
女子　3000mW
1組
オーダー ナンバー 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録都道府県 目標タイム記録

1 1 林 愛加里 ﾊﾔｼ ｱｶﾘ 埼玉県立飯能高等学校 埼玉 15.00.0 16.47.96
2 2163 稲川 夏希 ｲﾅｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 学習院女子中等科 東京 15.50.0 17.34.89
3 1551 堀口 珠佑 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐｳ 埼玉県立川越女子高等学校 埼玉 15.14.0 DNS

男子　5000mW
1組
オーダー ナンバー 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録都道府県 目標タイム記録

1 1436 遠藤 光 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 千葉県立佐原高等学校 千葉 29.12.0 29.56.44
2 1359 竹蓋 佳亮 ﾀｹﾌﾞﾀ ｹｲｽｹ 千葉県立佐原高等学校 千葉 26.04.59 25.45.38
3 1286 杉田 誠剛 ｽｷﾞﾀ ｾｲｺﾞｳ 埼玉県立春日部東高等学校 埼玉 24.00.0 DQ W2
4 1656 森山 翔太 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀ 新潟県立小出高等学校 新潟 26.00.0 28.37.90
5 4 尾崎 雄大 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ トヨタ自動車 愛知 27.30.0 DNS
6 1646 大脇 凱志 ｵｵﾜｷ ｶｲｼﾞ 御殿場南高校 静岡 24.00.0 24.33.05
7 4515 廣田 敏 ﾋﾛﾀ ﾋﾞﾝ 国際基督教大学 奈良 25.00.0 DQ W2
8 3850 村上 恭理 ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｽｹ 芝浦工業大学柏 千葉 26.00.0 26.23.69
9 7605 和田 夏輝 ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 逗子開成高等学校 神奈川 27.00.0 DQ W2

10 7619 鈴木 一平 ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ 逗子開成高等学校 神奈川 25.30.0 28.08.30
11 8210 太田 朋希 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 逗子開成高等学校 神奈川 28.00.0 DQ W2
12 4507 江里口 翔真 ｴﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 中央大学附属横浜高等学校 神奈川 26.30.0 30.38.39
13 34603 福島 弘暉 ﾌｸｼﾏ ｺｳｷ 都立文京高等学校 東京 26.14.0 28.48.77
14 34658 菊地 樹 ｷｸﾁ ﾀﾂｷ 都立文京高等学校 東京 29.00.0 28.11.08
15 45244 竹内 悠 ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 堀越高等学校 東京 24.00.0 24.58.10
16 5 長井 健 ﾅｶﾞｲ ｹﾝ 和歌山陸協 和歌山 25.33.24

2組
オーダー ナンバー 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録都道府県 目標タイム記録

1 8 大内　穂高 ｵｵｳﾁ　ﾎﾀｶ 東京学芸大学 茨城 20.0.0 22.26.30
2 9 高橋 直己 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 東京学芸大学 埼玉 21.30.0 22.26.40
3 240 平根 潤一 ﾋﾗﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁ 国際武道大学 茨城 21.30.0 22.45.15
4 787 石橋 和樹 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞｷ 千葉県立佐原高等学校 千葉 22.43.24 DNS
5 1234 星野 雄大 ﾎｼﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 埼玉県立春日部東高等学校 埼玉 22.50.0 23.22.44
6 3771 村井 雄紀 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 日本大学 静岡 20.30.0 21.10.15
7 5951 島田 尚輝 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 日本大学 千葉 20.40.0 27.50.28
8 1611 川野 将虎 ｶﾜﾉ ﾏｻﾄﾗ 御殿場南高校 静岡 20.00.0 20.49.78
9 3903 福井 隆真 ﾌｸｲ ﾘｭｳﾏ 芝浦工業大学柏 千葉 23.00.0 22.44.48

10 7620 武藤 佳暉 ﾑﾄｳ ﾖｼｷ 逗子開成高等学校 神奈川 23.00.0 23.21.71
11 886 橋口 大希 ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 成田高校 千葉 22.30.0 DQ W2
12 994 田中 達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 大阪大学 奈良 20.50.0 21.54.53
13 792 木村 克也 ｷﾑﾗ ｶﾂﾔ 法政大学 神奈川 21.59.0 23.33.72
14 3983 高橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 明治大学 広島 22.07.64 DNS
15 3997 塩島 亮太 ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 明治大学 長野 20.51.10 20.51.67
16 4037 大楽 享平 ﾀﾞｲﾗｸ ｷｮｳﾍｲ 明治大学 滋賀 20.53.45 21.31.62
17 1294 竹倉 龍之介 ﾀｹｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ長野日本大学高等学校 長野 23.00.0 28.01.31
18 1293 長原 治玄 ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ 長野日本大学高等学校 長野 23.00.0 25.33.11
19 3237 渡邉 成陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 東京大学 神奈川 19.54.60 21.04.90
20 45235 古川 勝也 ﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾔ 堀越高等学校 東京 23.00.0 23.24.26
21 6 武田　直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 須坂高校 長野 23.00.0 23.48.50



女子　5000mW
1組
オーダー ナンバー 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録都道府県 目標タイム記録

1 10 八木　望 ﾔｷﾞ　ﾉｿﾞﾐ 東京学芸大学 埼玉 23.00.0 24.07.43
2 1 林 愛加里 ﾊﾔｼ ｱｶﾘ 埼玉県立飯能高等学校 埼玉 25.59.0 DNS
3 2 平江 香晴 ﾋﾗｴ ｺﾊﾙ 埼玉県立飯能高等学校 埼玉 28.00.0 DNS
4 372 横山 ひかり ﾖｺﾔﾏ ﾋｶﾘ 千葉県立佐原高等学校 千葉 25.07.66 24.32.08
5 376 和田 夏海 ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ 千葉県立佐原高等学校 千葉 29.55.97 DNF
6 1263 大谷 菜々子 ｵｵﾀﾆ ﾅﾅｺ 伊豆中央 静岡 24.39.99 27.59.43
7 1470 木村 加奈 ｷﾑﾗ ｶﾅ 御殿場南高校 静岡 24.00.0 25.03.24
8 1467 岩田 奈々 ｲﾜﾀ ﾅﾅ 御殿場南高校 静岡 24.50.0 27.10.94
9 5038 安藤 梨沙 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 神奈川県立希望ヶ丘高等学校神奈川 24.40.0 25.52.17

10 423 髙田 愛里 ﾀｶﾀﾞ ｱｲﾘ 成田高校 千葉 25.30.0 27.27.34
11 1714 栗原 都妃 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾔﾋﾞ 千葉県立柏南高等学校 千葉 24.30.0 25.03.79
12 1715 榊原 理奈 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘﾅ 千葉県立柏南高等学校 千葉 25.45.0 26.11.59
13 5339 菊地 琉希 ｷｸﾁ ﾙｷ いわき秀英高校 福島 27.00.0 29.40.58
14 4495 臼井 優 ｳｽｲ ﾕｳ 中央大学附属横浜高等学校 神奈川 24.30.0 DNS
15 5939 山本 真由 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ 中央大学附属横浜高等学校 神奈川 28.00.0 DNF
16 6106 髙橋 栞 ﾀｶﾊｼ ｼｵﾘ 二俣川看護福祉 神奈川 30.00.0 31.56.76
17 31595 長谷 利咲 ﾊｾ ﾘｻ 日本大学豊山女子高等学校 東京 27.48.0 27.37.78
18 31553 守本 千夏 ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾅﾂ 日本大学豊山女子高等学校 東京 30.00.0 29.18.49
19 3 藤田 真結 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕ 新潟県立加茂農林高等学校 新潟 28.30.0 28.37.87

男女　10000mW
1組
オーダー ナンバー 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録都道府県 目標タイム記録

1 240 平根 潤一 ﾋﾗﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁ 国際武道大学 茨城 45.00.0 46.27.35
2 242 細川 直樹 ﾎｿｶﾜ ﾅｵｷ 国際武道大学 山梨 47.00.0 DQ W3
3 5884 斉藤 竜一 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 国際武道大学 千葉 45.00.0 DQ W1
4 5889 神澤 俊史 ｶﾝｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 日本大学 群馬 45.00.0 46.45.70
5 4 尾崎 雄大 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ トヨタ自動車 愛知 55.00.0 55.24.37
6 14 宝満 正嗣 ﾎｳﾏﾝ ﾏｻﾂｸﾞ 岩手大学 福岡 46.59.09 DNS
7 5160 初雁 直人 ﾊﾂｶﾘ ﾅｵﾄ 順天堂大学 埼玉 46.49.64 47.53.50
8 7620 武藤 佳暉 ﾑﾄｳ ﾖｼｷ 逗子開成高等学校 神奈川 48.00.0 DNS
9 881 石橋 卓己 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾐ 成田高校 千葉 49.30.0 56.54.15

10 1044 孫田 礼人 ﾏｺﾞﾀ ｱﾔﾄ 大阪大学 徳島 47.50.0 53.11.05
11 792 木村 克也 ｷﾑﾗ ｶﾂﾔ 法政大学 神奈川 45.00.0 DNS
12 2916 山本 裕星 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 都立雪谷高校 東京 50.00.0 49.27.59
13 2917 三好 有弘 ﾐﾖｼ ﾄﾓﾋﾛ 都立雪谷高校 東京 50.00.0 49.05.23
14 5366 及川 知大 ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 二俣川看護福祉 神奈川 56.00.0 50.25.32
15 5 長井 健 ﾅｶﾞｲ ｹﾝ 和歌山陸協 和歌山 51.29.9 51.28.98
16 10 八木　望 ﾔｷﾞ　ﾉｿﾞﾐ 東京学芸大学 埼玉 47.00.0 50.32.40
17 7537 小野 理沙 ｵﾉ ﾘｻ 日本女子体育大学 青森 52.00.0 DNS
18 7566 竹園 日加里 ﾀｹｿﾉ ﾋｶﾘ 日本女子体育大学 滋賀 49.00.0 DNS
19 408 川原 早智 ｶﾜﾊﾗ ｻﾁ 成田高校 千葉 50.00.0 52.20.09
20 34675 金親 杏 ｶﾅｵﾔ ﾓﾓ 都立文京高等学校 東京 DNS
21 31581 遠藤 朝美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 日本大学豊山女子高等学校 東京 55.00.0 54.25.26
22 7723 松本 彩映 ﾏﾂﾓﾄ ｻｴ 国士舘大学 北海道 45.30.0 49.03.54



男子　10000mW
1組
オーダー ナンバー 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録都道府県 目標タイム記録

1 8 大内　穂高 ｵｵｳﾁ　ﾎﾀｶ 東京学芸大学 茨城 41.00.0 41.40.61
2 9 高橋　直己 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 東京学芸大学 埼玉 44.00.0 44.38.73
3 1301 滝沢 大賀 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 埼玉県立春日部東高等学校 埼玉 42.00.0 44.48.97
4 69 割田 仁志 ﾜﾘﾀ ﾋﾄｼ 鶴ヶ島ケアホーム 埼玉 41.00.0 42.15.82
5 3771 村井 雄紀 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 日本大学 静岡 41.30.0 DNS
6 5951 島田 尚輝 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 日本大学 千葉 42.30.0 49.16.25
7 42077 後藤 秀斗 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾄ 順天堂大学 京都 41.24.45 43.32.19
8 86 山田 康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 順天堂大学 愛知 40.42.03 DNS
9 108 髙橋 涼太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 順天堂大学 長野 42.55.27 43.37.95

10 4074 小笠原 凌 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳ 城西国際大学 東京 44.29.0 55.36.47
11 871 永原 秀人 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄ 成田高校 千葉 42.00.0 DNS
12 4986 加洲 陽太 ｶｼｭｳ ﾖｳﾀ 青山学院大学 愛媛 43.30.0 44.37.83
13 4046 塩入 滉介 ｼｵｲﾘ ｺｳｽｹ 明治大学 東京 44.46.64 DNS
14 3997 塩島 亮太 ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 明治大学 長野 41.00.13 42.28.01
15 4037 大楽 享平 ﾀﾞｲﾗｸ ｷｮｳﾍｲ 明治大学 滋賀 42.50.73 43.52.86
16 1305 石井 克弥 ｲｼｲ ｶﾂﾔ 長野日本大学高等学校 長野 42.30.0 44.46.42
17 1289 高野 純紀 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｷ 長野日本大学高等学校 長野 44.30.0 51.40.76
18 1291 竹内 佑介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 長野日本大学高等学校 長野 43.30.0 46.18.14
19 3276 棟重 賢治 ﾑﾈｼｹﾞ ｹﾝｼﾞ 東京大学 東京 44.02.67 DQ W3
20 3237 渡邉 成陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 東京大学 神奈川 40.53.86 42.50.11
21 469 佐々木 信春 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾊﾙ 東北学院大学 宮城 42.44.99 44.23.19
22 3214 甲斐 奨史 ｶｲ ﾏｻﾌﾐ 肥後銀行 熊本 42.30.0 DNS
23 11216 粟野 敬介 ｱﾜﾉ ｹｲｽｹ 明治大学同好会 神奈川 43.00.0 46.49.90
24 11267 平田 幹樹 ﾋﾗﾀ ﾓﾄｷ 明治大学同好会 神奈川 44.00.0 47.54.65
25 3953 平田 准也 ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 立教大学 宮城 42.30.0 DQ W1
26 6256 井上 稜 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 国士舘大学 千葉 44.00.0 43.57.07
27 7 奥野 哲弥 ｵｸﾉ ﾃﾂﾔ 筑波大学 石川 44.00.0 44.46.19


