ギディ （エチオピア）

日本記録（NR） 福士　加代子 （ワコール）

Printed：2021/7/5/15:03



第２戦　深川大会 17:05

男子 5000mC　スタートリスト

12.35.36 2020

13.08.40 2015

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 248 田中 佳祐 タナカ ケイスケ ( 富士通 千葉県 ) 14:10.35 13:40.65

2 219 横田 佳介 ヨコタ ケイスケ ( 中京大 東京都 ) 14:10.49 14:10.49

3 159 山端 哲世 ヤマハタ テッセイ ( 山陽特殊製鋼 兵庫県 ) 14:10.71 14:04.83

4 50 稲田 翔威 イナダ ショウイ ( コモディイイダ 東京都 ) 14:10.97 14:10.97

5 160 熊代 拓也 クマシロ タクヤ ( 山陽特殊製鋼 兵庫県 ) 14:11.25 14:06.09

6 125 内藤 圭太 ナイトウ ケイタ ( 愛知製鋼 愛知県 ) 14:12.05 13:55.26

7 51 青木 雄貴 アオキ ユウキ ( コモディイイダ 東京都 ) 14:12.09 14:12.09

8 178 網本 佳悟 アミモト ケイゴ ( 松浦高 長崎県 ) 14:12.37 14:12.37

9 106 原田 宗広 ハラダ ムネヒロ ( マツダ 広島県 ) 14:12.95 14:12.95

10 130 亀田 仁一路 カメダ ジンイチロウ ( 関西大 兵庫県 ) 14:13.62 14:13.62

11 93 雲井 崚太 クモイ リョウタ ( ひらまつ病院 佐賀県 ) 14:14.30 14:14.30

12 177 難波 皓平 ナンバ コウヘイ ( 小森コーポレーション 茨城県 ) 14:14.50 13:59.33

13 249 下 史典 シモ フミノリ ( 富士通 千葉県 ) 14:15.07 13:54.21

14 215 矢嶋 謙悟 ヤジマ ケンゴ ( 中央発條 愛知県 ) 14:15.09 14:15.09

15 126 秋山 清仁 アキヤマ キヨヒト ( 愛知製鋼 愛知県 ) 14:15.49 14:02.47

16 94 飯野 汰一 イイノ タイチ ( ひらまつ病院 佐賀県 ) 14:15.83 14:15.83

17 251 舩田 圭吾 フナダ ケイゴ ( 武蔵野学院大 山形県 ) 14:17.44 14:17.44

18 142 吉岡 龍一 ヨシオカ リュウイチ ( 九州大 山口県 ) 14:17.74 14:17.74

19 258 梅谷 康太 ウメタニ コウタ ( 流通経済大 千葉県 ) 14:17.79 14:17.79

20 61 富田 遼太郎 トミタ リョウタロウ ( スズキ 静岡県 ) 14:18.32 14:18.32

21 165 鈴木 浩風 スズキ ヒロカゼ ( 自衛隊体育学校 埼玉県 ) 14:18.60 14:18.60

22 31 平田 幸四郎 ヒラタ コウシロウ ( SGホールディングス 京都府 ) 14:19.93 14:16.13

23 95 川谷 勇貴 カワタニ ユウキ ( ひらまつ病院 佐賀県 ) 14:20.94 14:20.94

24 149 白川 大地 シラカワ ダイチ ( 桜美林大 岐阜県 ) 14:22.08 14:22.08

25 220 田村 陸 タムラ リク ( 中京大 愛知県 ) 14:23.18 14:23.18

26 96 片山 拓海 カタヤマ タクミ ( ひらまつ病院 佐賀県 ) 14:23.48 14:23.48

27 140 時岡 宗生 トキオカ ムネオ ( 京都産業大 福井県 ) 14:28.44 14:28.44

28 150 須田 大志 スダ タイシ ( 桜美林大 群馬県 ) 14:29.40 14:29.40

29 141 小嶋 郁依斗 コジマ カイト ( 京都産業大 滋賀県 ) 14:29.41 14:29.41

30 250 青木　涼哉 アオキ リョウヤ ( 武蔵野学院大 群馬県 ) 14:35.86 14:35.86

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｊ.チェプテゲイ （ウガンダ）

日本記録（NR） 大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

Printed：2021/7/5/15:04



第２戦　深川大会 17:30

男子 5000mB　スタートリスト -13:50

12.35.36 2020

13.08.40 2015

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 231 NOAH Kiplimo ノア キプリモ ( 日本薬科大 埼玉県 ) 13:50.42 13:44.71

2 192 PHILIP Mulwa フィリップ ムルワ ( 創価大 東京都 ) 13:51.53 13:37.70

3 91 WORKNEH Derese ワークナー デレセ ( ひらまつ病院 佐賀県 ) 13:52.57 13:52.57

4 259 島﨑 慎愛 シマザキ ヨシノリ ( 國學院大 群馬県 ) 14:00.07 14:00.07

5 100 砂田 晟弥 スナダ セイヤ ( プレス工業 神奈川県 ) 14:00.36 14:00.36

6 205 東海林 宏一 ショウジ コウイチ ( 中央大 山形県 ) 14:01.97 14:01.97

7 151 LAWRENCE Ngure ローレンス グレ ( 札幌学院大 北海道 ) 14:02.62 13:30.57

8 256 神 直之 ジン ナオユキ ( 北星病院 北海道 ) 14:02.85 14:02.85

9 53 荒川 諒丞 アラカワ リョウスケ ( サンベルクス 東京都 ) 14:03.02 14:03.02

10 175 西澤 佳洋 ニシザワ ヨシヒロ ( 小森コーポレーション 茨城県 ) 14:03.60 13:41.29

11 260 木付 琳 キツキ リン ( 國學院大 大分県 ) 14:03.93 14:03.93

12 206 居田 優太 イダ ユウタ ( 中央大 滋賀県 ) 14:04.0 14:04.0

13 207 山平 怜生 ヤマヒラ レイ ( 中央大 宮城県 ) 14:04.18 14:04.18

14 176 橋本 隆光 ハシモト タカミツ ( 小森コーポレーション 茨城県 ) 14:04.80 13:55.25

15 1 川内 優輝 カワウチ ユウキ ( AD損保 東京都 ) 14:04.83 13:58.62

16 208 中野 翔太 ナカノ ショウタ ( 中央大 広島県 ) 14:05.2 14:04.05

17 193 新家 裕太郎 ニイナエ ユウタロウ ( 創価大 大阪府 ) 14:05.82 14:05.82

18 171 熊谷 拓馬 クマガイ タクマ ( 住友電工 兵庫県 ) 14:06.40 14:06.40

19 209 園木 大斗 ソノキ ダイト ( 中央大 熊本県 ) 14:06.56 14:06.56

20 210 井上 大輝 イノウエ ダイキ ( 中央大 兵庫県 ) 14:07.07 14:07.07

21 105 大隅 裕介 オオスミ ユウスケ ( マツダ 広島県 ) 14:07.41 14:05.51

22 45 平 和真 タイラ カズマ ( カネボウ 東京都 ) 14:07.50 13:38.64

23 92 森井 勇磨 モリイ ユウマ ( ひらまつ病院 佐賀県 ) 14:07.55 14:07.55

24 60 杉保 滉太 スギホ コウタ ( スズキ 静岡県 ) 14:07.74 14:07.74

25 194 濱野 将基 ハマノ マサキ ( 創価大 長野県 ) 14:09.39 14:06.76

26 232 中山 雄太 ナカヤマ ユウタ ( 日本薬科大 埼玉県 ) 14:09.61 14:09.61

27 201 杉山 魁声 スギヤマ カイセイ ( 筑波大 千葉県 ) 14:05.09 14:05.09

28 PM2 JOEL Mwaura ジョエル・ムァゥラ ( 黒崎播磨 福岡県 )

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｊ.チェプテゲイ （ウガンダ）

日本記録（NR） 大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

Printed：2021/7/5/15:06



第２戦　深川大会 17:50

男子 10000mC　スタートリスト

26.11.00 2020

27.18.75 2020

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 69 中西 亮貴 ナカニシ リキ ( トーエネック 愛知県 ) 28:51.33 28:51.33

2 108 奈良 凌介 ナラ リョウスケ ( ヤクルト 東京都 ) 28:52.18 28:52.18

3 162 木山 達哉 キヤマ タツヤ ( 山梨学院大 香川県 ) 28:53.03 28:53.03

4 170 岩見 秀哉 イワミ シュウヤ ( 住友電工 兵庫県 ) 28:53.15 28:53.15

5 26 竹ノ内 佳樹 タケノウチ ヨシキ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 28:53.23 28:36.44

6 117 富安 央 トミヤス アキラ ( ラフィネ 東京都 ) 28:53.30 28:49.53

7 213 樋口 大介 ヒグチ ダイスケ ( 中央発條 愛知県 ) 28:53.33 28:53.33

8 202 若林 陽大 ワカバヤシ ハルト ( 中央大 岡山県 ) 28:54.01 28:54.01

9 118 大﨑 遼 オオサキ リョウ ( ラフィネ 東京都 ) 28:54.33 28:54.33

10 98 藤江 千紘 フジエ チヒロ ( プレス工業 神奈川県 ) 28:54.44 28:54.44

11 173 馬場 祐輔 ババ ユウスケ ( 小森コーポレーション 茨城県 ) 28:58.04 28:43.72

12 123 水野 優希 ミズノ ユウキ ( 愛知製鋼 愛知県 ) 28:58.50 28:58.50

13 19 峐下 拓斗 ハゲシタ タクト ( ＮＴＮ 三重県 ) 28:59.34 28:59.34

14 157 吉田 裕晟 ヨシダ ユウセイ ( 三菱重工 長崎県 ) 29:04.66 29:04.66

15 240 服部 翔大 ハットリ ショウタ ( 日立物流 千葉県 ) 29:05.60 28:22.79

16 229 九嶋 恵舜 クシマ ケイシュン ( 東洋大学 宮崎県 ) 29:05.99 29:05.99

17 109 中村 大聖 ナカムラ タイセイ ( ヤクルト 東京都 ) 29:06.08 28:31.65

18 110 堀合 大輔 ホリアイ ダイスケ ( ヤクルト 東京都 ) 29:07.89 29:07.89

19 187 甲斐 翔太 カイ ショウタ ( 西鉄 福岡県 ) 29:10.86 28:29.62

20 28 竹下 凱 タケシタ カイ ( SGホールディングス 京都府 ) 29:13.80 28:46.07

21 6 林 奎介 ハヤシ ケイスケ ( GMOインターネット 東京都 ) 29:14.06 28:40.11

22 227 前田 義弘 マエダ ヨシヒロ ( 東洋大 茨城県 ) 29:14.42 29:14.42

23 146 佐藤 楓馬 サトウ フウマ ( 皇學館大 三重県 ) 29:16.29 29:16.29

24 163 橘田 大河 キッタ タイガ ( 山梨学院大 山梨県 ) 29:18.22 29:18.22

25 15 渡邉 清紘 ワタナベ キヨヒロ ( ＮＤソフト 山形県 ) 29:29.50 29:21.03

26 214 瀬戸 祐希 セト ユウキ ( 中央発條 愛知県 ) 29:29.91 29:17.41

27 43 木津 晶夫 キヅ マサオ ( カネボウ 東京都 ) 13:39.52 28:46.07

28 228 及川 瑠音 オイカワ ルオン ( 東洋大 岩手県 ) 13:58.06 29:36.16

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｊ.チェプテゲイ （ウガンダ）

日本記録（NR） 相澤　　晃 （旭化成）

Printed：2021/7/5/15:08



第２戦　深川大会 18:30

ななつぼし　女子 5000mA　スタートリスト -15:50

14.06.62 2020

14.53.22 2005

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 89 内藤 早紀子 ナイトウ サキコ ( パナソニック 神奈川県 ) 15:50.60 15:39.38

2 133 中野 円花 ナカノ マドカ ( 岩谷産業 大阪府 ) 15:55.37 15:53.32

3 179 藤村 華純 フジムラ カスミ ( 城西大 千葉県 ) 15:55.74 15:55.74

4 113 荘司 麻衣 ショウジ マイ ( ユニクロ 東京都 ) 15:56.05 15:34.73

5 234 小井戸 涼 コイド リョウ ( 日立 茨城県 ) 16:01.99 15:33.61

6 115 白石 由佳子 シライシ ユカコ ( ユニバーサル 千葉県 ) 16:03.59 16:03.59

7 235 佐々木 芽衣 ササキ メイ ( 日立 茨城県 ) 16:05.37 16:05.37

8 134 立山 莉緒 タテヤマ リオ ( 宮崎銀行 宮崎県 ) 16:08.00 16:08.00

9 198 古川 結美 フルカワ ユウミ ( 第一生命グループ 東京都 ) 16:09.04 16:09.04

10 236 佐々木 瑠衣 ササキ ルイ ( 日立 茨城県 ) 16:09.10 16:09.10

11 135 陳内 桃果 ジンナイ モモカ ( 宮崎銀行 宮崎県 ) 16:10.54 16:10.54

12 167 小原 諒子 オバラ リョウコ ( 鹿児島銀行 鹿児島県 ) 16:11.00 16:11.00

13 242 髙野 鈴菜 タカノ スズナ ( 肥後銀行 熊本県 ) 16:11.87 16:03.49

14 243 堤 好伽 ツツミ スミカ ( 肥後銀行 熊本県 ) 16:13.95 16:13.95

15 136 市原 梨花 イチハラ リカ ( 宮崎銀行 宮崎県 ) 16:14.60 16:14.25

16 216 松本 七海 マツモト ナナミ ( 中京学院大 岐阜県 ) 16:15.55 16:15.55

17 87 菅野 杏華 スガノ キョウカ ( ニトリ 埼玉県 ) 16:15.93 16:03.76

18 180 渡辺 光美 ワタナベ ミツミ ( 城西大 千葉県 ) 16:16.81 16:14.98

19 129 磯野 美空 イソノ ミク ( 関西大 香川県 ) 16:18.35 16:18.35

20 255 沼田 未知 ヌマタ ミチ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 16:19.35 15:32.41

21 182 福嶋 摩耶 フクシマ マヤ ( 城西大 神奈川県 ) 16:21.86 15:44.90

22 190 弟子丸 小春 デシマル コハル ( 積水化学 千葉県 ) 16:23.20 16:13.83

23 244 秋山 祐妃 アキヤマ ユウキ ( 肥後銀行 熊本県 ) 16:13.43 16:13.43

24 PM5 Jepngetich Judy ジェプングティチ ジュディ ( 資生堂 東京都 )

所属

Target-Time：

世界記録（WR） L.ギディ （エチオピア）

日本記録（NR） 福士　加代子 （ワコール）

Printed：2021/7/5/15:08



第２戦　深川大会 18:50

男子 5000mA　スタートリスト -13:40

12.35.36 2020

13.08.40 2015

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 10 JACKSON KAVESA ジャクソン カベサ ( Honda 埼玉県 ) 13:22.58 13:22.58

2 75 ALEX Cherono アレックス チェロノ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 13:25.28 13:25.28

3 52 YEGO Evans イエゴ エバンス ( サンベルクス 東京都 ) 13:28.59 13:24.27

4 152 KINYANJUI Patrick キンヤンジュイ パトリック( 札幌山の手高 北海道 ) 13:42.50 13:42.50

5 44 鈴木 祐希 スズキ ユウキ ( カネボウ 東京都 ) 13:42.87 13:42.87

6 246 LOKIR Charles ロキア チャールズ ( 富士通 千葉県 ) 13:44.70 13:44.70

7 144 中村 信一郎 ナカムラ シンイチロウ ( 九電工 福岡県 ) 13:47.36 13:47.31

8 14 其田 健也 ソノタ ケンヤ ( JR東日本 東京都 ) 13:48.12 13:48.12

9 247 横手 健 ヨコテ ケン ( 富士通 千葉県 ) 13:49.03 13:31.35

10 27 石井 優樹 イシイ ユウキ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 13:49.40 13:45.65

11 12 松村 優樹 マツムラ ユウキ ( Honda 埼玉県 ) 13:49.83 13:49.83

12 147 土井 大輔 ドイ ダイスケ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 13:50.97 13:50.97

13 79 志水 佑守 シミズ ユウマ ( トヨタ自動車九州 福岡県 ) 13:51.30 13:51.30

14 103 山本 憲二 ヤマモト ケンジ ( マツダ 広島県 ) 13:52.52 13:52.52

15 224 三ッ星 翔 ミツボシ ショウ ( 中電工 広島県 ) 13:53.06 13:53.06

16 29 戸田 雅稀 トダ マサキ ( SGホールディングス 京都府 ) 13:53.52 13:36.42

17 203 三浦 拓朗 ミウラ タクロウ ( 中央大 兵庫県 ) 13:53.91 13:53.91

18 241 栃木 渡 トチギ ワタル ( 日立物流 千葉県 ) 13:53.97 13:53.97

19 7 森田 歩希 モリタ ホマレ ( GMOインターネット 東京都 ) 13:54.38 13:43.10

20 124 角出 龍哉 スミデ タツヤ ( 愛知製鋼 愛知県 ) 13:55.81 13:55.81

21 204 森 凪也 モリ ナギヤ ( 中央大 福岡県 ) 13:56.74 13:56.74

22 174 小笹 椋 コザサ リョウ ( 小森コーポレーション 茨城県 ) 13:58.22 13:58.22

23 158 藤原 直樹 フジワラ ナオキ ( 山陽特殊製鋼 兵庫県 ) 13:58.48 13:57.38

24 99 高田 凜太郎 タカタ リンタロウ ( プレス工業 神奈川県 ) 13:59.26 13:57.73

25 30 橋爪 孝安 ハシスヅメ タカヤス ( SGホールディングス 京都府 ) 13:59.37 13:52.00

26 104 定方 駿 サダカタ シュン ( マツダ 広島県 ) 13:59.85 13:59.85

27 80 横田 玖磨 ヨコタ キュウマ ( トヨタ自動車九州 福岡県 ) 13:59.86 13:59.86

28 PM1 Rerimoi Vincent　 ライモイ　ヴィンセント ( 国士舘大 東京都 )

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｊ.チェプテゲイ （ウガンダ）

日本記録（NR） 大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

Printed：2021/7/5/15:09



第２戦　深川大会 19:15

男子 10000mB　スタートリスト -28:20

26.11.00 2020

27.18.75 2020

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 49 BENARD Kimani ベナード キマニ ( コモディイイダ 東京都 ) 28:19.38 28:19.38

2 226 LUKA Musembi ルカ ムセンビ ( 東京国際大 埼玉県 ) 28:20.09 28:20.09

3 73 西田 壮志 ニシダ タケシ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:37.37 28:37.37

4 245 潰滝 大記 ツエタキ ヒロノリ ( 富士通 千葉県 ) 28:39.93 28:16.49

5 22 小松 巧弥 コマツ タクミ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 28:40.53 28:24.39

6 17 小森 稜太 コモリ リョウタ ( ＮＴＮ 三重県 ) 28:41.43 28:41.43

7 68 小山 裕太 コヤマ ユウタ ( トーエネック 愛知県 ) 28:42.01 28:42.01

8 18 櫻岡 駿 サクラオカ シュン ( ＮＴＮ 三重県 ) 28:42.07 28:42.07

9 4 下田 裕太 シモダ ユウタ ( GMOインターネット 東京都 ) 28:42.19 28:33.77

10 222 池田 勘汰 イケダ カンタ ( 中国電力 広島県 ) 28:42.84 28:42.84

11 102 臼井 健太 ウスイ ケンタ ( マツダ 広島県 ) 28:43.27 28:43.27

12 156 目良 隼人 メラ ハヤト ( 三菱重工 長崎県 ) 28:44.91 28:40.28

13 23 山本 翔馬 ヤマモト ショウマ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 28:45.19 28:45.19

14 47 蜂須賀 源 ハチスカ ゲン ( コニカミノルタ 東京都 ) 28:45.29 28:05.32

15 42 青木 優 アオキ マサル ( カネボウ 東京都 ) 28:45.53 28:26.27

16 121 藤井 寛之 フジイ ヒロユキ ( 愛三工業 愛知県 ) 28:46.06 28:46.06

17 25 監物 稔浩 ケンモツ トシヒロ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 28:46.31 28:46.31

18 122 中西 玄気 ナカニシ ゲンキ ( 愛三工業 愛知県 ) 28:47.10 28:46.12

19 161 松倉 唯斗 マツクラ ユイト ( 山梨学院大 山梨県 ) 28:46.35 28:46.35

20 32 梶谷 瑠哉 カジタニ リュウヤ ( SUBARU 群馬県 ) 28:48.06 28:39.07

21 74 畔上 和弥 アゼガミ カズヤ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:48.24 28:41.68

22 78 大津 顕杜 オオツ ケント ( トヨタ自動車九州 福岡県 ) 28:48.66 28:39.54

23 5 橋本 崚 ハシモト リョウ ( GMOインターネット 東京都 ) 28:48.93 28:35.37 五輪代表

24 81 河村 知樹 カワムラ トモキ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 28:48.95 28:48.95

25 223 野田 一輝 ノダ カズキ ( 中電工 広島県 ) 28:49.30 28:49.30

26 82 小島 大明 コジマ ハルアキ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 28:50.04 28:46.65

27 107 武田 凜太郎 タケダ リンタロウ ( ヤクルト 東京都 ) 28:50.45 28:35.24

28 83 服部 大暉 ハットリ ダイキ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 28:50.59 28:50.59

29 PM4 LOROT ANDREW ロロット・アンドリュー ( SUBARU 群馬県 )

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｊ.チェプテゲイ （ウガンダ）

日本記録（NR） 相澤　　晃 （旭化成）

Printed：2021/7/5/15:09



第２戦　深川大会 19:50

女子 10000m　スタートリスト -32:45

29.01.03 2021

30.20.44 2020

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 143 加藤 岬 カトウ ミサキ ( 九電工 福岡県 ) 32:13.23 31:59.72

2 62 上田 雪菜 ウエダ ユキナ ( ダイハツ 大阪府 ) 32:38.78 32:38.78

3 63 竹本 香奈子 タケモト カナコ ( ダイハツ 大阪府 ) 33:15.81 33:15.81

4 188 野村 蒼 ノムラ アオイ ( 積水化学 千葉県 ) 33:20.65 33:20.65

5 166 池満 綾乃 イケミツ アヤノ ( 鹿児島銀行 鹿児島県 ) 33:21.15 32:35.93

6 39 山本 明日香 ヤマモト アスカ ( エディオン 大阪府 ) 33:26.17 33:26.17

7 64 水口 瞳 ミズグチ ヒトミ ( ダイハツ 大阪府 ) 33:32.54 32:52.83

8 84 長濱 夕海香 ナガハマ ユミカ ( ニトリ 埼玉県 ) 33:32.89 33:32.89

9 58 湯澤 ほのか ユザワ ホノカ ( スズキ 静岡県 ) 33:36.93 33:36.93

10 197 原田 紋里 ハラダ アヤリ ( 第一生命グループ 東京都 ) 15:41.39 34:11.57

11 195 北川 星瑠 キタガワ ヒカル ( 大阪芸術大 滋賀県 ) 15:53.31 33:49.88

12 233 池田 千晴 イケダ チハル ( 日立 茨城県 ) 16:00.19 32:59.39

13 153 橋本 奈海 ハシモト ナミ ( 三井住友海上 東京都 ) 16:07.80 32:28.28

14 33 石尾 木乃美 イシオ コノミ ( TOTO 福岡県 ) 16:26.99

15 230 黒田 澪 クロダ ミオ ( 日本体育大 熊本県 ) 16:28.55 34:14.31

16 34 黒田 純菜 クロダ スミナ ( TOTO 福岡県 ) 16:29.11 34:08.68

17 PM7 KIPKEMOI Joan キプケモイ ジョアン ( 九電工 福岡県 )

所属

Target-Time：

世界記録（WR） L.ギディ （エチオピア）

日本記録（NR） 新谷　仁美 （積水化学）

Printed：2021/7/5/15:09



第２戦　深川大会 20:30

男子 10000mA　スタートリスト -27:55

26.11.00 2020

27.18.75 2020

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 225 YEGON Vincent イェゴン ヴィンセント ( 東京国際大 埼玉県 ) 27:30.24 27:30.24

2 67 河合 代二 カワイ ダイジ ( トーエネック 愛知県 ) 27:34.86 27:34.86

3 2 KIPKIRUI Victor korir キプキルイ ビクターコリル ( GMOインターネット 東京都 ) 27:52.89 27:52.89

4 20 PATRICKMATHENGE Wambuiパトリックマゼンゲ ワンブィ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 27:56.81 27:44.22

5 8 小山 直城 コヤマ ナオキ ( Honda 埼玉県 ) 28:00.30 28:00.30

6 257 SAMSON Ndirangu サムソン ディランゴ ( 流通経済大 茨城県 ) 28:01.80 28:01.80

7 16 KAMAU Charleskaranja カマウ チャールズカランジャ ( ＮＴＮ 三重県 ) 28:03.56 28:03.56

8 237 永戸 聖 ナガト ショウ ( 日立物流 千葉県 ) 28:07.34 28:07.34

9 76 藤曲 寛人 フジマガリ ヒロト ( トヨタ自動車九州 福岡県 ) 28:10.79 28:10.79

10 77 改木 悠真 カイキ ユウマ ( トヨタ自動車九州 福岡県 ) 28:11.76 28:11.76

11 3 村山 紘太 ムラヤマ コウタ ( GMOインターネット 東京都 ) 28:13.84 27:29.69

12 9 土方 英和 ヒジカタ ヒデカズ ( Honda 埼玉県 ) 28:14.52 28:14.52

13 211 坂田 昌駿 サカタ マサトシ ( 中央発條 愛知県 ) 28:19.27 28:19.27

14 169 村本 一樹 ムラモト カズキ ( 住友電工 兵庫県 ) 28:25.40 28:25.40

15 70 藤本 拓 フジモト タク ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:25.55 28:08.30

16 71 堀尾 謙介 ホリオ ケンスケ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:27.73 28:27.73

17 238 設楽 啓太 シタラ ケイタ ( 日立物流 千葉県 ) 28:28.04 27:51.54

18 37 森山 真伍 モリヤマ シンゴ ( YKK 富山県 ) 28:28.30 28:28.30

19 172 市山 翼 イチヤマ ツバサ ( 小森コーポレーション 茨城県 ) 28:30.90 28:30.90

20 154 定方 俊樹 サダカタ トシキ ( 三菱重工 長崎県 ) 28:31.90 28:31.90

21 72 安井 雄一 ヤスイ ユウイチ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:33.46 28:33.46

22 191 嶋津 雄大 シマヅ ユウダイ ( 創価大 東京都 ) 28:34.40 28:34.40

23 97 橋本 龍一 ハシモト リュウイチ ( プレス工業 神奈川県 ) 28:34.47 28:34.47

24 186 大保 海士 ダイホ カイシ ( 西鉄 福岡県 ) 28:35.02 28:35.02

25 155 山下 一貴 ヤマシタ イチタカ ( 三菱重工 長崎県 ) 28:35.15 28:31.89

26 90 梶原 有高 カジワラ アリタカ ( ひらまつ病院 佐賀県 ) 28:35.62 28:13.42

27 221 山口 和也 ヤマグチ カズヤ ( 中国電力 広島県 ) 28:36.71 28:36.71

28 38 細森 大輔 ホソモリ ダイスケ ( YKK 富山県 ) 28:36.93 28:36.93

29 PM3 WANJIKU Charles kamauワンジク　チャールズカマウ ( 武蔵野学院大 埼玉県 )

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｊ.チェプテゲイ （ウガンダ）

日本記録（NR） 相澤　　晃 （旭化成）

Printed：2021/7/5/15:10


