
NCH男子5000m[改訂]

世界記録(WR)              12:35.36     Joshua CHEPTEGEI(UGA・ウガンダ)       2020
アジア記録(AR)            12:51.96     Albert ROP(BRU・ブルネイ)             2013
日本記録(NR)              13:08.40     大迫傑(東京・NIKE ORPJT )             2015
U20日本記録(NJR)          13:22.91     佐藤圭汰(京都・駒澤大)                2022
大会記録(CR)              13:14.18     S.MAINA MUNYI(愛知・トヨタ自動車)     1998 6月9日 19:30 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 兵　庫

1 223 阿部 弘輝(97) 住友電工 13:33.74
ﾖｺﾃ ｹﾝ 千　葉

2 407 横手 健(93) 富士通 13:31.59
ｼﾉﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 千　葉

3 182 篠原 倖太朗(02) 駒澤大 13:34.28
ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｼｭｳﾎ 宮　崎

4 142 大六野 秀畝(92) 旭化成 13:31.02
ｺｿﾃﾞ ﾋﾃﾞﾄ 埼　玉

5 17 小袖 英人(98) Honda 13:23.94
ﾉﾅｶ ﾏｻｼ 大　阪

6 284 野中 優志(95) 大阪ｶﾞｽ 13:35.94
ﾁｷﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 東　京

7 13 千明 龍之佑(00) GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 13:31.51
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ 兵　庫

8 222 遠藤 日向(98) 住友電工 13:10.69
ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 群　馬

9 56 清水 歓太(96) SUBARU 13:22.25
ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 宮　崎

10 143 茂木 圭次郎(95) 旭化成 13:31.08
ﾊﾆｭｳ ﾀｸﾔ 愛　知

11 114 羽生 拓矢(97) ﾄﾖﾀ紡織 13:28.82
ｲﾄｳ ﾀｲｼ 長　野

12 277 伊藤 大志(03) 早稲田大 13:35.70
ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 富　山

13 67 森山 真伍(98) YKK 13:35.90
ｲｹﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 東　京

14 79 池田 耀平(98) ｶﾈﾎﾞｳ 13:33.67
ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾃ 愛　知

15 322 竹内 颯(96) 中央発條(株) 13:31.73
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 千　葉

16 406 坂東 悠汰(96) 富士通 13:31.46
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 京　都

17 50 鈴木 塁人(97) SGH 13:29.80
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ 千　葉

18 276 山口 智規(03) 早稲田大 13:35.16
ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｷ 愛　知

19 115 服部 大暉(99) ﾄﾖﾀ紡織 13:32.98
ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ 千　葉

20 405 塩澤 稀夕(98) 富士通 13:31.31
ｻﾄｳ ｹｲﾀ 京　都

21 181 佐藤 圭汰(04) 駒澤大 13:22.91
ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 千　葉

22 403 塩尻 和也(96) 富士通 13:16.53
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 千　葉

24 404 松枝 博輝(93) 富士通 13:28.26
ｽﾅｵｶ ﾀｸﾏ 東　京

25 83 砂岡 拓磨(00) ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 13:19.96
ﾊｯﾄﾘ ﾊｽﾞﾏ 愛　知

26 108 服部 弾馬(95) ﾄｰｴﾈｯｸ 13:29.65
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 愛　知

27 111 丸山 竜也(94) ﾄﾖﾀ自動車 13:31.59
ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ 宮　崎

28 144 鈴木 聖人(99) 旭化成 13:34.91
ｷﾞﾃﾞｵﾝ ﾛﾉ 東　京

29 12 ｷﾞﾃﾞｵﾝ ﾛﾉ(03) GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 13:16.51 OP
ｷｻｲｻ ﾚﾀﾞﾏ 東　京

30 78 ｷｻｲｻ ﾚﾀﾞﾏ(98) ｶﾈﾎﾞｳ 13:25.00 OP

【お詫びと訂正】
6月8日（水）に発表いたしました、第1日目（6月9日）のスタートリストに関しまして、6月7日の指定時刻までに欠場届を提出されていました、男
子5000mの藤本珠輝選手（日本体育大）、が、主催者の手違いによりスタートリストに掲載されたままになっておりました。
それに伴い、男子5000mのスタートリストを変更いたしますのでご確認いただきますようお願いいたします。
レース当日のスタートリスト変更となり、出場選手及び関係者の皆様にご迷惑おかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。



NCH女子1500m [改訂]

世界記録(WR)               3:50.07     Genzebe DIBABA(ETH・エチオピア)       2015
アジア記録(AR)             3:50.46     Yunxia QU(CHN・中国)                  1993
日本記録(NR)               3:59.19     田中希実(兵庫・豊田自動織機TC)        2021
U20日本記録(NJR)           4:07.86     小林祐梨子(兵庫・須磨学園高)          2006 6月9日 13:50 予　選
大会記録(CR)               4:07.77     T.CHIDU(ROU・ルーマニア)              1991 6月10日 19:55 決　勝

予　選　2組5着＋2

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 愛　知 ﾅｷﾞﾗ ｱｽﾞﾐ 富　山

1 351 田中 希実(99) 豊田自動織機 3:59.19 1 359 柳樂 あずみ(03) 名城大 4:15.71
ｺｸﾞﾚ ﾏｵ 埼　玉 ｳﾗﾍﾞ ﾗﾝ 東　京

2 181 小暮 真緒(02) 順天堂大 4:16.87 2 210 卜部 蘭(95) 積水化学 4:07.90
ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ 埼　玉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾏ 愛　知

3 252 木下 紗那(03) 中央大 4:21.84 3 360 山本 有真(00) 名城大 4:17.17
ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 東　京 ﾓﾘ ﾁｶｺ 千　葉

4 363 道下 美槻(01) 立教大 4:12.72 4 211 森 智香子(92) 積水化学 4:14.97
ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ 東　京 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾏｷ 東　京

5 87 吉川 侑美(90) ﾕﾆｸﾛ 4:15.07 5 232 出水田 眞紀(96) 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4:21.96
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 埼　玉 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 愛　知

6 70 鈴木 葵(00) ﾆﾄﾘ 4:20.16 6 352 後藤 夢(00) 豊田自動織機 4:11.95
ｻﾜﾀﾞ ﾕﾔ 静　岡 ｼﾉｻﾞｸﾗ ｿﾗ 神奈川

7 331 澤田 結弥(06) 浜松市立高 4:16.90 7 73 信櫻 空(01) ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 4:21.22
ﾎｻｶ ﾊﾙｺ 東　京 ｶﾈｺ ｺﾊﾙ 静　岡

8 309 保坂 晴子(01) 日本体育大 4:17.25 8 191 兼子 心晴(04) 城西大 4:17.20
ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ 京　都 ｷｸﾁ ﾘｸ 熊　本

9 90 井手 彩乃(99) ﾜｺｰﾙ 4:13.49 9 329 菊地 梨紅(97) 肥後銀行 4:15.88
ｲｲﾉ ﾏﾔ 山　梨 ﾀｻｷ ﾕｳﾘ 兵　庫

10 18 飯野 摩耶(88) SNOW 4:15.03 10 39 田﨑 優理(01) ｼｽﾒｯｸｽ 4:17.89
ｼｮｳｼﾞ ﾙﾅ 岡　山 ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ 広　島

11 114 正司 瑠奈(04) 環太平洋大 4:20.96 11 237 樫原 沙紀(01) 筑波大 4:13.82
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｲ 東　京 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ 京　都

12 285 萩原 結(03) 東洋大 4:21.51 12 371 村松 結(04) 立命館大 4:21.23
ﾄﾞｳｾｲ ｱｲｰｼｬ 千　葉 ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾅｷﾞｻ 滋　賀

13 212 道清 愛紗(03) 積水化学 4:17.52 13 50 下田平 渚(98) ｾﾝｺｰ 4:20.03

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

【お詫びと訂正】
6月8日（水）に発表いたしました、第1日目（6月9日）のスタートリストに関しまして、6月7日の指定時刻までに欠場届を提出されていま
した、女子1500mの山﨑りさ選手（日本体育大）、が、主催者の手違いによりスタートリストに掲載されたままになっておりました。
それに伴い、女子1500mのスタートリストを変更いたしますのでご確認いただきますようお願いいたします。
レース当日のスタートリスト変更となり、出場選手及び関係者の皆様にご迷惑おかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。


