
第４戦　北見大会 15:45

男子 800mB　スタートリスト

1.40.91 2012

1.45.75 2021

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 188 森 智哉 モリ トモヤ ( 中央大 佐賀県 ) 1:50.32 1:50.23

2 3 大木 学 オオキ マナブ ( FORZA 茨城県 ) 1:50.48 1:49.02

3 62 浜松 海斗 ハママツ カイト ( ドラゴンズTC 茨城県 ) 1:50.55 1:50.55

4 167 望月 遥平 モチヅキ ヨウヘイ ( 創価大 静岡県 ) 1:51.09 1:51.09

5 147 山田 蒼志郎 ヤマダ ソウシロウ ( 山梨学院大 愛媛県 ) 1:51.73 1:51.73

6 186 南田 航希 ミナミダ コウキ ( 筑波大 大阪府 ) 1:51.98 1:49.56

7 129 樋口 恵介 ヒグチ ケイスケ ( 広島経済大 香川県 ) 1:52.27 1:52.27

8 137 中嶋 光柾 ナカジマ コウセイ ( 札幌学院大 青森県 ) 1:53.81 1:53.25

9 138 大栁 達哉 オオヤナギ タツヤ ( 札幌学院大 宮城県 ) 1:53.97 1:53.97

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｄ.ルディシャ （ケニア）

日本記録（NR） 川元　奨 （日本大）

Printed：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会 15:55

女子 1500m　スタートリスト

3.50.07 2015

4.05.27 2020

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 85 吉川 侑美 ヨシカワ ユミ ( ユニクロ 東京都 ) 4:16.27 4:16.27

2 112 平野 綾子 ヒラノ リョウコ ( 関彰商事 茨城県 ) 4:19.15 4:19.15

3 121 陣内 綾子 ジンノウチ アヤコ ( 九電工 福岡県 ) 4:19.84 4:10.08

4 173 藪田 裕衣 ヤブタ ユイ ( 大塚製薬 徳島県 ) 4:20.29 4:20.29

5 52 下田平 渚 シモタビラ ナギサ ( ダイハツ 大阪府 ) 4:23.16 4:18.28

6 86 康本 花梨 ヤスモト カリン ( ユニクロ 東京都 ) 4:23.91 4:21.81

7 162 沖田 萌々 オキタ モモ ( 神村学園高 鹿児島県 ) 4:26.38 4:26.38

8 182 澤井 柚葉 サワイ ユズハ ( 筑波大 石川県 ) 4:26.78 4:26.78

9 174 津熊 彩 ツクマ アヤ ( 大塚製薬 徳島県 ) 4:29.24 4:29.24

10 31 藤川 遥 フジカワ ハルカ ( キヤノン 大分県 ) 4:29.41 4:28.07

11 203 朝日 春瑠 アサヒ ハルル ( 日本体育大 静岡県 ) 4:29.87 4:25.33

12 212 岡 夢乃 オカ ユメノ ( 白鵬女子高 神奈川県 ) 4:28.52 4:28.52

13 179 出水田 眞紀 イズミダ マキ ( 第一生命グループ 東京都 ) 4:26.10 4:17.74

14 130 飯野 摩耶 イイノ マヤ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉県 ) 4:18.02 4:12.41

15 68 岩川 侑樹 イワカワ ユキ ( ホクレン 北海道 ) 4:32.27 4:19.42 協賛枠

16 100 山中 柚乃 ヤマナカ ユノ ( 愛媛銀行 愛媛県 ) 4:26.26 4:26.26 五輪代表/強化推薦枠

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｇ.ディババ （エチオピア）

日本記録（NR） 田中　希実 （豊田自動織機TC）

Printed：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会

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

2 362 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

3 364 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

所属

16:05

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：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会 16:35

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

4 370 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：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会 17:00

男子 800mA　スタートリスト

1.40.91 2012

1.45.75 2021

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 25 瀬戸口 大地 セトグチ ダイチ ( アースグロー 佐賀県 ) 1:47.28 1:47.28

2 98 田母神 一喜 タモガミ カズヨシ ( 阿見AC 茨城県 ) 1:47.68 1:47.68

3 232 飯濵 友太郎 イイハマ ユウタロウ ( 立教大 埼玉県 ) 1:47.98 1:47.98

4 2 館澤 亨次 タテザワ リョウジ ( DeNA 東京都 ) 1:48.64 1:48.64

5 194 安倍 優紀 アンバイ マサノリ ( 東海大 福島県 ) 1:48.75 1:48.75

6 19 花村 拓人 ハナムラ タクト ( ＴＡＫＥＯ・ＡＣ 東京都 ) 1:49.46 1:47.61

7 202 高橋 創 タカハシ ソウ ( 東京大 東京都 ) 1:50.02 1:50.02

8 PM1 梅谷 健太 ウメタニ ケンタ ( サンベルクス 東京都 )

所属

Target-Time：

世界記録（WR） Ｄ.ルディシャ （ケニア）

日本記録（NR） 川元　奨 （日本大）

Printed：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会 17:10

女子 3000m　スタートリスト

8.06.11 1993

8:40.84 2021

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 163 KARIBA Caroline カリバ カロライン ( 神村学園高 鹿児島県 ) 9:04.13 9:04.13

2 164 久保 心優 クボ ミユ ( 神村学園高 鹿児島県 ) 9:06.22 9:06.22

3 223 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

4 84 OMARE Dolphine nyaboke　オマレ ドルフィンニャボケ ( ﾕｰ･ｴｽ･ｲｰ陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都 ) 9:11.55 09:11.55

5 224 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

6 65 森田 香織 モリタ カオリ ( パナソニック 神奈川県 ) 9:14.01 9:07.08

7 140 田邉 美咲 タナベ ミサキ ( 三井住友海上 東京都 ) 9:15.35 09:15.35

8 165 田島 愛梨 タシマ アイリ ( 神村学園高 鹿児島県 ) 9:18.68 9:18.68

9 141 片貝 洋美 カタカイ ヒロミ ( 三井住友海上 東京都 ) 9:22.10 09:16.27

10 228 五味 叶花 ゴミ キョウカ ( 名城大 長野県 ) 9.22.74 9.22.74

11 204 尾方 唯莉 オガタ ユイリ ( 日本体育大 熊本県 ) 9:23.71 9:23.71

12 88 奥村 紗帆 オクムラ サホ ( ユニバーサル 千葉県 ) 9:23.75 9:23.75

13 49 佐藤 奈々 サトウ ナナ ( スターツ 千葉県 ) 9:25.47 9:18.95

14 175 棚池 穂乃香 タナイケ ホノカ ( 大塚製薬 徳島県 ) 9:26.28 9:26.28

15 78 柴田 彩花 シバタ アイカ ( ヤマダホールディングス 群馬県 ) 9:26.54 9:26.54

16 221 菊地 梨紅 キクチ リク ( 肥後銀行 熊本県 ) 9:28.41 9:28.41

17 113 萩原 柚乃 ハギワラ ユノ ( 岩谷産業 大阪府 ) 9:29.71 9:20.76

18 38 今枝 紗弥 イマエダ サヤ ( シスメックス 兵庫県 ) 9:31.54 9:16.96

19 119 長谷川 莉子 ハセガワ リコ ( 京都産業大 福島県 ) 9:31.91 9:19.08

20 63 長濱 夕海香 ナガハマ ユミカ ( ニトリ ) 9:32.49 9:20.25

21 225 前田 梨乃 マエダ リノ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 9:32.91 9:17.73

22 229 川野 朱莉 カワノ アカリ ( 名城大 熊本県 ) 9:33.01 9:31.72

23 53 竹山 楓菜 タケヤマ カエナ ( ダイハツ 大阪府 ) 9:33.25 9:33.25

24 94 柴田 来夢 シバタ ラム ( ワコール 京都府 ) 9:29.58 9:29.27

25 135 松村 幸栄 マツムラ ユキエ ( 埼玉陸協 埼玉県 ) 9:35.91 9:15.42

26 148 倉岡 奈々 クラオカ ナナ ( 鹿児島銀行 鹿児島県 ) 9:39.30 9:08.02

27 230 井上 葉南 イノウエ ハナ ( 名城大 愛知県 ) 9:40.48 9:14.32

28 107 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

29 95 井手 彩乃 イデ アヤノ ( ワコール 京都府 ) 15:44.41 9:49.05 強化推薦枠

所属

Target-Time：

世界記録（WR） 王　　軍霞 （中国）

日本記録（NR） 田中　希実 （豊田自動織機TC）

Printed：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会 17:30

男子 5000mC　スタートリスト -14:00.00

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

1 126 伊東 颯汰 イトウ ソウタ ( 九電工 福岡県 ) 14:03.80 13:57.20

2 127 原富 慶季 ハラトミ ヨシキ ( 九電工 福岡県 ) 14:04.42 14:04.42

3 157 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

4 26 川内 優輝 カワウチ ユウキ ( AD損保 東京都 ) 14:04.83 13:58.62

5 35 木田 貴大 キダ タカヒロ ( コモディイイダ 東京都 ) 14:06.32 14:06.32

6 111 加藤 風磨 カトウ フウマ ( 安川電機 福岡県 ) 14:07.91 14:02.69

7 14 曽根 雅文 ソネ マサフミ ( JR東日本 東京都 ) 14:09.30 14:09.30

8 200 林 優策 ハヤシ ユウサク ( 東京国際大 滋賀県 ) 14:09.49 14:09.49

9 77 奈良 凌介 ナラ リョウスケ ( ヤクルト 東京都 ) 14:09.78 14:08.48

10 208 廣澤 優斗 ヒロサワ ユウト ( 日本体育大 栃木県 ) 14:10.18 14:10.18

11 146 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

12 209 漆畑 徳輝 ウルシバタ アツキ ( 日本体育大 静岡県 ) 14:10.84 14:10.84

13 15 吉野 貴大 ヨシノ タカヒロ ( JR東日本 東京都 ) 14:10.84 14:10.84

14 184 福谷 颯太 フクタニ ソウタ ( 筑波大 東京都 ) 14:12.37 14:12.37

15 160 加藤 平 カトウ タイラ ( 新電元工業 埼玉県 ) 14:13.47 14:13.47

16 36 田島 光 タジマ ヒカル ( コモディイイダ 東京都 ) 14:14.11 14:14.11

17 158 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

18 219 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

19 37 小林 宏輔 コバヤシ コウスケ ( コモディイイダ 東京都 ) 14:15.36 14:15.36

20 220 岡野 佑輝 オカノ ユウキ ( 八千代工業 ) 14:18.05 14:08.54

21 178 宮木 快盛 ミヤキ カイセイ ( 大塚製薬 徳島県 ) 14:20.34 14:20.34

22 151 今井 隆生 イマイ タカオ ( 駿河台大 埼玉県 ) 14:21.45 14:21.45

23 128 加藤 純平 カトウ ジュンペイ ( 熊本陸協 熊本県 ) 14:21.79 14:21.79

24 201 生田 琉海 イクタ ルカ ( 東京国際大 徳島県 ) 14:24.14 14:24.14 PM枠

25 161 親﨑 達朗 オヤザキ タツロウ ( 新電元工業 埼玉県 ) 14:24.26 14:20.09

26 16 作田 将希 サクダ マサキ ( JR東日本 東京都 ) 14:26.49 13:55.36

27 96 佐藤 颯 サトウ ハヤテ ( 亜細亜大 北海道 ) 14:29.77 14:29.77

28 PM4 LUKA Musembi ルカ　ムセンビ ( 東京国際大 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） 大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

Printed：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会 17:50

女子 5000mB　スタートリスト -16:10.00

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

1 231 SHEILA Cerotich シェイラ チェロティチ ( 明治国際医療大 京都府 ) 16:00.06 16:00.06

2 120 若井 莉央 ワカイ リオ ( 京都産業大 奈良県 ) 16:15.27 16:15.27

3 170 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

4 205 宮内 志佳 ミヤウチ ユキカ ( 日本体育大 茨城県 ) 16:16.40 16:16.40

5 83 荻野 実夕 オギノ ミユ ( ヤマダホールディングス 群馬県 ) 16:16.41 16:16.41

6 118 足立 由真 アダチ ユマ ( 京セラ 鹿児島県 ) 16:17.25 15:51.56

7 226 沼田 未知 ヌマタ ミチ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 16:19.35 15:32.41

8 206 保坂 晴子 ホサカ ハルコ ( 日本体育大 東京都 ) 16:19.56 16:19.56

9 131 室伏 杏花里 ムロフシ アカリ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉県 ) 16:19.67 16:19.67

10 183 樫原 沙紀 カタギハラ サキ ( 筑波大 広島県 ) 16:20.16 16:20.16

11 27 小倉 稜央 オグラ リョオ ( エディオン 大阪府 ) 16:21.45 16:03.31

12 50 西川 真由 ニシカワ マユ ( スターツ 千葉県 ) 16:24.44 16:13.41

13 166 下山田 絢香 シモヤマダ アヤカ ( 椙山女学園大 愛知県 ) 16:24.90 16:15.40

14 193 渡邉 桃子 ワタナベ モモコ ( 天満屋 岡山県 ) 16:25.29 16:08.21

15 222 儀藤 優花 ギトウ ユウカ ( 肥後銀行 熊本県 ) 16:26.63 16:26.63

16 44 齋藤 暁 サイトウ アキ ( しまむら 埼玉県 ) 16:26.91 15:42.16

17 20 石尾 木乃美 イシオ コノミ ( TOTO 福岡県 ) 16:26.99 16:26.99

18 21 真也加 ジェルーシャ有里 マヤカ ジェルーシャユリ ( TOTO 福岡県 ) 16:27.18 16:27.18

19 45 今井 優 イマイ ユウ ( しまむら 埼玉県 ) 16:28.06 16:18.09

20 22 黒田 純菜 クロダ スミナ ( TOTO ) 16:29.11 15:50.21

21 171 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

22 172 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

23 46 今村 咲織 イマムラ サオリ ( しまむら 埼玉県 ) 16:30.18 16:03.50

24 47 渡邉 唯 ワタナベ ユイ ( しまむら 埼玉県 ) 16:31.35 16:31.35

25 48 大島 里穂 オオシマ リホ ( しまむら 埼玉県 ) 16:34.58 16:16.59

26 132 MASYA VERONICAH マーシャ ヴェロニカ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉県 ) 9:25.13 16:10.13

27 87 加藤 綾華 カトウ アヤカ ( ユニクロ 東京都 ) 9:32.31 16:19.50

28 133 土田 佳奈 ツチダ カナ ( 埼玉医科大学グループ 埼玉県 ) 9:37.23 16:32.02

29 PM8 HELLEN Ekalale ヘレン エカラレ ( 豊田自動織機 愛知県 )

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：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会 18:10

男子 5000mB　スタートリスト -13:50.00

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

1 144 藤原 直樹 フジワラ ナオキ ( 山陽特殊製鋼 兵庫県 ) 13:52.65 13:52.65

2 104 荻野 太成 オギノ タイセイ ( 旭化成 宮崎県 ) 13:52.71 13:48.27

3 124 舟津 彰馬 フナツ ショウマ ( 九電工 福岡県 ) 13:53.18 13:50.79

4 97 楠 康成 クス ヤスナリ ( 阿見AC 茨城県 ) 13:53.20 13:50.31

5 125 赤﨑 暁 アカサキ アキラ ( 九電工 福岡県 ) 13:53.49 13:53.49

6 17 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

7 187 小林 竜也 コバヤシ タツヤ ( 筑波大 茨城県 ) 13:54.92 13:54.92

8 159 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

9 106 有村 優樹 アリムラ ユウキ ( 旭化成 宮崎県 ) 13:56.00 13:43.20

10 110 大畑 和真 オオハタ カズマ ( 安川電機 福岡県 ) 13:56.60 13:56.60

11 177 野田 一貴 ノダ カズキ ( 大塚製薬 徳島県 ) 13:56.64 13:56.64

12 76 中村 大聖 ナカムラ タイセイ ( ヤクルト 東京都 ) 13:57.05 13:55.79

13 197 白井 勇佑 シライ ユウスケ ( 東京国際大 宮城県 ) 13:58.00 13:58.00

14 145 大根田 航太 オオネダ コウタ ( 山陽特殊製鋼 兵庫県 ) 13:58.03 13:58.03

15 155 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

16 207 大畑 怜士 オオハタ レオ ( 日本体育大 静岡県 ) 13:58.24 13:58.24

17 61 大津 顕杜 オオツ ケント ( トヨタ自動車九州 福岡県 ) 13:59.83 13:52.84

18 217 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

19 198 村松 敬哲 ムラマツ ヒロノリ ( 東京国際大 静岡県 ) 14:01.00 14:01.00

20 13 宍倉 健浩 シシクラ タケヒロ ( JR東日本 ) 14:01.43 14:01.43

21 199 堀畑 佳吾 ホリハタ ケイゴ ( 東京国際大 大阪府 ) 14:02.14 14:02.14

22 136 LAWRENCE Ngure ローレンス グレ ( 札幌学院大 北海道 ) 14:02.62 13:30.57

23 218 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

24 156 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

25 58 西田 壮志 ニシダ タケシ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:37.37 14:15.28 PM枠

26 PM3 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） 大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

Printed：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会 18:30

ななつぼし　女子 5000mA　スタートリスト -15:35.00

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

1 227 田中 希実 タナカ ノゾミ ( 豊田織機TC 兵庫県 ) 15:02.62 15:00.01 五輪代表

2 114 AGNES Mwikali アグネス ムカリ ( 京セラ 鹿児島県 ) 15:09.32 15:09.32

3 142 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

4 39 西原 加純 ニシハラ カスミ ( シスメックス 兵庫県 ) 15:23.88 15:20.20

5 40 田﨑 優理 タサキ ユウリ ( シスメックス 兵庫県 ) 15:24.61 15:24.61

6 115 中原 海鈴 ナカハラ ミスズ ( 京セラ 鹿児島県 ) 15:29.91 15:29.91

7 79 清水 真帆 シミズ マホ ( ヤマダホールディングス 群馬県 ) 15:30.04 15:30.04

8 80 筒井 咲帆 ツツイ サキホ ( ヤマダホールディングス 群馬県 ) 15:32.96 15:32.96

9 32 MOKAYA Martha モカヤ マータ ( キヤノン 大分県 ) 15:33.04 15:13.07

10 1 山口 遥 ヤマグチ ハルカ ( AC・KITA 東京都 ) 15:34.02 15:34.02

11 180 原田 紋里 ハラダ アヤリ ( 第一生命グループ 東京都 ) 15:41.39 15:41.39

12 143 黒川 円佳 クロカワ マドカ ( 三井住友海上 東京都 ) 15:41.52 15:41.52

13 116 山ノ内 みなみ ヤマノウチ ミナミ ( 京セラ 鹿児島県 ) 15:42.19 15:21.31

14 81 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

15 117 兼友 良夏 カネトモ カズナ ( 京セラ 鹿児島県 ) 15:44.99 15:44.99

16 64 ESTHER Muthoni　 エスタ ムソニ ( ニトリ 埼玉県 ) 15:47.88 15:28.38

17 66 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

18 191 谷本 観月 タニモト ミヅキ ( 天満屋 岡山県 ) 15:51.90 15:46.40

19 82 星野 輝麗 ホシノ ルル ( ヤマダホールディングス 群馬県 ) 15:57.19 15:57.19

20 122 逸木 和香菜 イツキ ワカナ ( 九電工 ) 15:57.55 15:51.16

21 149 池満 綾乃 イケミツ アヤノ ( 鹿児島銀行 鹿児島県 ) 16:01.11 15:46.65

22 33 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

23 169 永長 里緒 エイナガ リオ ( 大阪学院大 大阪府 ) 16:04.41 16:04.41

24 41 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

25 42 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

26 181 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 16:09.89

27 43 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

28 192 松下 菜摘 マツシタ ナツミ ( 天満屋 岡山県 ) 16:11.89 15:48.53

29 PM7 Mbire Cynthia バイレ シンシア ( 日立 茨城県 )

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：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会 18:50

男子 5000mA　スタートリスト -13:40.00

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

1 168 中谷 雄飛 ナカヤ ユウヒ ( 早稲田大 長野県 ) 13:39.21 13:39.21

2 28 木津 晶夫 キヅ マサオ ( カネボウ 東京都 ) 13:39.52 13:39.52

3 108 古賀 淳紫 コガ キヨシ ( 安川電機 福岡県 ) 13:39.70 13:39.70

4 216 丸山 竜也 マルヤマ タツヤ ( 八千代工業 埼玉県 ) 13:35.26 13:35.26

5 55 西山 雄介 ニシヤマ ユウスケ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 13:41.81 13:41.81

6 139 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

7 103 小野 知大 オノ チヒロ ( 旭化成 宮崎県 ) 13:45.25 13:45.25

8 195 丹所 健 タンショ ケン ( 東京国際大 神奈川県 ) 13:46.17 13:46.17

9 176 秦 将吾 ハタ ショウゴ ( 大塚製薬 徳島県 ) 13:46.66 13:40.79

10 189 吉岡 幸輝 ヨシオカ コウキ ( 中央発條 愛知県 ) 13:47.72 13:46.89

11 9 青木 涼真 アオキ リョウマ ( Honda 埼玉県 ) 13:48.58 13:48.58 五輪代表

12 153 三浦 龍司 ミウラ リュウジ ( 順天堂大 島根県 ) 13:48.90 13:48.90 五輪代表

13 71 臼井 健太 ウスイ ケンタ ( マツダ 広島県 ) 13:49.24 13:49.24

14 74 武田 凜太郎 タケダ リンタロウ ( ヤクルト 東京都 ) 13:49.49 13:44.91

15 75 髙久 龍 タカク リュウ ( ヤクルト 東京都 ) 13:49.59 13:49.59

16 59 藤曲 寛人 フジマガリ ヒロト ( トヨタ自動車九州 福岡県 ) 13:50.09 13:50.09

17 29 平 和真 タイラ カズマ ( カネボウ 東京都 ) 13:50.80 13:36.64

18 109 岡田 浩平 オカダ コウヘイ ( 安川電機 福岡県 ) 13:51.02 13:51.02

19 99 中西 玄気 ナカニシ ゲンキ ( 愛三工業 愛知県 ) 13:51.37 13:46.23

20 30 文元 慧 フミモト ケイ ( カネボウ ) 13:51.79 13:47.25

21 196 山谷 昌也 ヤマタニ マサヤ ( 東京国際大 茨城県 ) 13:52.34 13:52.34

22 56 山藤 篤司 ヤマトウ アツシ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 13:52.34 13:46.04

23 60 改木 悠真 カイキ ユウマ ( トヨタ自動車九州 福岡県 ) 13:52.38 13:52.38

24 57 西山 和弥 ニシヤマ カズヤ ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:03.94 13:46.95 PM枠

25 105 今井 崇人 イマイ タカト ( 旭化成 宮崎県 ) 13:46.67 13.46.67

26 PM2 YEGON Vincent イエゴン　ヴィンセント ( 東京国際大 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） 大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

Printed：2021/7/12/20:29



第４戦　北見大会 19:10

男子 10000mA　スタートリスト
PM5=28:30.00

PM6=28:10.00

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

1 134 WAMBUA Titus ワンブア タイタス ( 埼玉医大Ｇ 埼玉県 ) 27:39.50 27:39.50

2 18 LOROT ANDREW ロロット アンドリュー ( SUBARU 群馬県 ) 27:45.08 27:33.21

3 101 MAGOMA BENUEL MOGENIマゴマ ベヌエル・モゲニ ( 旭化成 宮崎県 ) 27:56.24 27:51.99

4 72 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

5 54 大石 港与 オオイシ ミナト ( トヨタ自動車 愛知県 ) 28:04.56 27:48.56

6 150 JAMES Bunuka ジェームズ ブヌカ ( 駿河台大 埼玉県 ) 28:05.66 27:45.59

7 210 NOAH Kiplimo ノア キプリモ ( 日本薬科大 埼玉県 ) 28:13.01 28:13.01

8 8 松村 優樹 マツムラ ユウキ ( Honda 埼玉県 ) 28:16.05 28:16.05

9 4 倉田 翔平 クラタ ショウヘイ ( GMOインターネット 東京都 ) 28:16.93 28:14.62

10 23 森山 真伍 モリヤマ シンゴ ( YKK 富山県 ) 28:28.30 28:28.30

11 10 片西 景 カタニシ ケイ ( JR東日本 東京都 ) 28:30.32 28:30.32

12 154 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

13 73 髙橋 翔也 タカハシ ショウヤ ( ヤクルト 東京都 ) 28:32.30 28:32.30

14 34 金子 晃裕 カネコ アキヒロ ( コモディイイダ 東京都 ) 28:32.68 28:32.68

15 11 三須 健乃介 ミス ケンノスケ ( JR東日本 東京都 ) 28:36.65 28:36.65

16 152 吉岡 智輝 ヨシオカ トモキ ( 順天堂大 佐賀県 ) 28:36.90 28:36.90

17 24 細森 大輔 ホソモリ ダイスケ ( YKK 富山県 ) 28:36.93 28:36.93

18 190 三ッ星 翔 ミツボシ ショウ ( 中電工 広島県 ) 28:40.45 28:40.45

19 5 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

20 67 坂本 佳太 サカモト ケイタ ( ひらまつ病院 ) 28:44.97 28:25.41

21 102 安藤 大樹 アンドウ ダイキ ( 旭化成 宮崎県 ) 28:45.12 28:45.12

22 51 神野 大地 カミノ ダイチ ( セルソースアスリート 東京都 ) 28:50.65 28:17.54

23 12 武藤 健太 ムトウ ケンタ ( JR東日本 東京都 ) 28:50.84 28:50.84

24 213 猪浦 舜 イノウラ シュン ( 八千代工業 埼玉県 ) 28:51.28 28:10.62

25 69 大隅 裕介 オオスミ ユウスケ ( マツダ 広島県 ) 28:52.63 28:39.30

26 123 大塚 祥平 オオツカ ショウヘイ ( 九電工 福岡県 ) 28:55.36 28:25.42 五輪代表

27 211 中山 雄太 ナカヤマ ユウタ ( 日本薬科大 埼玉県 ) 28:56.00 28:56.00

28 214 吉原 遼太郎 ヨシハラ リョウタロウ ( 八千代工業 埼玉県 ) 28:56.37 28:56.37

29 70 山本 憲二 ヤマモト ケンジ ( マツダ 広島県 ) 28:56.69 28:26.35

30 215 白頭 徹也 ハクトウ テツヤ ( 八千代工業 埼玉県 ) 28:57.82 28:49.91

31 PM5 ALEX Cherono アレックス　チェロノ ( トヨタ自動車 愛知県 )

32 PM6 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） 相澤　　晃 （旭化成）

Printed：2021/7/12/20:29


