
第３戦　網走大会 13:45

女子 800m　スタートリスト

1.53.28 1983

2.00.45 2005

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 196 広田 有紀 ヒロタ ユウキ ( 新潟アルビレックスRC 新潟県 ) 2:04.48 2:04.33

2 340 道下 美槻 ミチシタ ミヅキ ( 立教大 東京都 ) 2:07.28 2:07.28

3 239 川島 実桜 カワシマ ミオ ( 筑波大 愛知県 ) 2:07.83 2:07.83

4 131 平野 綾子 ヒラノ リョウコ ( 関彰商事 茨城県 ) 2:08.34 2:05.16

5 295 朝日 春瑠 アサヒ ハルル ( 日本体育大 静岡県 ) 2:09.44 2:09.44

6 144 陣内 綾子 ジンノウチ アヤコ ( 九電工 福岡県 ) 2:11.33 2:03.37

7 341 河田 実由 カワタ ミュウ ( 立教大 千葉県 ) 2:12.04 2:09.92

8 326 戸井田 美空 トイダ ミク ( 北教大岩見沢校 北海道 ) 2:13.98 2:13.50

所属

Target-Time：

世界記録（WR） J.クラトフビロバ （チェコスロバキア）

日本記録（NR） 杉森　美保 （京セラ）

Printed：2021/7/6/10:44



第３戦　網走大会 13:55

男子 1500mB　スタートリスト

3.26.00 1998

3.37.05 2021

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 268 安倍 優紀 アンバイ マサノリ ( 東海大 福島県 ) 3:46.13 3:46.13

2 344 斎藤 俊輔 サイトウ シュンスケ ( 立教大 神奈川県 ) 3:46.16 3:46.16

3 210 石川 聖也 イシカワ セイヤ ( 川崎市陸協 神奈川県 ) 3:46.24 3:46.24

4 48 荒川 諒丞 アラカワ リョウスケ ( サンベルクス 東京都 ) 3:46.33 3:46.33

5 287 伊藤 健太 イトウ ケンタ ( 東京陸協 東京都 ) 3:46.90 3:46.90

6 145 篠原 倖太朗 シノハラ コウタロウ ( 駒澤大 千葉県 ) 3:46.97 3:46.97

7 211 望月 遥平 モチヅキ ヨウヘイ ( 創価大 静岡県 ) 3:47.07 3:47.07

8 296 廣澤 優斗 ヒロサワ ユウト ( 日本体育大 栃木県 ) 3:47.26 3:47.26

9 146 蓮沼 直希 ハスヌマ ナオキ ( 駒澤大 群馬県 ) 3:47.67 3:47.67

10 159 中嶋 光柾 ナカジマ コウセイ ( 札幌学院大 青森県 ) 3:47.74 3:47.74

11 160 大栁 達哉 オオヤナギ タツヤ ( 札幌学院大 宮城県 ) 3:48.03 3:48.03

12 193 栗原 直央 クリハラ ナオ ( 城西大 東京都 ) 3:48.57 3:48.57

13 175 村本 龍彦 ムラモト タツヒコ ( 山梨学院大 山梨県 ) 3:49.10 3:49.10

14 176 加藤 大成 カトウ タイセイ ( 山梨学院大 愛知県 ) 3:49.30 3:49.30

15 194 林 晃耀 ハヤシ コウヨウ ( 城西大 福島県 ) 3:49.46 3:49.46

16 240 田中 蒼大 タナカ ソウタ ( 筑波大 愛知県 ) 3:49.58 3:49.58

17 209 田村 丈哉 タムラ ジョウヤ ( 千葉陸協 千葉県 ) 3:50.00 3:50.00 協賛枠

18 49 梅谷 健太 ウメタニ ケンタ ( サンベルクス 東京都 ) 3:50.49 3:48.64 PM枠

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｈ.エルゲルージ （モロッコ）

日本記録（NR） 荒井　七海 （Honda）

Printed：2021/7/6/10:44



第３戦　網走大会

ブラインド女子 5000m　スタートリスト

ビブス 氏名 フリガナ
クラ

ス
自己記録 伴走者 備考

1 360 道下　美里 みちした　みさと 三井住友海上 福岡県 T12 18:48.96 志田淳/青山由佳 パラ代表

2 361 西村　千香 にしむら　ちか 岸和田健康クラブ 大阪府 T12 20:00.00 三野貴文

3 362 西島　美保子 にしじま　みほこ JBMA 福井県 T12 20:26.15 宮﨑勇将/山口遥 パラ代表

4 363 井内　菜津美 いのうち　なつみ みずほＦＧ 京都府 T11 20:37.54 高橋未奈子

5 364 藤井　由美子 ふじい　ゆみこ びわこタイマーズ 滋賀県 T12 20:47.48 山領駿/河口恵 パラ代表

6 365 和木　茉奈美 わき　まなみ JBMA 大阪府 T12 22:19.00 落合新

所属

14:05

Target-Time：

T11　WR:17:17.32　　AR:20:37.54　井内菜津美　　NR:20:37.54　井内菜津美

T12　WR:17:50.45　　AR:18:48.96　道下　美里　　NR:18:48.96　道下　美里

 T13　WR:15:07.19　　AR:19:40.42　松本　光代　  NR:19:40.42　松本　光代 

Printed：2021/7/6/10:44



第３戦　網走大会 14:35

ブラインド男子 5000m　スタートリスト

ビブス 氏名 フリガナ
クラ

ス
自己記録 伴走者 備考

1 366 堀越　信司 ホリコシ　タダシ ＮＴＴ西日本 大阪府 T12 14:48.89 ー パラ代表

2 367 唐澤　剣也 カラサワ　ケンヤ 群馬社福事業団 群馬県 T11 15:09.94 茂木洋晃/小林光二 パラ代表

3 368 熊谷　豊 クマガイ　ユタカ 三井住友海上 東京都 T12 15:10.59 ー パラ代表

4 369 和田　伸也 ワダ　シンヤ 長瀬産業 大阪府 T11 15:11.79 長谷部匠/矢嶋謙悟 パラ代表

5 370 高井　俊治 タカイ　トシハル Ｄ２Ｃ 徳島県 T13 15:44.29 ー

Target-Time：

　　　　　　　T11　WR:15:09.94　AR:15:09.94 唐澤剣也　NR:15:09.94 唐澤剣也

　　　　　　　T12　WR:13:53.76　AR:14:48.89 堀越信司　NR:14:48.89 堀越信司

　　　　　　　T13　WR:14:20.69　AR:15:44.29 高井俊治　NR:15:43.75 岡村正広

所属

Printed：2021/7/6/10:44



第３戦　網走大会 15:00

男子 5000mD　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

1 276 入田 優希 イリタ ユウキ ( 東海大 熊本県 ) 14:04.17 14:04.17

2 254 山平 怜生 ヤマヒラ レイ ( 中央大 宮城県 ) 14:04.18 14:04.18

3 30 川内 優輝 カワウチ ユウキ ( AD損保 東京都 ) 14:04.83 13:58.62

4 280 冨永 昌輝 トミナガ マサキ ( 東京国際大 宮崎県 ) 14:05.07 14:05.07

5 219 廣瀨 大貴 ヒロセ ダイキ ( 大阪ガス 大阪府 ) 14:05.09 13:42.59

6 233 上門 大祐 ウエカド ダイスケ ( 大塚製薬 徳島県 ) 14:05.16 14:05.16

7 255 中野 翔太 ナカノ ショウタ ( 中央大 広島県 ) 14:05.2 14:05.2

8 247 松島 匠 マツシマ ショウ ( 中央学院大 群馬県 ) 14:05.23 14:05.23

9 220 今﨑 俊樹 イマザキ トシキ ( 大阪ガス 大阪府 ) 14:06.49 13:57.35

10 256 園木 大斗 ソノキ ダイト ( 中央大 熊本県 ) 14:06.56 14:06.56

11 248 伊藤 秀虎 イトウ ヒデトラ ( 中央学院大 三重県 ) 14:06.66 14:06.66

12 257 井上 大輝 イノウエ ダイキ ( 中央大 兵庫県 ) 14:07.07 14:07.07

13 153 清水 拓哉 シミズ タクヤ ( 慶應義塾大 神奈川県 ) 14:07.21 14:07.21

14 37 平 和真 タイラ カズマ ( カネボウ 東京都 ) 14:07.50 13:36.64

15 212 吉田 悠良 ヨシダ ユラ ( 創価大 宮城県 ) 14:08.32 14:08.32

16 127 安藤 大樹 アンドウ ダイキ ( 旭化成 宮崎県 ) 14:10.16 14:06.68

17 283 麓 逸希 フモト イツキ ( 東京国際大 熊本県 ) 14:10.29 14:10.29

18 249 吉田 光汰 ヨシダ コウタ ( 中央学院大 千葉県 ) 14:10.39 14:10.39

19 46 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

20 321 田中 登馬 タナカ トウマ ( 豊川高 愛知県 ) 14:11.80 14:11.80

21 47 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

22 241 福谷 颯太 フクタニ ソウタ ( 筑波大 東京都 ) 14:12.37 14:12.37

23 281 川端 拳史 カワバタ ケンシ ( 東京国際大 兵庫県 ) 14:13.09 14:13.09

24 198 加藤 平 カトウ タイラ ( 新電元工業 埼玉県 ) 14:13.47 14:13.47

25 316 太田黒 卓 オオタグロ スグル ( 八千代工業 埼玉県 ) 14:15.27 14:06.22

26 213 桑田 大輔 クワタ ダイスケ ( 創価大 鳥取県 ) 14:16.07 14:16.07

27 345 内田 賢利 ウチダ ケント ( 立教大 東京都 ) 14:16.23 14:16.23

28 23 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

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：2021/7/6/10:45



第３戦　網走大会 15:20

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

1 298 樋口 翔太 ヒグチ ショウタ ( 日本大 栃木県 ) 13:57.23 13:57.23

2 264 岡原 仁志 オカハラ ヒトシ ( 中電工 広島県 ) 13:57.23 13:57.23

3 216 辻横 浩輝 ツジヨコ ヒロキ ( 大阪ガス 大阪府 ) 13:57.45 13:54.68

4 86 山田 滉介 ヤマダ コウスケ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 13:57.67 13:57.67

5 243 吉田 礼志 ヨシダ レイシ ( 中央学院大 千葉県 ) 13:57.83 13:57.83

6 273 松尾 昂来 マツオ コウキ ( 東海大 兵庫県 ) 13:57.91 13:57.91

7 274 竹村 拓真 タケムラ タクマ ( 東海大 秋田県 ) 13:58.29 13:58.29

8 62 加井 虎造 カイ トラゾウ ( スズキ 静岡県 ) 13:58.62 13:58.62

9 231 清水 颯大 シミズ ソウダイ ( 大塚製薬 徳島県 ) 13:58.68 13:51.15

10 313 吉原 遼太郎 ヨシハラ リョウタロウ ( 八千代工業 埼玉県 ) 13:59.13 13:59.13

11 154 北村 宙夢 キタムラ ヒロム ( 戸上電機製作所 佐賀県 ) 13:59.29 13:59.29

12 203 小原 響 オバラ ヒビキ ( 青山学院大 宮城県 ) 13:59.31 13:59.31

13 232 上村 和生 ウエムラ カズキ ( 大塚製薬 徳島県 ) 13:59.85 13:57.17

14 217 岩﨑 祐也 イワサキ ユウヤ ( 大阪ガス 大阪府 ) 14:00.44 14:00.44

15 244 川田 啓仁 カワダ アキヒト ( 中央学院大 埼玉県 ) 14:00.51 14:00.51

16 51 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ ( サン工業 長野県 ) 14:00.53 13:44.65

17 314 山本 竜也 ヤマモト タツヤ ( 八千代工業 埼玉県 ) 14:00.79 14:00.79

18 289 桑山 楓矢 クワヤマ フウヤ ( 東京陸協 東京都 ) 14:00.83 14:00.83

19 275 神薗 竜馬 カミゾノ リョウマ ( 東海大 鹿児島県 ) 14:01.45 14:01.45

20 245 堀田 晟礼 ホッタ セイア ( 中央学院大 熊本県 ) 14:01.67 14:01.67

21 252 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

22 161 LAWRENCE Ngure ローレンス グレ ( 札幌学院大 北海道 ) 14:02.62 13:30.57

23 327 神 直之 ジン ナオユキ ( 北星病院 北海道 ) 14:02.85 14:02.85

24 63 藤村 共広 フジムラ トモヒロ ( スズキ 静岡県 ) 14:03.27 14:03.27

25 218 辻村 公佑 ツジムラ コウスケ ( 大阪ガス 大阪府 ) 14:03.35 14:03.35

26 315 真船 恭輔 マフネ キョウスケ ( 八千代工業 埼玉県 ) 14:03.41 14:03.41

27 204 白石 光星 シライシ コウセイ ( 青山学院大 東京都 ) 14:03.59 14:03.59

28 253 居田 優太 イダ ユウタ ( 中央大 滋賀県 ) 14:04.0 14:04.0

29 188 茂木 亮太 モテギ リョウタ ( 住友電工 兵庫県 ) 14:04.08 13:53.46

30 246 松井 尚希 マツイ ナオキ ( 中央学院大 埼玉県 ) 14:04.11 14:04.11

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：2021/7/6/10:45



第３戦　網走大会 15:40

男子 1500mA　スタートリスト

3.26.00 1998

3.37.05 2021

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 2 館澤 亨次 タテザワ リョウジ ( DeNA 東京都 ) 3:40.73 3:40.49

2 115 田母神 一喜 タモガミ カズヨシ ( 阿見AC 茨城県 ) 3:41.36 3:40.66

3 116 楠 康成 クス ヤスナリ ( 阿見AC 茨城県 ) 3:41.39 3:41.27

4 117 飯島 陸斗 イイジマ リクト ( 阿見AC 茨城県 ) 3:41.54 3:41.54

5 336 佐久間 秀徳 サクマ ヒデノリ ( 明治大 東京都 ) 3:42.57 3:42.57

6 342 服部 凱杏 ハットリ カイシン ( 立教大 愛知県 ) 3:43.02 3:43.02

7 18 千葉 直輝 チバ ナオキ ( SGホールディングス 京都府 ) 3:44.16 3:44.16

8 343 ミラー千本 真章 ミラーチモト マックス ( 立教大 埼玉県 ) 3:44.30 3:44.30

9 337 馬場 勇一郎 ババ ユウイチロウ ( 明治大 愛知県 ) 3:44.82 3:44.82

10 8 青木 涼真 アオキ リョウマ ( Honda 埼玉県 ) 3:44.85 3:44.85 五輪代表

11 229 秦 将吾 ハタ ショウゴ ( 大塚製薬 徳島県 ) 3:44.92 3:42.01

12 338 杉本 龍陽 スギモト リュウキ ( 明治大 北海道 ) 3:45.12 3:45.12

13 251 金子 魅玖人 カネコ ミクト ( 中央大 千葉県 ) 3:45.29 3:45.29

14 13 石井 優樹 イシイ ユウキ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 3:45.30 3:45.30

15 PM5 瀬戸口 大地 セトグチ ダイチ ( アースグロー 佐賀県 ) 3:53.89 3:52.68

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｈ.エルゲルージ （モロッコ）

日本記録（NR） 荒井　七海 （Honda）

Printed：2021/7/6/10:45



第３戦　網走大会 15:55

女子 3000mSC　スタートリスト

8.44.32 2018

9.33.93 2008

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 132 西出 優月 ニシデ ユズ ( 関西外国語大 大阪府 ) 9:55.01 9:55.01

2 140 堀尾 咲月 ホリオ サツキ ( 京都産業大 奈良県 ) 10:27.03 10:23.23

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｂ.チェプコエチ （ケニア）

日本記録（NR） 早狩　実紀 （京都光華ＡＣ）

Printed：2021/7/6/10:46



第３戦　網走大会 16:15

男子 3000mSC　スタートリスト

7.53.63 2004

8.15.99 2021

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 19 阪口 竜平 サカグチ リョウヘイ ( SGホールディングス 京都府 ) 8:23.93 8:23.93

2 91 滋野 聖也 シゲノ セイヤ ( プレス工業 神奈川県 ) 8:31.88 8:31.88

3 124 荻野 太成 オギノ タイセイ ( 旭化成 宮崎県 ) 8:34.11 8:34.11

4 173 篠藤 淳 シノトウ ジュン ( 山陽特殊製鋼 兵庫県 ) 8:37.36 8:32.89

5 230 松本 葵 マツモト アオイ ( 大塚製薬 徳島県 ) 8:43.37 8:30.49

6 157 小田部 真也 コタベ シンヤ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 8:52.11 8:52.11

7 177 中込 空 ナカゴミ ソラ ( 山梨学院大 山梨県 ) 8:52.13 8:52.13

8 114 佐藤 颯 サトウ ハヤテ ( 亜細亜大 北海道 ) 8:53.22 8:53.22

所属

Target-Time：

世界記録（WR） S.S.シャヒーン （カタール）

日本記録（NR） 三浦　龍司 （順天堂大）

Printed：2021/7/6/10:46



第３戦　網走大会 16:35

女子 5000mB　スタートリスト

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 56 永岡 真衣 ナガオカ マイ ( シスメックス 兵庫県 ) 16:10.73 15:51.49

2 284 川田 愛佳 カワタ マナカ ( 東京農業大 山形県 ) 16:10.88 16:10.88

3 303 土井 葉月 ドイ ハヅキ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 16:14.41 16:14.41

4 222 室伏 香音 ムロフシ カノン ( 大阪学院大 静岡県 ) 16:15.69 16:15.69

5 334 井上 葉南 イノウエ ハナ ( 名城大 愛知県 ) 16:17.19 16:07.99

6 113 柴田 来夢 シバタ ラム ( ワコール 京都府 ) 16:18.00 16:18.00

7 305 花野 桃子 ハナノ モモコ ( 日立 茨城県 ) 16:19.76 16:03.44

8 238 樫原 沙紀 カタギハラ サキ ( 筑波大 広島県 ) 16:20.16 16:20.16

9 304 高橋 明日香 タカハシ アスカ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 16:21.95 16:13.77

10 335 谷本 七星 タニモト ナナセ ( 名城大 広島県 ) 16:23.04 16:23.04

11 109 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 16:22.05

12 133 山岸 みなみ ヤマギシ ミナミ ( 関西外国語大 新潟県 ) 16:23.76 16:23.76

13 44 久保倉 実里 クボクラ ミサト ( コモディイイダ 東京都 ) 16:25.22 16:25.22

14 28 石尾 木乃美 イシオ コノミ ( TOTO 福岡県 ) 16:26.99 16:26.99

15 58 今井 優 イマイ ユウ ( しまむら 埼玉県 ) 16:28.06 16:18.09

16 236 今井 彩月 イマイ サツキ ( 大東文化大 埼玉県 ) 16:28.49 16:28.49

17 294 黒田 澪 クロダ ミオ ( 日本体育大 熊本県 ) 16:28.55 16:28.55

18 223 小林 舞妃留 コバヤシ マヒル ( 大阪学院大 大阪府 ) 16:29.18 16:29.18

19 224 加藤 詩帆加 カトウ シホカ ( 大阪学院大 静岡県 ) 16:29.50 16:18.48

20 59 今村 咲織 イマムラ サオリ ( しまむら 埼玉県 ) 16:30.18 16:03.50

21 60 渡邉 唯 ワタナベ ユイ ( しまむら 埼玉県 ) 16:31.35 16:31.35

22 183 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

23 135 萩原 柚乃 ハギワラ ユノ ( 岩谷産業 大阪府 ) 9:29.71

24 110 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

25 29 黒田 純菜 クロダ スミナ ( TOTO 福岡県 ) 16:29.11 15:50.21

26 92 清水 美穂 シミズ ミホ ( ホクレン 北海道 ) 16.18.23 15:34.22

27 45 関野 茜 セキノ アカネ ( コモディイイダ 東京都 ) 17:04.65 15:49.23 PM枠

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：2021/7/6/10:46



第３戦　網走大会 16:55

男子 5000mB　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

1 339 JONSON Mugeni ジョンソン モゲニ ( 遊学館高 石川県 ) 13:40.27 13:40.27

2 21 EDWIN Kipkemoi エドウィン キプケモイ ( SGホールディングス 京都府 ) 13:46.53 13:46.53

3 61 大石 巧 オオイシ タクミ ( スズキ 静岡県 ) 13:48.92 13:48.92

4 348 椎野 修羅 シイノ シュラ ( 麗澤大 愛知県 ) 13:49.04 13:49.04

5 94 髙久 龍 タカク リュウ ( ヤクルト 東京都 ) 13:49.59 13:49.59

6 169 山下 一貴 ヤマシタ イチタカ ( 三菱重工 長崎県 ) 13:49.77 13:49.77

7 84 西山 凌平 ニシヤマ リョウヘイ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 13:49.84 13:49.84

8 120 山田 泰史 ヤマダ タイシ ( 愛知製鋼 愛知県 ) 13:50.34 13:50.34

9 85 蟹沢 淳平 カニサワ ジュンペイ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 13:50.73 13:50.73

10 150 花尾 恭輔 ハナオ キョウスケ ( 駒澤大 長崎県 ) 13:51.89 13:51.89

11 90 上田 結也 ウエダ ユウヤ ( ひらまつ病院 佐賀県 ) 13:52.57 13:52.57

12 170 目良 隼人 メラ ハヤト ( 三菱重工 長崎県 ) 13:52.65 13:49.15

13 277 喜早 駿介 キソウ シュンスケ ( 東海大 宮城県 ) 13:53.42 13:53.42

14 171 吉岡 遼人 ヨシオカ リョウト ( 三菱重工 長崎県 ) 13:53.62 13:53.52

15 11 原 法利 ハラ ノリトシ ( Honda 埼玉県 ) 13:53.74 13:53.74

16 172 吉田 裕晟 ヨシダ ユウセイ ( 三菱重工 長崎県 ) 13:54.04 13:54.04

17 27 川田 裕也 カワタ ユウヤ ( SUBARU 群馬県 ) 13:54.26 13:54.26

18 271 長田 駿佑 ナガタ シュンスケ ( 東海大 北海道 ) 13:54.35 13:54.35

19 158 吉元 真司 ヨシモト シンジ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 13:54.41 13:52.94

20 272 溝口 仁 ミゾグチ ジン ( 東海大 長崎県 ) 13:54.58 13:54.58

21 263 二岡 康平 フタオカ コウヘイ ( 中電工 広島県 ) 13:54.63 13:54.63

22 126 今井 崇人 イマイ タカト ( 旭化成 宮崎県 ) 13:54.81 13:50.10

23 197 小林 航央 コバヤシ コオウ ( 新電元工業 埼玉県 ) 13:55.17 13:55.17

24 207 BONFACE Muteti ボニフェス ムテチ ( 仙台育英高 宮城県 ) 13:55.41 13:55.41

25 202 太田 蒼生 オオタ アオイ ( 青山学院大 福岡県 ) 13:55.74 13:55.74

26 151 山野 力 ヤマノ チカラ ( 駒澤大 山口県 ) 13:55.92 13:55.92

27 152 赤津 勇進 アカツ ユウシン ( 駒澤大 茨城県 ) 13:56.37 13:56.37

28 22 三上 嵩斗 ミカミ シュウト ( SGホールディングス 京都府 ) 13:56.79 13:47.26

29 187 永山 博基 ナガヤマ ヒロキ ( 住友電工 兵庫県 ) 13:56.80 13:56.80

30 297 松岡 竜矢 マツオカ タツヤ ( 日本大 新潟県 ) 13:56.80 13:56.80

31 PM7 SIMON Musio サイモン ムシオ ( 中央発條 愛知県 )

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：2021/7/6/10:46



第３戦　網走大会 17:15

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

1 324 田中 希実 タナカ ノゾミ ( 豊田織機TC 兵庫県 ) 8:41.35 8:41.35 五輪代表

2 300 廣中 璃梨佳 ヒロナカ リリカ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 8:52.80 8:52.80 五輪代表

3 142 KIPKEMOI Joan キプケモイ ジョアン ( 九電工 福岡県 ) 8:57.20 8:57.20

4 143 JEROTICH Winnie ジェロティッチ ウイニー ( 九電工 福岡県 ) 8:57.86 8:57.86

5 103 KARIUKI Naomi muthoniカリウキ ナオミムッソーニ ( ユニバーサル 千葉県 ) 8:59.88 8:55.69

6 301 三原 梓 ミハラ アズサ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 9:02.86 9:02.86

7 138 AGNES Mwikali アグネス ムカリ ( 京セラ 鹿児島県 ) 9:04.25 8:52.22

8 205 佐藤 早也伽 サトウ サヤカ ( 積水化学 千葉県 ) 9:05.75 9:05.77

9 139 兼友 良夏 カネトモ カズナ ( 京セラ 鹿児島県 ) 9:06.08 9:06.08

10 52 田﨑 優理 タサキ ユウリ ( シスメックス 兵庫県 ) 9:06.98 9:06.98

11 164 黒川 円佳 クロカワ マドカ ( 三井住友海上 東京都 ) 9:07.09 09:07.09

12 38 MOKAYA Martha モカヤ マータ ( キヤノン 大分県 ) 9:07.44 8:49.20

13 178 木村 友香 キムラ トモカ ( 資生堂 東京都 ) 9:08.74 8:55.14

14 330 和田 有菜 ワダ ユナ ( 名城大 長野県 ) 9:09.35 9:00.50 学連推薦

15 292 山﨑 りさ ヤマザキ リサ ( 日本体育大 千葉県 ) 9:09.64 9:09.64 学連推薦

16 53 西原 加純 ニシハラ カスミ ( シスメックス 兵庫県 ) 9:10.40 9:08.50

17 179 木之下 沙椰 キノシタ サヤ ( 資生堂 東京都 ) 9:10.70 9:10.70

18 96 清水 真帆 シミズ マホ ( ヤマダホールディングス 群馬県 ) 9:12.47 9:09.19

19 346 村松 結 ムラマツ ユウ ( 立命館宇治高 京都府 ) 9:12.96 9:12.96

20 226 藪田 裕衣 ヤブタ ユイ ( 大塚製薬 徳島県 ) 9:13.16 9:13.16

21 88 渡邊 菜々美 ワタナベ ナナミ ( パナソニック 神奈川県 ) 9:13.81 9:05.03

22 302 小坂井 智絵 コサカイ チカ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 9:13.86 9:13.86

23 237 不破 聖衣来 フワ セイラ ( 拓殖大 群馬県 ) 9:16.05 9:13.45 学連推薦

24 97 星野 輝麗 ホシノ ルル ( ヤマダホールディングス 群馬県 ) 9:16.49 9:16.49

25 104 髙木 結加 タカキ ユイカ ( ユニバーサル 千葉県 ) 9:18.72 9:18.72

26 347 瀨川 藍 セガワ アイ ( 立命館宇治高 京都府 ) 9:20.14 9:20.14

27 121 山中 柚乃 ヤマナカ ユノ ( 愛媛銀行 愛媛県 ) 9:23.61 9:23.61 五輪代表

28 331 髙松 智美ムセンビ タカマツ トモミムセンビ ( 名城大 大阪府 ) 9:26.24 8:58.63 学連推薦

29 332 山本 有真 ヤマモト ユマ ( 名城大 愛知県 ) 9:05.10 9:05.10 学連推薦

30 PM1 Mbire Cynthia バイレ シンシア ( 日立 茨城県 )

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：2021/7/6/10:47



第３戦　網走大会 17:35

ななつぼし　女子 5000mA　スタートリスト

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

1 165 KAMAU Tabithanjeri カマウ タビタジェリ ( 三井住友海上 東京都 ) 15:09.63 15:08.77

2 206 森 智香子 モリ チカコ ( 積水化学 千葉県 ) 15:42.00 15:42.00

3 333 増渕 祐香 マスブチ ユウカ ( 名城大 東京都 ) 15:42.02 15:42.02

4 99 OMARE Dolphine nyaboke オマレ ドルフィンニャボケ ( ユーエスイー陸上クラブ 東京都 ) 15:42.05 15:16.80

5 98 石井 寿美 イシイ ヒサミ ( ヤマダホールディングス 群馬県 ) 15:42.76 15:29.12

6 180 佐藤 成葉 サトウ ナルハ ( 資生堂 東京都 ) 15:43.94 15:27.80

7 64 佐藤 奈々 サトウ ナナ ( スターツ 千葉県 ) 15:44.11 15:44.11

8 106 青山 瑠衣 アオヤマ ルイ ( ユニバーサル 千葉県 ) 15:46.68 15:31.37

9 33 石澤 ゆかり イシザワ ユカリ ( エディオン 大阪府 ) 15:49.87 15:41.01

10 267 谷本 観月 タニモト ミヅキ ( 天満屋 岡山県 ) 15:51.90 15:46.40

11 70 川北 陽菜 カワキタ ヒナ ( デンソー 三重県 ) 15:53.92 15:53.92

12 71 池内 彩乃 イケウチ アヤノ ( デンソー 三重県 ) 15:54.00 15:46.74

13 107 猿見田 裕香 サルミダ ユカ ( ユニバーサル 千葉県 ) 15:56.94 15:56.94

14 72 松本 夢佳 マツモト ユウカ ( デンソー 三重県 ) 15:59.22 15:59.22

15 73 松田 杏奈 マツダ アンナ ( デンソー 三重県 ) 15:59.56 15:35.13

16 293 赤堀 かりん アカホリ カリン ( 日本体育大 静岡県 ) 16:00.59 16:00.59

17 39 大塚 英梨子 オオツカ エリコ ( キヤノン 大分県 ) 16:01.50 16:01.50

18 65 上杉 真穂 ウエスギ マオ ( スターツ 千葉県 ) 16:02.80 16:02.80

19 74 小泉 直子 コイズミ ナオコ ( デンソー 三重県 ) 16:04.21 15:36.90

20 221 永長 里緒 エイナガ リオ ( 大阪学院大 大阪府 ) 16:04.41 16:04.41

21 54 鳴瀧 ほのか ナルタキ ホノカ ( シスメックス 兵庫県 ) 16:05.01 15:58.28

22 55 堀江 美里 ホリエ ミサト ( シスメックス 兵庫県 ) 16:05.19 15:53.80

23 101 尾方 星華 オガタ セイカ ( ユニクロ 東京都 ) 16:05.31 16:05.31

24 227 伊藤 舞 イトウ マイ ( 大塚製薬 徳島県 ) 16:06.21 15:44.97

25 112 井手 彩乃 イデ アヤノ ( ワコール 京都府 ) 16:06.60 16:06.60

26 67 竹本 香奈子 タケモト カナコ ( ダイハツ 大阪府 ) 16:06.96 15:58.71

27 235 鈴木 優花 スズキ ユウカ ( 大東文化大 秋田県 ) 16:08.30 15:37.71

28 PM2 MAGARET Akidor マーガレット アキドル ( コモディイイダ 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：2021/7/6/10:47



第３戦　網走大会 17:55

男子 5000mA　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 20 ANTIPAS Kibet アンティパス キベット ( SGホールディングス 京都府 ) 13:18.59 13:18.59

2 43 DOMINIC Langat ドミニク ランガット ( コニカミノルタ 東京都 ) 13:22.42 13:20.25

3 125 MAGOMA BENUEL MOGENIマゴマ ベヌエル・モゲニ ( 旭化成 宮崎県 ) 13:25.29 13:25.29

4 214 EMMANUEL Kipchirchir イマヌエル キプチルチル ( 倉敷高 岡山県 ) 13:33.40 13:33.40

5 9 伊藤 達彦 イトウ タツヒコ ( Honda 埼玉県 ) 13:33.97 13:33.97 五輪代表

6 262 DONALD Mitei ドナルド ミティ ( 中電工 広島県 ) 13:34.67 13:34.67

7 167 的野 遼大 マトノ リョウタ ( 三菱重工 長崎県 ) 13:35.63 13:35.63

8 184 吉田 圭太 ヨシダ ケイタ ( 住友電工 兵庫県 ) 13:37.34 13:37.34

9 79 青木 祐人 アオキ ユウト ( トヨタ自動車 愛知県 ) 13:38.05 13:38.05

10 147 唐澤 拓海 カラサワ タクミ ( 駒澤大 埼玉県 ) 13:40.90 13:40.90

11 195 砂岡 拓磨 スナオカ タクマ ( 城西大 埼玉県 ) 13:41.11 13:41.11

12 312 丸山 竜也 マルヤマ タツヤ ( 八千代工業 埼玉県 ) 13:41.20 13:41.20

13 199 若林 宏樹 ワカバヤシ ヒロキ ( 青山学院大 京都府 ) 13:41.32 13:41.32

14 10 小袖 英人 コソデ ヒデト ( Honda 埼玉県 ) 13:41.69 13:41.69

15 148 鈴木 芽吹 スズキ メブキ ( 駒澤大 長野県 ) 13:43.07 13:43.07

16 311 前田 将太 マエダ ショウタ ( 日立物流 千葉県 ) 13:43.12 13:43.12

17 83 大池 達也 オオイケ タツヤ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 13:43.46 13:43.46

18 185 加藤 淳 カトウ アツシ ( 住友電工 兵庫県 ) 13:43.61 13:43.61

19 200 鶴川 正也 ツルカワ マサヤ ( 青山学院大 熊本県 ) 13:43.96 13:43.96

20 80 堀尾 謙介 ホリオ ケンスケ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 13:44.37 13:33.51

21 269 市村 朋樹 イチムラ トモキ ( 東海大 埼玉県 ) 13:45.20 13:45.20

22 26 清水 歓太 シミズ カンタ ( SUBARU 群馬県 ) 13:45.56 13:45.56

23 50 岡本 雄大 オカモト ユウダイ ( サンベルクス 東京都 ) 13:46.12 13:38.56

24 36 矢野 圭吾 ヤノ ケイゴ ( カネボウ 東京都 ) 13:47.38 13:47.38

25 168 定方 俊樹 サダカタ トシキ ( 三菱重工 長崎県 ) 13:47.84 13:47.84

26 149 佐藤 条二 サトウ ジョウジ ( 駒澤大 千葉県 ) 13:47.86 13:47.86

27 186 阿部 弘輝 アベ ヒロキ ( 住友電工 兵庫県 ) 13:48.31 13:42.46

28 270 徳丸 寛太 トクマル カンタ ( 東海大 神奈川県 ) 13:48.59 13:48.59

29 201 野村 昭夢 ノムラ アキム ( 青山学院大 鹿児島県 ) 13:48.83 13:48.83

30 PM6 JACKSON Kavesa ジャクソン カベサ　　　　 ( Honda 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） 大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

Printed：2021/7/6/10:47



第３戦　網走大会 18:20

男子 10000mB　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 77 山藤 篤司 ヤマトウ アツシ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:14.85 28:14.85

2 310 小町 昌矢 コマチ マサヤ ( 日立物流 千葉県 ) 28:15.13 28:15.13

3 16 川端 千都 カワバタ カズト ( SGホールディングス 京都府 ) 28:16.10 28:16.10

4 81 聞谷 賢人 キクタニ ケント ( トヨタ紡織 愛知県 ) 28:16.59 28:16.59

5 82 小野田 勇次 オノダ ユウジ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 28:17.56 28:17.56

6 129 加藤 風磨 カトウ フウマ ( 安川電機 福岡県 ) 28:17.77 28:17.77

7 350 中西 大翔 ナカニシ タイガ ( 國學院大 石川県 ) 28:17.84 28:17.84

8 78 宮脇 千博 ミヤワキ チヒロ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:18.50 27:41.57

9 260 岡本 直己 オカモト ナオキ ( 中国電力 広島県 ) 28:18.71 28:05.84

10 17 湯澤 舜 ユザワ シュン ( SGホールディングス 京都府 ) 28:19.05 28:19.05

11 5 渡邉 利典 ワタナベ トシノリ ( GMOインターネット 東京都 ) 28:19.61 28:19.61

12 42 星 岳 ホシ ガク ( コニカミノルタ 東京都 ) 28:20.63 28:20.63

13 320 ロキア チャールズ ロキア チャールズ ( 富士通 千葉県 ) 28:21.34 28:21.34

14 250 森 凪也 モリ ナギヤ ( 中央大 福岡県 ) 28:22.28 28:22.28

15 25 住吉 秀昭 スミヨシ ヒデアキ ( SUBARU 群馬県 ) 28:26.15 28:26.15

16 278 山谷 昌也 ヤマタニ マサヤ ( 東京国際大 茨城県 ) 28:29.36 28:29.36

17 258 三輪 晋太郎 ミワ シンタロウ ( 中央発條 愛知県 ) 28:33.28 28:22.59

18 351 平林 清澄 ヒラバヤシ キヨト ( 國學院大 福井県 ) 28:38.88 28:38.88

19 122 有村 優樹 アリムラ ユウキ ( 旭化成 宮崎県 ) 28:40.31 28:35.61

20 123 小野 知大 オノ チヒロ ( 旭化成 宮崎県 ) 28:41.05 28:41.05

21 189 牧瀬 圭斗 マキセ ケイト ( 順天堂大 佐賀県 ) 28:45.10 28:45.10

22 190 鈴木 尚輝 スズキ ナオキ ( 順天堂大 静岡県 ) 28:46.79 28:46.79

23 325 森 春樹 モリ ハルキ ( 北海道栄高 北海道 ) 29:28.10 29:28.10 主催者推薦枠

24 279 丹所　健 タンショ ケン ( 東京国際大 埼玉県 ) 29:35.93 29:35.93 PM枠

25 PM9 Macharia Ndirangu マチャリア ディラング ( 愛知製鋼 愛知県 )

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：2021/7/6/10:48



第３戦　網走大会 18:55

女子 10000m　スタートリスト

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 68 矢田 みくに ヤダ ミクニ ( デンソー 三重県 ) 31:34.39 31:34.39

2 95 筒井 咲帆 ツツイ サキホ ( ヤマダホールディングス 群馬県 ) 31:36.19 31:36.19

3 66 加世田 梨花 カセダ リカ ( ダイハツ 大阪府 ) 31:39.86 31:39.86

4 328 小林 成美 コバヤシ ナルミ ( 名城大 長野県 ) 32:08.45 32:08.45

5 31 西田 美咲 ニシダ ミサキ ( エディオン 大阪府 ) 32:09.91 32:09.91

6 225 福良 郁美 フクラ イクミ ( 大塚製薬 徳島県 ) 32:10.29 32:10.29

7 69 小笠原 朱里 オガサワラ シュリ ( デンソー 三重県 ) 32:10.69 32:10.69

8 32 細田 あい ホソダ アイ ( エディオン 大阪府 ) 32:13.45 32:06.34

9 265 松下 菜摘 マツシタ ナツミ ( 天満屋 岡山県 ) 32:15.10 32:15.10

10 322 川口 桃佳 カワグチ モモカ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 32:15.88 32:15.88

11 1 山口 遥 ヤマグチ ハルカ ( AC・KITA 東京都 ) 32:24.86 32:24.86

12 323 籔下 明音 ヤブシタ アカネ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 32:26.24 32:13.55

13 141 逸木 和香菜 イツキ ワカナ ( 九電工 福岡県 ) 32:30.41 32:30.41

14 329 荒井 優奈 アライ ユウナ ( 名城大 兵庫県 ) 32:33.47 32:33.47

15 6 兼重 志帆 カネシゲ シホ ( GRlab関東 東京都 ) 32:46.83 32:46.83

16 134 中野 円花 ナカノ マドカ ( 岩谷産業 大阪府 ) 32:50.60 32:50.18

17 87 中村 優希 ナカムラ ユウキ ( パナソニック 神奈川県 ) 32:52.83 32:52.83

18 136 山ノ内 みなみ ヤマノウチ ミナミ ( 京セラ 鹿児島県 ) 33:05.03 31:16.48

19 137 足立 由真 アダチ ユマ ( 京セラ 鹿児島県 ) 33:18.84 32:57.23

20 102 和久 夢来 ワク ミライ ( ユニバーサル 千葉県 ) 33:23.57 33:23.57

21 266 渡邉 桃子 ワタナベ モモコ ( 天満屋 岡山県 ) 33:24.38 33:24.38

22 57 阿部 有香里 アベ ユカリ ( しまむら 埼玉県 ) 33:24.84 32:13.79

23 299 菅田 雅香 スガタ ミヤカ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 15:31.60

24 162 田邉 美咲 タナベ ミサキ ( 三井住友海上 東京都 ) 15:36.47 32:36.14

25 208 岩出 玲亜 イワデ レイア ( 千葉陸協 千葉県 ) 15:41.99 32:13.21

26 100 吉川 侑美 ヨシカワ ユミ ( ユニクロ 東京都 ) 15:46.46

27 234 関谷 夏希 セキヤ ナツキ ( 大東文化大 千葉県 ) 15:49.21 31:50.17

28 163 片貝 洋美 カタカイ ヒロミ ( 三井住友海上 東京都 ) 15:46.87 34:51.17 PM枠

29 PM3 Kamulu Pauline Kaveke カムル パウリンカベケ ( ルートインホテルズ 東京都 )

30 PM4 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） 新谷　仁美 （積水化学）

Printed：2021/7/6/10:48



第３戦　網走大会 19:35

男子 10000mA　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 14 佐藤 悠基 サトウ ユウキ ( SGホールディングス 京都府 ) 27:41.84 27:38.25

2 34 KISAISA Ledama キサイサ レダマ ( カネボウ 東京都 ) 27:47.49 27:43.52

3 40 JAMES Muoki ジェームス ムオキ ( コニカミノルタ 東京都 ) 27:55.96 27:55.96

4 75 西山 雄介 ニシヤマ ユウスケ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 27:56.78 27:56.78

5 306 牟田 祐樹 ムタ ユウキ ( 日立物流 千葉県 ) 27:57.15 27:57.15

6 35 池田 耀平 イケダ ヨウヘイ ( カネボウ 東京都 ) 27:58.52 27:58.52

7 3 吉田 祐也 ヨシダ ユウヤ ( GMOインターネット 東京都 ) 27:58.68 27:58.68

8 166 井上 大仁 イノウエ ヒロト ( 三菱重工 長崎県 ) 27:59.40 27:56.27

9 307 栃木 渡 トチギ ワタル ( 日立物流 千葉県 ) 28:00.49 28:00.49

10 215 野中 優志 ノナカ マサシ ( 大阪ガス 大阪府 ) 28:00.64 28:00.64

11 93 荻久保 寛也 オギクボ トモヤ ( ヤクルト 東京都 ) 28:00.82 28:00.82

12 242 栗原 啓吾 クリハラ ケイゴ ( 中央学院大 群馬県 ) 28:03.39 28:03.39

13 317 中村 大成 ナカムラ タイセイ ( 富士通 千葉県 ) 28:03.81 28:03.81

14 76 西山 和弥 ニシヤマ カズヤ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:03.94 28:03.94

15 318 浦野 雄平 ウラノ ユウヘイ ( 富士通 千葉県 ) 28:05.37 28:05.37

16 155 細谷 恭平 ホソヤ キョウヘイ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 28:05.88 28:05.88

17 12 MUSONI Muiru ムソニ ムイル ( JR東日本 東京都 ) 28:06.21 27:38.05

18 259 菊地 駿弥 キクチ シュンヤ ( 中国電力 広島県 ) 28:08.25 28:08.25

19 24 照井 明人 テルイ アキト ( SUBARU 群馬県 ) 28:08.29 28:08.29

20 319 塩澤 稀夕 シオザワ キセキ ( 富士通 千葉県 ) 28:08.83 28:08.83

21 181 天野 誠也 アマノ セイヤ ( 自衛隊体育学校 埼玉県 ) 28:08.94 28:08.94

22 4 一色 恭志 イッシキ タダシ ( GMOインターネット 東京都 ) 28:09.23 28:09.23

23 308 竹内 竜真 タケウチ リョウマ ( 日立物流 千葉県 ) 28:09.27 28:09.27

24 349 藤木 宏太 フジキ コウタ ( 國學院大 北海道 ) 28:10.30 28:10.30

25 41 名取 燎太 ナトリ リョウタ ( コニカミノルタ 東京都 ) 28:10.51 28:10.51

26 156 田村 友佑 タムラ ユウスケ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 28:10.72 28:10.72

27 309 浅岡 満憲 アサオカ ミツノリ ( 日立物流 千葉県 ) 28:10.86 27:59.92

28 128 古賀 淳紫 コガ キヨシ ( 安川電機 福岡県 ) 28:11.32 28:11.32

29 7 田口 雅也 タグチ マサヤ ( Honda 埼玉県 ) 28:12.07 28:12.07

30 261 相葉 直紀 アイバ ナオキ ( 中電工 広島県 ) 28:12.63 28:12.63

31 15 鈴木 塁人 スズキ タカト ( SGホールディングス 京都府 ) 28:13.12 28:13.12

32 PM8 AMOS Kurgat アモス クルガト ( 中電工 広島県 )

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：2021/7/6/10:49


