
第５戦　千歳大会 14:20

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

1 160 陣内 綾子 ジンノウチ アヤコ ( 九電工 福岡県 ) 2:07.06 2:03.37

2 252 川島 実桜 カワシマ ミオ ( 筑波大 愛知県 ) 2:07.83 2:07.83

3 157 山口 真実 ヤマグチ マミ ( 九州共立大 福岡県 ) 2.10.21 2:06.99

4 169 倉野 加奈 クラノ カナ ( 皇學館大 三重県 ) 2:11.86 2:11.86

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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 14:25

男子 800m　スタートリスト

1.40.91 2012

1.45.75 2014

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 146 源 裕貴 ミナモト ヒロキ ( 環太平洋大 山口県 ) 1:46.50 1:46.50

2 40 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

3 63 川元 奨 カワモト ショウ ( スズキ 静岡県 ) 1:47.30 1:45.75

4 255 金子 魅玖人 カネコ ミクト ( 中央大 千葉県 ) 1:47.30 1:47.30

5 135 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

6 59 梅谷 健太 ウメタニ ケンタ ( サンベルクス 東京都 ) 1:47.97 1:47.80

7 344 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

8 168 山﨑 優希 ヤマサキ ユウキ ( 広島経済大 兵庫県 ) 1:48.69 1:48.69

9 143 石川 昌樹 イシカワ マサキ ( 横浜国立大 神奈川県 ) 1:49.48 1:49.48

10 277 高橋 創 タカハシ ソウ ( 東京大 東京都 ) 1:50.02 1:50.02

11 PM1 花村 拓人 ハナムラ タクト ( ＴＡＫＥＯ・ＡＣ 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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 14:40

女子 2000mSC　スタートリスト

6.02.16 2015

6.19.55 2021

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 243 吉村 玲美 ヨシムラ レイミ ( 大東文化大 神奈川県 ) 9:49.45 9:49.30

2 242 大宅 楓 オオヤ カエデ ( 大東建託パートナーズ 東京都 ) 10:18.40 10:18.40

3 317 笠原 奈月 カサハラ ナツキ ( 福岡大 佐賀県 ) 10:25.48 10:25.48

4 154 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.N.ヌガンガ （ケニア）

日本記録（NR） 山中　柚乃 （愛媛銀行）

Printed：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 14:55

男子 2000mSC　スタートリスト

5.10.68 2010

5.29.89 2021

ビブス 氏名 フリガナ 資格記録 自己記録 備考

1 25 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

2 241 松本 葵 マツモト アオイ ( 大塚製薬 徳島県 ) 8:43.37 8:30.49

3 342 内田 賢利 ウチダ ケント ( 立教大 東京都 ) 8:47.79 8:47.79

4 170 小田部 真也 コタベ シンヤ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 8:52.11 8:52.11

5 134 佐藤 颯 サトウ ハヤテ ( 亜細亜大 北海道 ) 8:53.22 8:53.22

6 171 中島 阿廉 ナカジマ　アレン ( 黒崎播磨 福岡県 ) 8:42.74 8:42.74 強化推薦枠

所属

Target-Time：

世界記録（WR） M.メキシメバナ （フランス）

日本記録（NR） 阪口　竜平 （SGホールディングス）

Printed：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 15:10

男子 5000mE　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

1 104 滋野 聖也 シゲノ セイヤ ( プレス工業 神奈川県 ) 13:57.33 13:36.94

2 17 熊倉 優介 クマクラ ユウスケ ( ＮＤソフトウエア 山形県 ) 13:57.44 13:57.44

3 232 辻横 浩輝 ツジヨコ ヒロキ ( 大阪ガス 大阪府 ) 13:57.45 13:54.68

4 202 石井 一希 イシイ カズキ ( 順天堂大 千葉県 ) 13:57.60 13:56.61

5 49 池田 耀平 イケダ ヨウヘイ ( カネボウ 東京都 ) 13:57.82 13:57.82

6 189 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

7 287 大畑 怜士 オオハタ レオ ( 日本体育大 静岡県 ) 13:58.24 13:58.24

8 105 池田 紀保 イケダ ノリヤス ( プレス工業 神奈川県 ) 13:58.58 13:58.58

9 94 小島 大明 コジマ ハルアキ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 13:58.90 13:58.90

10 179 内田 健太 ウチダ ケンタ ( 埼玉医大グループ 埼玉県 ) 13:58.93 13:58.93

11 304 小町 昌矢 コマチ マサヤ ( 日立物流 千葉県 ) 13:59.00 13:56.50

12 262 秋山 雄飛 アキヤマ ユウヒ ( 中国電力 広島県 ) 13:59.84 13:53.76

13 127 大﨑 遼 オオサキ リョウ ( ラフィネ 東京都 ) 14:00.25 14:00.25

14 263 山口 和也 ヤマグチ カズヤ ( 中国電力 広島県 ) 14:00.35 13:56.67

15 259 樋口 大介 ヒグチ ダイスケ ( 中央発條 愛知県 ) 14.00.41 14.00.41

16 233 岩﨑 祐也 イワサキ ユウヤ ( 大阪ガス 大阪府 ) 14:00.44 14:00.44

17 264 菊地 駿弥 キクチ シュンヤ ( 中国電力 広島県 ) 14:00.59 14:00.59

18 254 岩佐 一楽 イワサ カズモト ( 筑波大 千葉県 ) 14:00.67 14:00.67

19 265 池田 勘汰 イケダ カンタ ( 中国電力 広島県 ) 14:01.21 14:00.37

20 18 齋藤 諒 サイトウ リョウ ( ＮＤソフトウエア 山形県 ) 14:01.42 14:01.42

21 24 竹ノ内 佳樹 タケノウチ ヨシキ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 14:01.46 13:56.46

22 343 服部 凱杏 ハットリ カイシン ( 立教大 愛知県 ) 14:01.48 14:01.48

23 223 横山 魁哉 ヨコヤマ カイヤ ( 創価大 静岡県 ) 14:02.02 14:02.02

24 180 石綿 宏人 イシワタ ヒロト ( 埼玉医大グループ 埼玉県 ) 14:03.14 14:03.14

25 140 寺内 將人 テラウチ マサト ( 愛知製鋼 愛知県 ) 14:03.20 13:42.90

26 234 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

27 276 古川 大晃 フルカワ ヒロアキ ( 東京大 東京都 ) 14:04.08 14:04.08

28 16 土方 英和 ヒジカタ ヒデカズ ( Honda 埼玉県 ) 14:05.90 14:05.90

29 141 水野 優希 ミズノ ユウキ ( 愛知製鋼 愛知県 ) 14:07.83 14:07.83 PM枠

30 260 原嶋 渓 ハラシマ ケイ ( 中央発條 愛知県 ) 14:19.15 14:19.15 PM枠

31 327 神 直之 ジン ナオユキ ( 北星病院 北海道 ) 14:02.85 14:02.85 主催者推薦

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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 15:30

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 10 橋本 崚 ハシモト リョウ ( GMOインターネット 東京都 ) 13:51.71 13:51.71

2 48 文元 慧 フミモト ケイ ( カネボウ 東京都 ) 13:51.79 13:47.25

3 36 住吉 秀昭 スミヨシ ヒデアキ ( SUBARU 群馬県 ) 13:51.85 13:51.85

4 58 髙木 登志夫 タカキ トシオ ( サンベルクス 東京都 ) 13:52.05 13:52.05

5 22 小松 巧弥 コマツ タクミ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 13:52.45 13:44.55

6 103 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

7 178 島田 匠海 シマダ タクミ ( 埼玉医大グループ 埼玉県 ) 13:52.98 13:52.98

8 162 舟津 彰馬 フナツ ショウマ ( 九電工 福岡県 ) 13:53.18 13:50.79

9 163 赤﨑 暁 アカサキ アキラ ( 九電工 福岡県 ) 13:53.49 13:53.49

10 188 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

11 30 湯澤 舜 ユザワ シュン ( SGホールディングス 京都府 ) 13:54.25 13:54.25

12 37 川田 裕也 カワタ ユウヤ ( SUBARU 群馬県 ) 13:54.26 13:54.26

13 275 長田 駿佑 ナガタ シュンスケ ( 東海大 北海道 ) 13:54.35 13:54.35

14 176 吉元 真司 ヨシモト シンジ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 13:54.41 13:52.94

15 93 聞谷 賢人 キクタニ ケント ( トヨタ紡織 愛知県 ) 13:54.56 13:54.56

16 267 二岡 康平 フタオカ コウヘイ ( 中電工 広島県 ) 13:54.63 13:54.63

17 253 小林 竜也 コバヤシ タツヤ ( 筑波大 茨城県 ) 13:54.92 13:54.92

18 213 島﨑 昇汰 シマザキ ショウタ ( 神奈川大 福岡県 ) 13:55.24 13:55.24

19 229 菖蒲 敦司 ショウブ アツシ ( 早稲田大 山口県 ) 13:55.50 13:55.50

20 201 服部 壮馬 ハットリ ソウマ ( 順天堂大 京都府 ) 13:55.56 13:55.56

21 167 篠原 倖太朗 シノハラ コウタロウ ( 駒澤大 千葉県 ) 13:55.59 13:55.59

22 245 倉田 蓮 クラタ レン ( 大東文化大 茨城県 ) 13:55.60 13:55.60

23 138 角出 龍哉 スミデ タツヤ ( 愛知製鋼 愛知県 ) 13:55.81 13:55.81

24 53 蜂須賀 源 ハチスカ ゲン ( コニカミノルタ 東京都 ) 13:55.93 13:55.93

25 31 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 ) 13:56.06 13:56.06

26 23 監物 稔浩 ケンモツ トシヒロ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 13:56.65 13:47.59

27 32 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

28 339 杉本 龍陽 スギモト リュウキ ( 明治大 北海道 ) 13:56.93 13:56.93

29 33 八巻 雄飛 ヤマキ ユウト ( SGホールディングス 京都府 ) 13:56.96 13:56.96

30 325 森 春樹 モリ ハルキ ( 北海道栄高 北海道 ) 14:05.98 14:05.98 主催者推薦

31 139 内藤 圭太 ナイトウ ケイタ ( 愛知製鋼 愛知県 ) 14:12.05 13:55.26 PM枠

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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 15:50

女子 3000mB　スタートリスト -8:50

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

1 115 加藤 綾華 カトウ アヤカ ( ユニクロ 東京都 ) 9:32.31 9:32.31

2 319 前田 梨乃 マエダ リノ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 9:32.91 9:17.73

3 330 川野 朱莉 カワノ アカリ ( 名城大 熊本県 ) 9:33.01 9:31.72

4 247 出水田 眞紀 イズミダ マキ ( 第一生命グループ 東京都 ) 9:33.14 09:07.97

5 74 竹山 楓菜 タケヤマ カエナ ( ダイハツ 大阪府 ) 9:33.25 9:33.25

6 68 平村 古都 ヒラムラ コト ( ダイソー 広島県 ) 9:33.48 9:25.91

7 106 保坂 野恋花 ホサカ ノコカ ( ホクレン 北海道 ) 9:34.06 9:25.35

8 111 荻野 実夕 オギノ ミユ ( ヤマダホールディングス 群馬県 ) 9:34.48 9:27.92

9 279 幸田 萌 コウダ モエ ( 東京農業大 埼玉県 ) 9:34.62 9:31.60

10 237 津熊 彩 ツクマ アヤ ( 大塚製薬 徳島県 ) 9:34.67 9:34.67

11 69 相原 美咲 アイバラ ミサキ ( ダイソー 広島県 ) 9:35.11 9:30.82

12 181 前田 七海 マエダ ナナミ ( 埼玉栄高 埼玉県 ) 9:35.53 9:35.53

13 67 増田 優菜 マスダ ユナ ( センコー 滋賀県 ) 9:35.80 9:35.80

14 250 牛 佳慧 ギュウ カエ ( 拓殖大学 静岡県 ) 9:35.87 9:28.57

15 182 松村 幸栄 マツムラ ユキエ ( 埼玉陸協 埼玉県 ) 9:35.91 9:15.42

16 70 松本 のぞみ マツモト ノゾミ ( ダイソー 広島県 ) 9:36.27 9:36.27

17 305 岡 夢乃 オカ ユメノ ( 白鵬女子高 神奈川県 ) 9:36.58 9:36.58

18 107 清水 美穂 シミズ ミホ ( ホクレン 北海道 ) 9:37.55 9:05.39

19 71 岡﨑 莉子 オカザキ リコ ( ダイソー 広島県 ) 9:38.86 09:38.86

20 72 加藤 美咲 カトウ ミサキ ( ダイソー 広島県 ) 9:39.33 9:39.33

21 208 大谷 菜南子 オオタニ ナナコ ( 松山大学 愛媛県 ) 9:39.60 9:21.07

22 97 菅野 杏華 スガノ キョウカ ( ニトリ 埼玉県 ) 9:40.58 9:31.27

23 116 平島 美来 ヒラシマ ミク ( ユニクロ 東京都 ) 9:40.67 9:33.06

24 73 山下 穂香 ヤマシタ ホノカ ( ダイソー 広島県 ) 9:44.59 9:37.21

25 50 松浦 亜依 マツウラ アイ ( キヤノン 大分県 ) 9:44.65 9:44.65

26 60 志村 野々花 シムラ ノノカ ( しまむら 埼玉県 ) 9:44.90 9:44.45

27 54 関野 茜 セキノ アカネ ( コモディイイダ 東京都 ) 10:02.24 9:14.27 PM枠

28 214 新谷 仁美 ニイヤ ヒトミ ( 積水化学 東京都 ) 14.55.83 9.08.86 五輪代表

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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 16:10

女子 3000mA　スタートリスト -8:50

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

1 210 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

2 211 久保 心優 クボ ミユ ( 神村学園高 鹿児島県 ) 9:06.22 9:06.22

3 99 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

4 100 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

5 95 ESTHER Muthoni エスタ ムソニ ( ニトリ 埼玉県 ) 9:15.37 9:09.67

6 215 野村 蒼 ノムラ アオイ ( 積水化学 千葉県 ) 9:17.35 9:17.35

7 246 小海 遥 コカイ ハルカ ( 第一生命グループ 東京都 ) 9:18.39 9:12.40

8 212 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

9 190 樺沢 和佳奈 カバサワ ワカナ ( 資生堂 東京都 ) 9:18.86 9:06.47

10 218 長澤 日桜里 ナガサワ ヒオリ ( 積水化学工業 千葉県 ) 9:20.61 9:20.61

11 288 土井 葉月 ドイ ハヅキ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 9:22.29 9:17.75

12 328 五味 叶花 ゴミ キョウカ ( 名城大 長野県 ) 9:22.74 9:22.74

13 285 尾方 唯莉 オガタ ユイリ ( 日本体育大 熊本県 ) 9:23.71 9:23.71

14 119 鷲見 梓沙 スミ アズサ ( ユニバーサル 千葉県 ) 9:25.30 9:00.89

15 110 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

16 222 伊藤 南美 イトウ ナミ ( 川崎市立橘高 神奈川県 ) 9:26.67 9:26.67

17 289 太田 琴菜 オオタ コトナ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 9:26.68 9:09.39

18 120 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

19 219 飯島 理子 イイジマ リコ ( 積水化学工業 千葉県 ) 9:27.57 9:27.57

20 290 高橋 明日香 タカハシ アスカ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 9:27.83 9:27.83

21 249 門脇 奈穂 カドワキ ナホ ( 拓殖大学 宮城県 ) 9:28.61 9:28.61

22 96 工藤 日女花 クドウ ヒメカ ( ニトリ 埼玉県 ) 9:29.53 9:19.01

23 131 柴田 来夢 シバタ ラム ( ワコール 京都府 ) 9:29.58 9:29.27

24 337 井上 葉南 イノウエ ハナ ( 名城大学 愛知県 ) 9:29.66 9:14.32

25 151 萩原 柚乃 ハギワラ ユノ ( 岩谷産業 大阪府 ) 9:29.71 9:20.76

26 216 弟子丸 小春 デシマル コハル ( 積水化学 千葉県 ) 9:31.08 9:18.98

27 121 白石 由佳子 シライシ ユカコ ( ユニバーサル 千葉県 ) 9:31.54 9:30.10

28 214 新谷 仁美 ニイヤ ヒトミ ( 積水化学 東京都 ) 14.55.83 9.08.86 五輪代表

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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 16:25

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

2 231 西 研人 ニシ ケント ( 大阪ガス 大阪府 ) 13:45.93 13:45.93

3 220 今江 勇人 イマエ ユウト ( 千葉大学 宮城県 ) 13:46.84 13:46.84

4 301 栃木 渡 トチギ ワタル ( 日立物流 千葉県 ) 13:46.87 13:46.87

5 302 小松 陽平 コマツ ヨウヘイ ( 日立物流 千葉県 ) 13:46.97 13:46.97

6 7 渡邉 利典 ワタナベ トシノリ ( GMOインターネット 東京都 ) 13:47.18 13:47.18

7 46 矢野 圭吾 ヤノ ケイゴ ( カネボウ 東京都 ) 13:47.38 13:47.38

8 175 土井 大輔 ドイ ダイスケ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 13:47.41 13:47.41

9 39 細森 大輔 ホソモリ ダイスケ ( YKK 富山県 ) 13:47.94 13:47.96

10 8 森田 歩希 モリタ ホマレ ( GMOインターネット 東京都 ) 13:48.01 13:43.10

11 102 坂本 佳太 サカモト ケイタ ( ひらまつ病院 佐賀県 ) 13:48.38 13:48.38

12 273 徳丸 寛太 トクマル カンタ ( 東海大 神奈川県 ) 13:48.59 13:48.59

13 347 山本 歩夢 ヤマモト アユム ( 國學院大 福岡県 ) 13:48.89 13:48.89

14 62 大石 巧 オオイシ タクミ ( スズキ 静岡県 ) 13:48.92 13:48.92

15 316 横手 健 ヨコテ ケン ( 富士通 千葉県 ) 13:49.03 13:31.35

16 91 服部 大暉 ハットリ ダイキ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 13:49.15 13:49.15

17 303 服部 翔大 ハットリ ショウタ ( 日立物流 千葉県 ) 13:49.30 13:37.64

18 228 辻 文哉 ツジ フミヤ ( 早稲田大 東京都 ) 13:49.31 13:49.31

19 21 石井 優樹 イシイ ユウキ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 13:49.40 13:45.65

20 108 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

21 109 髙久 龍 タカク リュウ ( ヤクルト 東京都 ) 13:49.59 13:49.59

22 274 溝口 仁 ミゾグチ ジン ( 東海大 長崎県 ) 13:49.60 13:49.60

23 9 林 奎介 ハヤシ ケイスケ ( GMOインターネット 東京都 ) 13:49.64 13:49.64

24 177 三田 眞司 ミタ シンジ ( 埼玉医大グループ 埼玉県 ) 13:49.72 13:47.82

25 29 千葉 直輝 チバ ナオキ ( SGホールディングス 京都府 ) 13:50.16 13:50.16

26 137 山田 泰史 ヤマダ タイシ ( 愛知製鋼 愛知県 ) 13:50.34 13:50.34

27 261 岡本 直己 オカモト ナオキ ( 中国電力 広島県 ) 13:50.50 13:37.71

28 198 西川 雄一朗 ニシカワ ユウイチロウ ( 住友電工 兵庫県 ) 13:50.63 13:50.63

29 47 平 和真 タイラ カズマ ( カネボウ 東京都 ) 13:50.80 13:36.64

30 92 小野田 勇次 オノダ ユウジ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 13:51.13 13:46.93

31 15 田口 雅也 タグチ マサヤ ( Honda 埼玉県 ) 14:13.72 14:02.53 PM枠

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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 16:45

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

1 323 田中 希実 タナカ ノゾミ ( 豊田織機TC 兵庫県 ) 4:05.27 4:05.27 五輪代表

2 324 後藤 夢 ゴトウ ユメ ( 豊田織機TC 兵庫県 ) 4:13.24 4:13.24

3 251 樫原 沙紀 カタギハラ サキ ( 筑波大 広島県 ) 4:13.82 4:13.82

4 341 道下 美槻 ミチシタ ミヅキ ( 立教大 東京都 ) 4:15.33 4:15.33

5 147 平野 綾子 ヒラノ リョウコ ( 関彰商事 茨城県 ) 4:19.15 4:19.15

6 309 菊地 梨紅 キクチ リク ( 肥後銀行 熊本県 ) 4:19.55 4:19.55

7 214 新谷 仁美 ニイヤ ヒトミ ( 積水化学 東京都 ) 4:20.14 4:20.14 五輪代表

8 236 藪田 裕衣 ヤブタ ユイ ( 大塚製薬 徳島県 ) 4:20.29 4:20.29

9 283 山﨑 りさ ヤマザキ リサ ( 日本体育大 千葉県 ) 4:23.02 4:23.02

10 114 康本 花梨 ヤスモト カリン ( ユニクロ 東京都 ) 4:23.91 4:21.81 

11 284 保坂 晴子 ホサカ ハルコ ( 日本体育大 東京都 ) 4:24.42 4:24.42

12 PM5 澤井 柚葉 サワイ ユズハ ( 筑波大 石川県 ) 4:26.78 4:26.78

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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 16:55

男子 1500m　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 86 河村 一輝 カワムラ カズキ ( トーエネック 愛知県 ) 3:38.83 3:38.83

2 203 森田 佳祐 モリタ ケイスケ ( 小森コーポレーション 茨城県 ) 3:39.37 3:39.37

3 271 飯澤 千翔 イイザワ カズト ( 東海大 神奈川県 ) 3:40.28 3:40.28

4 340 佐藤 圭汰 サトウ ケイタ ( 洛南高 京都府 ) 3:40.36 3:40.36

5 1 館澤 亨次 タテザワ リョウジ ( DeNA 東京都 ) 3:40.73 3:40.49

6 187 的野 遼大 マトノ リョウタ ( 三菱重工 長崎県 ) 3:41.82 3:41.82

7 136 木村 理来 キムラ リク ( 愛三工業 愛知県 ) 3:41.85 3:41.85

8 326 高橋 佑輔 タカハシ ユウスケ ( 北海道大 兵庫県 ) 3:42.33 3:42.33

9 338 佐久間 秀徳 サクマ ヒデノリ ( 明治大 東京都 ) 3:42.57 3:42.57

10 148 才記 壮人 サイキ マサト ( 関彰商事 茨城県 ) 3:43.45 3:42.69

11 130 大竹 康平 オオタケ コウヘイ ( レデイ薬局 愛媛県 ) 3:44.27 3:44.27

12 145 中井 啓太 ナカイ ケイタ ( 環太平洋大 鳥取県 ) 3:44.49 3:44.49

13 280 甲木 康博 カツキ ヤスヒロ ( 東洋大 東京都 ) 3:44.62 3:44.62

14 310 坂東 悠汰 バンドウ ユウタ ( 富士通 千葉県 ) 3:46.02 3:46.02 五輪代表

15 311 松枝 博輝 マツエダ ヒロキ ( 富士通 千葉県 ) 3:38.12 五輪代表

16 PM2 安倍 優紀 アンバイ マサノリ ( 東海大 福島県 ) 3:46.13 3:46.13

17 PM3 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

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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 17:05

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 83 小笠原 朱里 オガサワラ シュリ ( デンソー 三重県 ) 15:45.72 15:23.56

2 117 吉川 侑美 ヨシカワ ユミ ( ユニクロ 東京都 ) 15:46.46 15:46.46

3 84 DESTA Burka デスタ ブルカ ( デンソー 三重県 ) 15:32.49 15:32.49

4 112 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 ) 15:42.05 15:16.80

5 123 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

6 186 片貝 洋美 カタカイ ヒロミ ( 三井住友海上 東京都 ) 15:46.87 15:46.87

7 98 長濱 夕海香 ナガハマ ユミカ ( ニトリ 埼玉県 ) 15:49.51 15:49.51

8 336 山本 有真 ヤマモト ユマ ( 名城大 愛知県 ) 15:50.60 15:50.60

9 237 川内 理江 カワウチ リエ ( 大塚製薬 徳島県 ) 15:51.36 15:41.60

10 150 柳谷 日菜 ヤナギタニ ヒナ ( 関西大 大阪府 ) 15:52.78 15:52.78

11 124 髙木 結加 タカキ ユイカ ( ユニバーサル 千葉県 ) 15:52.91 15:52.91

12 61 阿部 有香里 アベ ユカリ ( しまむら 埼玉県 ) 15:52.94 15:22.29

13 206 小松 優衣 コマツ ユイ ( 松山大 大分県 ) 15:53.18 15:53.18

14 235 北川 星瑠 キタガワ ヒカル ( 大阪芸術大 滋賀県 ) 15:53.31 15:53.31

15 85 川北 陽菜 カワキタ ヒナ ( デンソー 三重県 ) 15:53.92 15:53.92

16 152 中野 円花 ナカノ マドカ ( 岩谷産業 大阪府 ) 15:55.37 15:53.32

17 118 荘司 麻衣 ショウジ マイ ( ユニクロ 東京都 ) 15:56.05 15:34.73

18 42 西田 美咲 ニシダ ミサキ ( エディオン 大阪府 ) 15:56.72 15:56.72

19 125 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

20 194 木之下沙椰 キノシタ サヤ ( 資生堂 東京都 ) 15:57.70 15:57.70

21 238 福良 郁美 フクラ イクミ ( 大塚製薬 徳島県 ) 15:58.87 15:58.87

22 239 棚池 穂乃香 タナイケ ホノカ ( 大塚製薬 徳島県 ) 16:00.14 15:49.37

23 43 山本 明日香 ヤマモト アスカ ( エディオン 大阪府 ) 16:00.80 16:00.80

24 295 小井戸 涼 コイド リョウ ( 日立 茨城県 ) 16:01.99 15:33.61

25 207 西山 未奈美 ニシヤマ マナミ ( 松山大 愛媛県 ) 16:02.01 16:02.01

26 129 西谷 沙綾 ニシタニ サヤ ( ルートインホテルズ 東京都 ) 16:04.77 16:04.77

27 296 佐々木 芽衣 ササキ メイ ( 日立 茨城県 ) 16:05.37 16:05.37

28 240 伊藤 舞 イトウ マイ ( 大塚製薬 徳島県 ) 16:06.21 15:44.97

29 244 鈴木 優花 スズキ ユウカ ( 大東文化大 秋田県 ) 16:08.30 15:37.71

30 297 佐々木 瑠衣 ササキ ルイ ( 日立 茨城県 ) 16:09.10 16:09.10

31 156 中本 香 ナカモト カオリ ( 京都産業大 兵庫県 ) 16:11.69 16:11.69

32 55 久保田 みずき クボタ ミズキ ( コモディイイダ 東京都 ) 17:04.33 17:04.33 PM枠

33 PM9 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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 17:25

男子 5000mB　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

1 257 SAIDAMU SIMON MUSIOサイダムサイモン ムシオ ( 中央発條 愛知県 ) 13:27.42 13:25.07

2 56 YEGO Evans kiptoo イエゴ エバンス ( サンベルクス 東京都 ) 13:28.59 13:24.27

3 307 YENEBLO BIYAZEN イェネブロ ビヤゼン ( 八千代工業 埼玉県 ) 13:32.56 13:13.36

4 224 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

5 173 JOEL Mwaura ジョエル ムァゥラ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 13:40.10 13:22.13 PM枠

6 266 相葉 直紀 アイバ ナオキ ( 中電工 広島県 ) 13:40.19 13:40.19

7 258 坂田 昌駿 サカタ マサトシ ( 中央発條 愛知県 ) 13:40.67 13:40.67

8 256 三浦 拓朗 ミウラ タクロウ ( 中央大 兵庫県 ) 13:41.05 13:41.05

9 209 砂岡 拓磨 スナオカ タクマ ( 城西大 埼玉県 ) 13:41.11 13:41.11

10 199 野村 優作 ノムラ ユウサク ( 順天堂大 和歌山県 ) 13:41.73 13:41.73

11 34 照井 明人 テルイ アキト ( SUBARU 群馬県 ) 13:42.14 13:42.14

12 38 森山 真伍 モリヤマ シンゴ ( YKK 富山県 ) 13:42.24 13:42.24

13 345 中西 大翔 ナカニシ タイガ ( 國學院大 石川県 ) 13:42.24 13:42.24

14 174 細谷 恭平 ホソヤ キョウヘイ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 13:42.39 13:42.39

15 183 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

16 45 鈴木 祐希 スズキ ユウキ ( カネボウ 東京都 ) 13:42.87 13:42.87

17 315 中村 大成 ナカムラ タイセイ ( 富士通 千葉県 ) 13:43.44 13:43.44

18 90 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

19 299 竹内 竜真 タケウチ リョウマ ( 日立物流 千葉県 ) 13:43.59 13:43.59

20 197 加藤 淳 カトウ アツシ ( 住友電工 兵庫県 ) 13:43.61 13:43.61

21 200 伊豫田 達弥 イヨダ タツヤ ( 順天堂大 広島県 ) 13:43.71 13:41.73

22 20 鬼塚 翔太 オニヅカ ショウタ ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 13:43.98 13:38.58

23 161 中村 信一郎 ナカムラ シンイチロウ ( 九電工 福岡県 ) 13:44.27 13:44.27

24 300 設楽 啓太 シタラ ケイタ ( 日立物流 千葉県 ) 13:44.57 13:40.32

25 14 菅原 伊織 スガワラ イオリ ( Honda 埼玉県 ) 13:44.71 13:44.71

26 346 藤木 宏太 フジキ コウタ ( 國學院大 北海道 ) 13:44.94 13:44.94

27 6 一色 恭志 イッシキ タダシ ( GMOインターネット 東京都 ) 13:45.10 13:39.65

28 227 井川 龍人 イガワ リュウト ( 早稲田大 熊本県 ) 13:45.30 13:45.30

29 310 坂東 悠汰 バンドウ ユウタ ( 富士通 千葉県 ) 13:18.49 13:18.49 五輪代表

30 311 松枝 博輝 マツエダ ヒロキ ( 富士通 千葉県 ) 13:24.29 13:24.29 五輪代表

31 PM7 LOROT ANDREW ロロット・アンドリュー ( SUBARU )

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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 17:45

女子 10000m　スタートリスト
PM3=31:40

PM4=32:15

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

1 268 松下 菜摘 マツシタ ナツミ ( 天満屋 岡山県 ) 32:15.10 32:15.10

2 64 上杉 真穂 ウエスギ マオ ( スターツ 千葉県 ) 32:57.57 32:57.57

3 269 谷本 観月 タニモト ミヅキ ( 天満屋 岡山県 ) 33:00.90 32:18.44

4 77 松田 杏奈 マツダ アンナ ( デンソー 三重県 ) 33:04.65 32:07.11

5 270 渡邉 桃子 ワタナベ モモコ ( 天満屋 岡山県 ) 33:24.38 33:24.38

6 78 小泉 直子 コイズミ ナオコ ( デンソー 三重県 ) 33:30.37 33:30.37

7 278 川田 愛佳 カワタ マナカ ( 東京農業大 山形県 ) 33:54.39 33:54.39

8 308 儀藤 優花 ギトウ ユウカ ( 肥後銀行 熊本県 ) 33:57.63 33:57.63

9 128 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 ) 15:20.02 30:41.85

10 221 岩出 玲亜 イワデ レイア ( 千葉陸協 千葉県 ) 15:41.99 32:13.21

11 65 佐藤 奈々 サトウ ナナ ( スターツ 千葉県 ) 15:44.11 32:56.91

12 79 池内 彩乃 イケウチ アヤノ ( デンソー 三重県 ) 15:54.00 32:50.25

13 80 松本 夢佳 マツモト ユウカ ( デンソー 三重県 ) 15:59.22

14 294 池田 千晴 イケダ チハル ( 日立 茨城県 ) 16:00.19 32:59.39

15 113 尾方 星華 オガタ セイカ ( ユニクロ 東京都 ) 16:05.31

16 153 若井 莉央 ワカイ リオ ( 京都産業大 奈良県 ) 16:15.27 34:28.36

17 149 磯野 美空 イソノ ミク ( 関西大 香川県 ) 16:18.35 34:57.24

18 318 沼田 未知 ヌマタ ミチ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 16:19.35 32:03.95

19 66 西川 真由 ニシカワ マユ ( スターツ 千葉県 ) 16:24.44 33:36.50

20 PM10 KAMAU Tabithanjeri カマウ タビタジェリ ( 三井住友海上 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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 18:25

ななつぼし　女子 5000mA　スタートリスト -15:35

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

1 291 廣中 璃梨佳 ヒロナカ リリカ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 14:59.37 14:59.37 五輪代表

2 122 KARIUKI Naomi muthoniカリウキ ナオミムッソーニ ( ユニバーサル 千葉県 ) 15:03.01 15:03.01

3 320 HELLEN Ekalale ヘレン エカラレ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 15:03.09 15:03.09

4 158 KIPKEMOI Joan キプケモイ ジョアン ( 九電工 福岡県 ) 15:04.32 15:04.32

5 191 Jepngetich Judy ジェプングティチ ジュディ ( 資生堂 東京都 ) 15:07.52 15:07.52

6 81 ZEYITUNA Husan ゼイトナ フーサン ( デンソー 三重県 ) 15:13.44 15:13.44

7 159 JEROTICH Winnie ジェロティッチ ウイニー ( 九電工 福岡県 ) 15:14.84 15:14.84 PM枠

8 217 佐藤 早也伽 サトウ サヤカ ( 積水化学 千葉県 ) 15:16.52 15:16.52

9 82 矢田 みくに ヤダ ミクニ ( デンソー 三重県 ) 15:19.67 15:19.67

10 321 川口 桃佳 カワグチ モモカ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 15:24.24 15:24.24

11 331 和田 有菜 ワダ ユナ ( 名城大 長野県 ) 15:25.14 15:25.14

12 132 安藤 友香 アンドウ ユカ ( ワコール 京都府 ) 15:26.34 15:26.34 五輪代表

13 41 細田 あい ホソダ アイ ( エディオン 大阪府 ) 15:28.05 15:28.05

14 192 木村 友香 キムラ トモカ ( 資生堂 東京都 ) 15:31.36 15:12.47

15 75 加世田 梨花 カセダ リカ ( ダイハツ 大阪府 ) 15:32.77 15:32.77

16 101 中村 優希 ナカムラ ユウキ ( パナソニック 神奈川県 ) 15:33.54 15:33.54

17 248 不破 聖衣来 フワ セイラ ( 拓殖大 群馬県 ) 15:34.12 15:34.12

18 184 田邉 美咲 タナベ ミサキ ( 三井住友海上 東京都 ) 15:36.47 15:31.03

19 333 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 ) 15:39.33 15:26.76

20 76 下田平 渚 シモタビラ ナギサ ( ダイハツ 大阪府 ) 15:40.30 15:40.30

21 292 小坂井 智絵 コサカイ チカ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 15:41.51 15:41.51

22 185 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

23 334 増渕 祐香 マスブチ ユウカ ( 名城大 東京都 ) 15:42.02 15:42.02

24 322 籔下 明音 ヤブシタ アカネ ( 豊田自動織機 愛知県 ) 15:42.24 15:36.84

25 286 岡島 楓 オカジマ カエデ ( 日本体育大 北海道 ) 15:42.51 15:42.51

26 193 佐藤 成葉 サトウ ナルハ ( 資生堂 東京都 ) 15:43.94 15:27.80

27 335 荒井 優奈 アライ ユウナ ( 名城大 兵庫県 ) 15:44.13 15:44.13

28 293 三原 梓 ミハラ アズサ ( 日本郵政グループ 東京都 ) 15:44.36 15:44.36

29 133 井手 彩乃 イデ アヤノ ( ワコール 京都府 ) 15:44.41 15:44.41

30 PM8 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：2021/7/13/18:02



第５戦　千歳大会 18:45

男子 5000mA　スタートリスト -13:30

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 26 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

2 195 遠藤 日向 エンドウ　ヒュウガ ( 住友電工 兵庫県 ) 13:18.99 13:18.99 強化推薦枠

3 11 JACKSON KAVESA ジャクソン カベサ ( Honda 埼玉県 ) 13:20.02 13:20.02

4 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 ) 13:21.59 13:21.59

5 51 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

6 312 塩尻 和也 シオジリ カズヤ ( 富士通 千葉県 ) 13:22.80 13:22.80

7 52 JAMES Muoki ジェームス ムオキ ( コニカミノルタ 東京都 ) 13:27.15 13:27.15

8 164 鈴木 芽吹 スズキ メブキ ( 駒澤大 長野県 ) 13:27.83 13:27.83

9 313 浦野 雄平 ウラノ ユウヘイ ( 富士通 千葉県 ) 13:30.41 13:30.41

10 165 唐澤 拓海 カラサワ タクミ ( 駒澤大 埼玉県 ) 13:32.58 13:32.58

11 314 塩澤 稀夕 シオザワ キセキ ( 富士通 千葉県 ) 13:33.44 13:33.44

12 27 佐藤 悠基 サトウ ユウキ ( SGホールディングス 京都府 ) 13:34.71 13:13.60

13 306 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

14 89 羽生 拓矢 ハニュウ タクヤ ( トヨタ紡織 愛知県 ) 13:35.88 13:35.88

15 230 野中 優志 ノナカ マサシ ( 大阪ガス 大阪府 ) 13:35.94 13:35.94

16 196 高田 康暉 タカダ コウキ ( 住友電工 兵庫県 ) 13:36.55 13:36.55

17 225 伊藤 大志 イトウ タイシ ( 早稲田大 長野県 ) 13:36.57 13:36.57

18 3 吉田 祐也 ヨシダ ユウヤ ( GMOインターネット 東京都 ) 13:36.86 13:36.89

19 13 小袖 英人 コソデ ヒデト ( Honda 埼玉県 ) 13:36.61 13:36.61

20 28 鈴木 塁人 スズキ タカト ( SGホールディングス 京都府 ) 13:37.06 13:37.06

21 166 田澤 廉 タザワ レン ( 駒澤大 青森県 ) 13:37.28 13:37.28

22 4 村山 紘太 ムラヤマ コウタ ( GMOインターネット 東京都 ) 13:37.56 13:19.62

23 19 小林 歩 コバヤシ アユム ( ＮＴＴ西日本 大阪府 ) 13:37.99 13:37.99

24 298 浅岡 満憲 アサオカ ミツノリ ( 日立物流 千葉県 ) 13:38.05 13:38.05

25 87 中西 亮貴 ナカニシ リキ ( トーエネック 愛知県 ) 13:38.48 13:38.48

26 12 小山 直城 コヤマ ナオキ ( Honda 埼玉県 ) 13:38.81 13:38.81

27 226 中谷 雄飛 ナカヤ ユウヒ ( 早稲田大 長野県 ) 13:39.21 13:39.21

28 44 木津 晶夫 キヅ マサオ ( カネボウ 東京都 ) 13:39.52 13:39.52

29 5 倉田 翔平 クラタ ショウヘイ ( GMOインターネット 東京都 ) 13:39.71 13:39.71

30 172 田村 友佑 タムラ ユウスケ ( 黒崎播磨 福岡県 ) 13:39.76 13:39.76

31 88 竹内 大地 タケウチ ダイチ ( トーエネック 愛知県 ) 13:40.77 13:40.77 PM枠

32 PM6 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） 大迫　　傑 （NIKE ORPJT）

Printed：2021/7/13/18:02


