
第５４回東日本実業団陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 岩崎　慎一郎

男子 2012年5月19日（土）～5月20日（日） 跳躍審判長 松山　治彦 記録主任 坂内　孝弥

投擲審判長 竹村　義人

日付 種目

5月19日  男子100m 高平 慎士 10.38 川面 聡太 10.52 羽根 聖也 10.54 矢野 祥伍 10.56 佐久間 康太 10.69 草野 誓也 10.70 宮﨑 久 10.78 末續 慎吾 11.77

富士通 (+0.3) ミズノ (+0.3) アスリートブランドジャパン (+0.3) 城西スポーツアカデミー (+0.3) 市立柏高職 (+0.3) ぴえろ (+0.3) 大倉山藍田学舎 (+0.3) ミズノ (+0.3)

5月20日  男子200m 高瀬 慧 20.80 羽根 聖也 21.22 藤光 謙司 21.32 安孫子 充裕 21.58 矢野 祥伍 21.72 渡邊 侑平 21.76 石井 達哉 21.87 高平 慎士

富士通 (-0.4) アスリートブランドジャパン (-0.4) ゼンリン (-0.4) ミズノ (-0.4) 城西スポーツアカデミー (-0.4) 岩槻ＡＣ (-0.4) かずき整骨院 (-0.4) 富士通 DNS(-0.4)

5月19日  男子400m 堀籠 佳宏 46.87 廣瀬 英行 46.98 笛木 靖宏 47.39 佐々木 雄大 47.48 糸川 航太 47.87 今泉 和真 48.91 大木 貴弘 50.00 成迫 健児

富士通 富士通 アムズデザイン 日本ランニング振興機構 ジャパンアスリートケア 板橋区役所 イオン山形南店 ミズノ DNS

5月20日  男子800m 堤 大樹 1:52.29 糸川 航太 1:53.12 田口 裕之 1:53.28 宮崎 輝 1:55.62 服部 直 1:56.71 森 祥紀 1:57.17 鷹見 聡 1:59.97 関山 健蔵 2:04.68

自衛隊体育学校 ジャパンアスリートケア セカンドウィンドＡＣ 自衛隊体育学校 アスレティクス・ジャパン 自衛隊体育学校 スポーツクラブ　ルネサンス 盛

5月19日  男子1500m ギタウ ダニエル 3:45.17 佐藤 悠基 3:47.27 荒井 輔 3:48.60 井野 洋 3:49.67 田中 佳祐 3:50.70 川上 遼平 3:51.24 山下 隆盛 3:52.56 高谷 将弘 3:52.92

富士通 日清食品グループ ＪＲ東日本 富士通 富士通 カネボウ カネボウ ＪＲ東日本

5月20日  男子5000m Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｎｄｉｋｕ 13:33.58 清水 大輔 13:38.57 ギタウ ダニエル 13:43.30 ジョンソン キウバニ 13:43.76 星 創太 (同順)13:55.69 山口 祥太 (同順)13:55.69 松藤 大輔 13:57.35 小野 裕幸 13:58.27
日立物流グループ カネボウ 富士通 コニカミノルタ 富士通 富士通 カネボウ 日清食品グループ

5月19日  男子10000m 松宮 隆行 28:53.69 堂本 尚寛 29:00.52 三田 裕介 29:03.71 下里 和義 29:07.35 中村 悠希 29:08.90 堺 晃一 29:12.81 小川 博之 29:13.81 原田 誠 29:15.64

コニカミノルタ ＪＲ東日本 ＪＲ東日本 小森コーポレーション カネボウ 富士通 八千代工業 ＪＲ東日本

5月19日  男子110mH 八幡 賢司 13.87 田野中 輔 14.01 森田 俊一 14.16 大橋 祐二 14.19 首藤 貴之 14.22 川内 裕太 14.29 渡邊 和敏 14.43 能登谷 雄太 14.77

モンテローザ (-2.1) 富士通 (-2.1) Ｊ．ＶＩＣ (-2.1) ミズノ (-2.1) 西原小職 (-2.1) アムズデザイン (-2.1) 達栄工業 (-2.1) NMT4 (-2.1)

5月20日  男子400mH 笛木 靖宏 50.33 小池 崇之 50.42 井原 直樹 51.64 出浦 教行 51.71 押味 毅人 52.40 平井 健一 52.57 八本 友和 53.58 秋本 真吾 54.10

アムズデザイン ミズノ モンテローザ アムズデザイン ＮＥＣフィールディング NMT4 第一ヒューマンソフト ピーエス

5月19日  男子3000mSC 菊池 昌寿 8:51.38 松本 圭太 8:58.64 齋藤 雄太郎 8:59.22 佐藤 直樹 9:11.24 大野 紘崇 9:13.88 中田 崇志 9:23.70 三浦 伸二郎 9:24.55 湯田 和樹 9:42.57

富士通 小森コーポレーション 信金中央金庫 ＪＲ東日本 南陽市役所 NTTデータ コモディイイダ コモディイイダ

5月19日  男子5000mW 森岡 紘一朗 19:47.42 鈴木 雄介 20:07.41 藤澤 勇 20:17.23 樋熊 敬史 20:29.36 日下 秀人 20:43.27 春木 洋輔 21:32.67 平原 渉太 23:46.48

富士通 富士通 ALSOK 東大スポーツ 協和 旭化成川崎 平塚市役所

5月19日  男子4X100mR NMT4 41.21 かずき整骨院 41.87 レジェンズ 42.35 RUNWAY 43.76 庄内AC 43.76 皇漢薬品研究所 48.71

大内 恵吏也 藤田 勝也 小川 裕之 山田 雄貴 池田 剛 多田 哲也

馬越 興平 石井 達哉 高田 雅人 安部 康人 佐々木 亮 呉 鶴治郎

金子 信 松尾 修平 菊池 祐一 瀬戸口 直雅 堀 愛彦 吉田 晃大

能登谷 雄太 大西 正裕 蔀 将平 金田 翔平 齋藤 蛍貴 松本 雄二郎

5月20日  男子4X400mR NMT4 3:12.57 アムズデザイン 3:16.93 NewModeAC 3:23.78 レジェンズ 3:24.15 かずき整骨院 3:25.67

馬越 興平 出浦 教之 平井 健一 土屋 弘明 石井 達哉

高橋 翔太 笛木 靖宏 相原 寛樹 菊池 祐一 大西 正裕

金子 信 川内 裕太 福壽 孝太朗 小川 裕之 里舘 敬博

能登谷 雄太 大岐 亮平 佐藤 智哉 竹井 健吾 下道 翔太

5月20日  男子走高跳 高張 広海 2m22 土屋 光 2m15 江戸 祥彦 (同順)2m10 久保田 聡 (同順)2m10 尾又 平朗 2m10 佐野 正人 2m05 川上 匡士 2m05 近田 伸吾 2m00 協和特別支援学校教

日立ＩＣＴ モンテローザ 山本ビル モンテローザ アスリートブランドジャパン 皇漢薬品研究所 新潟市消防局 田端 和輝 2m00 深谷幡羅中教

5月19日  男子棒高跳 澤野 大地 5m40 高橋 友輝 5m00 田中 充 5m00 奈良 光基 4m80 能登谷 雄太 4m40 佐々木 新之助 4m20

富士通 かずき整骨院 群大TF荒牧クラブ 群大TF荒牧クラブ NMT4 草加南高教

5月20日  男子走幅跳 菅井 洋平 7m97 宮岸 暖 7m42 長山 淳 7m41 堀池 靖幸 7m38 久保 淳平 7m32 原田 隆弘 7m21 佐々木 秀 7m18 因幡 拓哉 7m07

ミズノ (+3.0) 国際協力銀行 (+4.8) みどりや (+0.9) 富士通 (+3.0) 東京消防庁 (+1.8) 九里学園高教 (-0.4) ミズノスポーツサービス (+2.5) 札幌豊明養護高教 (+0.9)

5月19日  男子三段跳 長谷川 大悟 16m22 長山 淳 15m99 角山 貴之 15m96 稲葉 広幸 15m81 丸 嵩弘 15m65 梶川 洋平 15m63 笠松 諒 15m61 藤林 献明 15m36

日立ＩＣＴ (+2.4) みどりや (+3.5) モンテローザ (+0.7) 大井町役場 (-0.3) 前橋陸協 (+1.7) 法政大職 (+0.4) NMT4 (+1.8) 群馬綜合ガードシステム (+0.1)

5月20日  男子砲丸投 吉田 孝博 16m20 山﨑 俊幸 13m13 柴 文人 12m67 村田 龍 12m54 久保田 尊士 12m34
茨城県立総和工業高教 吉川市栄小教 かずき整骨院 多摩市立落合中教 甲府市立里垣小教

5月19日  男子円盤投 畑山 茂雄 54m00 宮内 優 52m04 藤原 潤 50m23 宮崎 利勝 46m60 吉田 裕貴 41m82 池田 大介 40m71 髙橋 浩司 38m89 川端 良介 37m24

ゼンリン モンテローザ 八千代工業 船岡支援学校教 桂高教 富士通 オリンパス会津 青森県体育協会

5月20日  男子ハンマー投 土井 宏昭 69m17 野口 裕史 68m53 遠藤 彰 63m64 廣瀬 健一 60m00 藤田 健祐 53m82 柳谷 怜兵 53m38 日渡 勝則 51m82 市來 眞 50m47

流通経済大職 群馬綜合ガードシステム 国際武道大職 アムズデザイン 南河原中教 船岡支援学校教 真岡工高教 昭和電工川崎事業所

5月19日  男子やり投 山本 一喜 78m17 荒井 謙 76m02 中嶋 亮太 70m96 佐藤 寛大 70m46 石川 大輔 65m84 榊原 遼作 65m01 安田 淳 62m50 若狭 友弥 61m76

モンテローザ 七十七銀行 城山高教 蔵王町役場 山形県立ゆきわり養護学校教 相模原市体育協会 植野小教 ゼビオスポーツ

5月19日 シニア男子100m 上村 洋太 11.18 伊藤 純一 11.21 八本 友和 11.68 佐藤 健児 11.72 奥田 陽一 11.85 馬場 達也 11.99 加藤 裕一 12.20 梅本 英樹 (+1.0)12.33 高崎市陸上競技協会

ﾀｲﾑﾚｰｽ 東京マスターズクラブ GR(-0.1) 国保旭中央病院 GR(+1.0) 第一ヒューマンソフト (-0.1) 達栄工業 (-0.1) レジェンズ (+1.0) 東京都庁 (-0.1) 山形県庁 (+1.0) 駒牧 盛年 (-0.1)12.33 大日本スキー連合E組

5月20日 シニア男子1500m 太田 崇 4:13.48 後口 洋史 4:15.59 座間 保成 4:17.30 雨宮 大和 4:19.80 大嶋 昭義 4:21.24 鈴木 嘉次 4:21.70 安養寺 俊隆 4:23.51 菊池 努 4:30.28

ホクレン ルート８４６ ＪＲ東日本千葉 ボッシュ ボッシュ 日立製作所日立事業所 資生堂 横河電機

5月20日 シニア男子砲丸投 富岡 真広 13m75 川口 均 11m29 小久保 義人 10m89 倉田 佳明 10m34

皇漢薬品研究所 エヌアイオークラブ 小川町陸協 武蔵野市

5月19日 視覚障害男子1500m 熊谷 豊 4:20.97 和田 伸也 4:24.10 谷口 真大 4:32.33 加治佐 博昭 4:47.52 芝野 寛仁 4:55.87 岩池 優輝 4:59.39 八木 陽平 5:43.75

ＪＢＭＡ ＪＢＭＡ ＪＢＭＡ ＪＢＭＡ ＪＢＭＡ ＪＢＭＡ ＪＢＭＡ

5月20日 小学男子100m 筧田 涼介 13.14 塚本 ｼﾞｬｽﾃｨﾝ惇平 13.39 嶋田 海斗 14.06 岩田 橘斗 14.20 深澤 颯 14.63 江刺 竜誠 14.76 坂田 陸飛 14.92 河戸 晃平 14.98

春日部陸友 (-2.1) R-キッズ (-1.1) 上尾ジュニア (-4.0) しらこばと陸上 (-1.0) 富士見市陸上 (-1.1) 新座陸協 (-1.0) 草加ジュニア (-1.0) 上尾ジュニア (-1.1)

5月20日 小学男子4X100mR 上尾ジュニア 55.93 川島陸上 1:00.39 富士見市陸上 1:00.89 草加ジュニア 1:01.22 かけっこクラブ 1:03.17 東松山陸上 1:03.23 鴻巣市陸協 1:03.85 小川町陸上 1:03.95

望月 歩 堀澤 光 廣吉 航輝 坂田 智人 浦和 諒 山岸 愛歩 内田 信宏 長谷 龍之介

鈴木 公大 濱中 大空 志賀 優晟 杉本 翔 吉田 知生 遠藤 翔太 小林 洋斗 竹内 諒

熊井 裕人 勝田 弥麻登 金子 洵樹 杉本 渉 金子 勝洋 小林 拓未 岩谷 優希 小林 太一
若原 颯 浦野 梓 巴 翔生 濱口 睦 石田 陽音 長根 知也 小林 璃希 宮﨑 脩平

表彰選手 優秀選手章 ヤリ投 新人賞 三段跳
山本 一喜 モンテローザ 長谷川　大悟 日立ICT
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第５４回東日本実業団陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 岩崎　慎一郎

女子 2012年5月19日（土）～5月20日（日） 跳躍審判長 松山　治彦 記録主任 坂内　孝弥

投擲審判長 竹村　義人

日付 種目

5月20日  女子100m 渡辺 真弓 11.74 佐野 夢加 11.75 高橋 萌木子 11.87 久保田 彩 12.45 栗本 佳世子 12.55 山田 舞 12.60 大内 優美子 12.72 石田 智子

東邦銀行 (-1.9) 都留文科大職 (-1.9) 富士通 (-1.9) 新明小教 (-1.9) 東邦銀行 (-1.9) 七十七銀行 (-1.9) 千葉商大付属高教 (-1.9) 長谷川体育施設 DNS(-1.9)

5月19日  女子200m 高橋 萌木子 23.87 岡部 奈緒 24.11 佐藤 真有 24.75 千葉 麻美 24.77 堤 真由 24.97 齋　 ともみ 25.11 栗本 佳世子 25.82 山田 舞 25.88

富士通 (-1.9) ミズノ (-1.9) 東邦銀行 (-1.9) 東邦銀行 (-1.9) アムズデザイン (-1.9) 七十七銀行 (-1.9) 東邦銀行 (-1.9) 七十七銀行 (-1.9)

5月20日  女子400m 青木 沙弥佳 54.39 佐藤 真有 54.48 千葉 麻美 55.30 堤 真由 55.33 齋　 ともみ 56.06 吉田 真希子 56.88 北島 絢子 57.78 小野 友実 58.69

東邦銀行 東邦銀行 東邦銀行 アムズデザイン 七十七銀行 東邦銀行 東工大附属科学技術高教 七十七銀行

5月20日  女子800m 須永 千尋 2:07.27 吉澤 彩夏 2:07.38 鈴木 真奈美 2:17.23 石井 まい 2:18.71 佐藤 浩華 2:22.50 井上 実乃里 2:26.65

資生堂 西湘高教 山形大職 ユニバーサルエンターテインメント 資生堂 ユニバーサルエンターテインメント

5月19日  女子1500m 満枝 まどか 4:26.16 渡部 絵理 4:26.82 阿部 有香里 4:26.88 須黒 美沙子 4:28.14 阿部 ゆかり 4:29.39 北島 弘美 4:30.18 尾﨑 梨乃 4:33.10 松山 祥子 4:33.36

第一生命 パナソニック しまむら 資生堂 パナソニック 日立 日立 パナソニック

5月20日  女子3000m 西原 加純 9:20.07 須黒 美沙子 9:23.95 竹中 理沙 9:24.54 横沢 永奈 9:26.95 阿部 ゆかり 9:28.08 阿部 有香里 9:29.81 古宮 久美子 9:32.02 鈴木 千晴 9:38.32

ヤマダ電機 資生堂 資生堂 第一生命 パナソニック しまむら ユニバーサルエンターテインメント 日立

5月20日  女子5000m 吉川 美香 15:33.48 GRACE KIMANZI 15:39.75 中村 仁美 15:48.41 土井 友里永 15:53.08 吉本 ひかり 15:54.29 FELISTA WANJUGU 15:55.75 松山 祥子 15:56.57 田中 智美 15:56.82

パナソニック スターツ パナソニック スターツ ヤマダ電機 ユニバーサルエンターテインメント パナソニック 第一生命

5月19日  女子10000m OBARE DORICAH 32:17.28 田中 智美 32:31.04 勝又 美咲 32:53.30 加藤 麻美 32:55.59 那須川 瑞穂 33:27.51 小俣 后令 33:36.76 山下 郁代 33:39.64 齋藤 梓乃 33:44.61

日立 第一生命 第一生命 パナソニック ユニバーサルエンターテインメント 積水化学 三井住友海上 しまむら

5月19日  女子100mH 清水 浩実 13.77 石野 真美 13.86 大内 優美子 14.14 小林 悠香 14.49 酒井 美紀 14.77 滝口 雅 15.65

平成国際大職 (-1.8) 長谷川体育施設 (-1.8) 千葉商大付属高教 (-1.8) 大月東小教 (-1.8) 諏訪中教 (-1.8) ウイッツコミュニティ (-1.8)

5月19日  女子400mH 田子 雅 56.92 青木 沙弥佳 57.00 吉田 真希子 1:00.05 上田 千暁 1:01.36 保坂 真衣子 1:01.57 武田 千尋 1:05.29

Ｊ．ＶＩＣ GR 東邦銀行 =GR 東邦銀行 身延町立身延中教 七十七銀行 山形一中教

5月19日  女子3000mSC 泉 知世 10:35.09

ホクレン

5月19日  女子5000mW 川崎 真裕美 21:40.65 道口 愛 24:39.11 磯田 智美 26:08.65

富士通 コモディイイダ かとうや

5月20日  女子4X100mR 東邦銀行 45.15 七十七銀行 46.96 NMT4 49.79

佐藤 真有 小野 友実 吉牟田 佳奈

渡辺 真弓 齋　 ともみ 福田 景子

青木 沙弥佳 保坂 真衣子 青山 晴香

千葉 麻美 山田 舞 斉藤 歩

5月19日  女子走高跳 森 あゆ美 1m78 今城 瞳 1m70 竹原 史恵 1m60

上郷小教 都立大森高教 長谷川体育施設

5月20日  女子走幅跳 竹原 史恵 6m05 佐藤 友香 5m95 柴山 衣理 5m65 小林 悠香 5m58 青山 晴香 5m01

長谷川体育施設 (+4.9) 青森県健康・体力づくり協会 (+4.7) 幕別町役場 (+3.5) 大月東小教 (+0.8) NMT4 (+2.9)

5月19日  女子三段跳 吉田 文代 12m92 竹田 小百合 12m55 藤田 弥生 11m63 麻場 友理佳 11m45 佐藤 友香 10m76

成田空港 (+1.1) 北海道深川東高教 (+0.7) 川口北高教 (-0.4) 法政大職 (-1.3) 青森県健康・体力づくり協会 (+0.9)

5月20日  女子砲丸投 茂山 千尋 14m89 横溝 千明 14m62 山野辺 薫 12m49

落合中教 日女体大職 土浦一高教

5月19日  女子円盤投 敷本 愛 53m42 鈴木 鶴代 47m39

薬師中教 瀧水寺

5月20日  女子ハンマー投 佐藤 若菜 53m93 小野 悠 44m06 廣田 知穂 42m07

船岡支援学校教 GR 山形大職 江戸川学園取手中高教

5月19日  女子やり投 中野 美沙 47m89 竹原 史恵 39m36 米澤 裕香里 38m93

浦里酒造 長谷川体育施設 千葉県警

5月20日 シニア女子1500m 三上 知晴 5:18.82

ルート８４６ GR

5月19日 視覚障害女子1500m 高島 洋子 6:15.96

ＪＢＭＡ

5月20日 小学女子100m 大久保 清楓 13.86 綾部 莉々伽 14.37 山西 桃子 14.76 野澤 亜未 14.77 高橋 芽生 15.16 栗田 双葉 15.17 高橋 紗 15.24 水谷 彩芽 15.34

上尾ジュニア (-0.5) 春日部陸友 (-2.6) 上尾ジュニア (-3.8) 男衾学童陸上 (-3.8) 東松山陸上 (-2.6) 富士見市陸上 (+0.9) しらこばと陸上 (-0.5) T.A.P T.C. (-2.7)

5月20日 小学女子4X100mR しらこばと陸上 55.97 上尾ジュニア 57.38 新座陸協 1:00.52 かけっこクラブ 1:00.89 草加ジュニア 1:02.12 東松山陸上 1:03.07 蓮田ジュニア 1:03.74 富士見市陸上 1:04.73

後藤 花歩 大谷 永遠 堀米 美音 金子 瑛李 水越 里奈 二ノ宮 未来 小平 智子 長瀬 とわ

白坂 桃花 飯田 梨佳 守津 朱音 織田 真白 岩崎 志野 和田 千枝実 門井 美奈歩 吉中 日向子

濱 ひより 大橋 会莉 大木 杏香 関根 愛由 鹿熊 玲菜 小貝 沙矢香 平田 藍凪 新井 柚衣

鎗 周奈 茂出木 郁美 岩崎 果穂 渡辺 愛 黒澤 櫻 岡野 紗綾香 野村 水香 上村 叶
表彰選手 優秀選手章 400MH 敢闘賞 ハンマー投げ 敢闘賞 5000m 新人賞 走高跳

田子 雅 Ｊ・ＶＩＣ 佐藤　若菜 船岡特別支援学校教 吉川 美香 パナソニック 森 あゆ美 上郷小教

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位



 男子 男子 男子 男子100100100100mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998

大会記録(GR)            10.15     塚原　直貴(富士通)                    2009

予選 予選 予選 予選 6666組組組組3333着着着着＋＋＋＋6666

1111組組組組 風:-0.1 2222組組組組 風:-2.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｸﾏ ｺｳﾀ ｸｻﾉ ｾｲﾔ

1 7 314 佐久間 康太 10.64 Q 1 3 273 草野 誓也 10.95 Q
ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ ｲｼｲ ﾀﾂﾔ

2 5 463 大内 恵吏也 10.80 Q 2 9 295 石井 達哉 11.01 Q
ｾﾄｸﾞﾁ ﾅｵﾏｻ ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

3 8 516 瀬戸口 直雅 11.35 Q 3 6 14 卜部 健太郎 11.09 Q
ﾆｼｵｹﾝｼﾞﾛｳ ｻﾄｳ ｺｳﾀ

4 3 154 西尾 謙次郎 11.67 4 7 452 佐藤 皓太 11.14 q
ﾎﾘ ﾅﾙﾋｺ ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾄ

5 2 572 堀 愛彦 11.72 5 5 558 高田 雅人 11.19
ﾖｺｵ ﾘｭｳｲﾁ ｽﾀﾞ ﾀｶｼ

4 54 横尾 龍一 DNS 6 8 76 須田 嵩司 11.42
ｼﾓﾑｶｲ ｶｽﾞｼ ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

6 362 下向 一志 DNS 7 4 517 金田 翔平 11.67
ﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ

9 122 伊達 孝浩 DNS 8 2 333 小林 貫太 18.06
ｷｼ ﾃﾙﾋｻ

1 358 岸 晃久 DNS

3333組組組組 風:-1.9 4444組組組組 風:+2.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｴﾂｸﾞ ｼﾝｺﾞ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｻｼ

1 7 341 末續 慎吾 10.84 Q 1 6 172 宮﨑 久 10.55 Q
ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ ｳﾏｺｼ ｺｳﾍｲ

2 5 256 高平 慎士 10.85 Q 2 7 141 馬越 興平 10.76 Q
ﾌｸｼﾏ ﾋﾖﾕｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

3 4 151 福島 裕之 11.01 Q 3 4 7 原田 隆弘 10.87 Q
ｱﾏﾉ ﾋﾃﾞﾔ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｲｼﾞ

4 9 30 天野 秀哉 11.44 4 5 291 岩渕 泰士 11.04 q
ｱﾍﾞ ﾔｽﾄ ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

5 8 515 安部 康人 11.51 5 8 319 小川 裕之 11.17 q
ｼﾄﾐ ｼｮｳﾍｲ ｶｲﾂﾞｶ ﾔｽﾌﾐ

6 2 557 蔀 将平 11.53 6 2 555 貝塚 靖史 11.34
ｲﾜﾀ ﾀﾀﾞｼ ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ

7 3 315 岩田 理 12.17 7 9 450 橋本 章吾 11.42
ﾆｲ ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

6 39 仁井 有介 DNF 8 3 518 山田 雄貴 11.76

5555組組組組 風:+3.3 6666組組組組 風:-1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾈ ｾｲﾔ ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ

1 7 347 羽根 聖也 10.49 Q 1 5 339 川面 聡太 10.66 Q
ｻﾀﾞﾅｶﾞ ｹﾝｺﾞ ﾔﾉ ｼｮｳｺﾞ

2 4 91 貞永 健剛 10.84 Q 2 6 65 矢野 祥伍 10.68 Q
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｲﾏﾙｵｶ ﾘｮｳﾀ

3 6 1 伊藤 純一 10.96 Q 3 3 165 伊丸岡 亮太 11.00 Q
ﾉｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ ｲﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ

4 5 453 野島 孝典 11.15 q 4 4 161 井盛 雅 11.09 q
ｼｲﾅ ｹｲﾀ ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

5 9 79 椎名 啓太 11.30 5 7 361 川口 洋幸 11.18 q
ｻｲﾄｳ ｹｲｷ ﾐﾔｵ ﾊﾙﾕｷ

6 3 573 齋藤 蛍貴 11.59 6 1 355 宮尾 治幸 11.95
ｷﾑﾗ ｱﾂｼ ｲﾏﾑﾗ ｶｲ

2 116 木村 篤 DNS 7 2 534 今村 快 11.98
ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ ﾂｶｺｼ ｹﾝﾀﾛｳ

8 66 佐藤 圭司 DNS 8 146 塚越 健太郎 DNS
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ

9 26 工藤 大樹 DNS青森トヨペット

芙蓉総合リース

八王子特別支援学校教

ミズノ

城西スポーツアカデミー

島崎建設

レフア

相模原市体育協会

調布市社会福祉事業団

NewModeAC

NMT4

アスリートブランドジャパン

日本ランニング振興機構

国保旭中央病院

南彩農業協同組合

Ｓｈｉｉｎａ　Ａｔｅｌｉｅｒ

庄内AC

九里学園高教

トップ

日興システムソリューションズ

レジェンズ

群大病院整形外科

RUNWAY

Ｊ．ＶＩＣ

茨城キリスト教大教

RUNWAY

レジェンズ

白老小教

北海道ハイテク

アイ・ビー・シー

RUNWAY

World Bridge

真岡高教

ミズノ

富士通

大倉山藍田学舎

NMT4

阿見アスリートクラブ

庄内AC

横尾製作所

相模原市体育協会

福島愛育園

ぴえろ

かずき整骨院

帝京平成大職

日本瓦斯

レジェンズ

5月19日 12:00 予選

5月19日 14:30 準決勝

5月19日 16:40 決勝

市立柏高職

NMT4

RUNWAY

凡例  DNF:途中棄権 DNS:欠場



 男子 男子 男子 男子100100100100mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998

大会記録(GR)            10.15     塚原　直貴(富士通)                    2009

5月19日 12:00 予選

5月19日 14:30 準決勝

5月19日 16:40 決勝

準決勝 準決勝 準決勝 準決勝 3333組組組組2222着着着着＋＋＋＋2222

1111組組組組 風:-1.3 2222組組組組 風:-2.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾈ ｾｲﾔ ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ

1 7 347 羽根 聖也 10.64 Q 1 6 256 高平 慎士 10.78 Q
ﾔﾉ ｼｮｳｺﾞ ｽｴﾂｸﾞ ｼﾝｺﾞ

2 6 65 矢野 祥伍 10.66 Q 2 5 341 末續 慎吾 10.83 Q
ｸｻﾉ ｾｲﾔ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｻｼ

3 4 273 草野 誓也 10.79 q 3 4 172 宮﨑 久 10.86 q
ｲｼｲ ﾀﾂﾔ ｳﾏｺｼ ｺｳﾍｲ

4 5 295 石井 達哉 10.96 4 7 141 馬越 興平 10.98
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

5 9 7 原田 隆弘 11.02 5 9 14 卜部 健太郎 11.24
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｲｼﾞ ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

6 3 291 岩渕 泰士 11.17 6 8 1 伊藤 純一 11.31
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

7 2 361 川口 洋幸 11.31 7 3 319 小川 裕之 11.40
ｾﾄｸﾞﾁ ﾅｵﾏｻ ｲﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ

8 516 瀬戸口 直雅 DNS 8 2 161 井盛 雅 11.45

3333組組組組 風:-3.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ

1 4 339 川面 聡太 10.75 Q
ｻｸﾏ ｺｳﾀ

2 7 314 佐久間 康太 10.88 Q
ﾌｸｼﾏ ﾋﾖﾕｷ

3 9 151 福島 裕之 11.03
ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ

4 6 463 大内 恵吏也 11.11
ｻﾀﾞﾅｶﾞ ｹﾝｺﾞ

5 5 91 貞永 健剛 11.14
ｻﾄｳ ｺｳﾀ

6 3 452 佐藤 皓太 11.35
ﾉｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ

7 2 453 野島 孝典 11.42
ｲﾏﾙｵｶ ﾘｮｳﾀ

8 165 伊丸岡 亮太 DNS

決勝 決勝 決勝 決勝 

風:+0.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ
1 6 256 高平 慎士 10.38

ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ
2 5 339 川面 聡太 10.52

ﾊﾈ ｾｲﾔ
3 7 347 羽根 聖也 10.54

ﾔﾉ ｼｮｳｺﾞ
4 4 65 矢野 祥伍 10.56

ｻｸﾏ ｺｳﾀ
5 9 314 佐久間 康太 10.69

ｸｻﾉ ｾｲﾔ
6 2 273 草野 誓也 10.70

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｻｼ
7 3 172 宮﨑 久 10.78

ｽｴﾂｸﾞ ｼﾝｺﾞ
8 8 341 末續 慎吾 11.77

大倉山藍田学舎

ミズノ

富士通

ミズノ

アスリートブランドジャパン

城西スポーツアカデミー

市立柏高職

ぴえろ

日本瓦斯

南彩農業協同組合

島崎建設

レフア

ミズノ

市立柏高職

Ｊ．ＶＩＣ

NMT4

日本ランニング振興機構

トップ

相模原市体育協会

RUNWAY

富士通

ミズノ

大倉山藍田学舎

NMT4

帝京平成大職

国保旭中央病院

日興システムソリューションズ

アスリートブランドジャパン

城西スポーツアカデミー

ぴえろ

かずき整骨院

九里学園高教

凡例  DNF:途中棄権 DNS:欠場



 男子 男子 男子 男子200200200200mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003

大会記録(GR)            20.53     高瀬 慧(富士通)                       2011

予選 予選 予選 予選 4444組組組組1111着着着着＋＋＋＋4444

1111組組組組 風:+2.0 2222組組組組 風:+0.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞﾐﾂ ｹﾝｼﾞ ﾀｶｾ ｹｲ

1 5 136 藤光 謙司 21.15 Q 1 5 255 高瀬 慧 20.87 Q
ｱﾋﾞｺ ﾐﾂﾋﾛ ｲｼｲ ﾀﾂﾔ

2 6 336 安孫子 充裕 21.28 q 2 4 295 石井 達哉 21.59 q
ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｻｼ

3 7 463 大内 恵吏也 22.31 R 3 6 172 宮﨑 久 22.12 R
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

4 3 558 高田 雅人 22.53 R 4 8 533 坂東 裕一郎 22.33 R
ｽﾀﾞ ﾀｶｼ ｻｻｷ ﾀｶﾄｼ

5 9 76 須田 嵩司 22.74 5 9 168 佐々木 隆寿 22.69
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ ﾆｼｵｹﾝｼﾞﾛｳ

6 4 450 橋本 章吾 22.82 6 2 154 西尾 謙次郎 24.13
ﾐﾔｵ ﾊﾙﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ

2 355 宮尾 治幸 DNS 3 333 小林 貫太 DNS
ﾓﾘ ﾏｻｵ ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ

8 439 森 政朗 DNS 7 377 伊藤 友広 DNS

3333組組組組 風:+0.1 4444組組組組 風:+0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ ﾊﾈ ｾｲﾔ

1 5 256 高平 慎士 20.94 Q 1 7 347 羽根 聖也 20.99 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ ﾔﾉ ｼｮｳｺﾞ

2 4 568 渡邊 侑平 21.59 q 2 6 65 矢野 祥伍 21.39 q
ｳﾏｺｼ ｺｳﾍｲ ｵｵｷ ﾀｶﾋﾛ

3 3 141 馬越 興平 22.13 R 3 5 27 大木 貴弘 21.60 R
ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾖｼﾋﾛ

4 9 319 小川 裕之 22.59 4 3 266 堀籠 佳宏 21.71 R
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

5 2 292 長尾 雄介 22.75 5 4 334 渡辺 潤一 21.84 R
ﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ ｼﾄﾐ ｼｮｳﾍｲ

6 122 伊達 孝浩 DNS 6 8 557 蔀 将平 22.67
ｻﾀﾞﾅｶﾞ ｹﾝｺﾞ ｱﾏﾉ ﾋﾃﾞﾔ

7 91 貞永 健剛 DNS 7 9 30 天野 秀哉 22.94
ｷﾀﾞ ﾐﾂｱｷ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ

8 541 木田 光亮 DNS 2 118 中村 裕太 DNS

決勝決勝決勝決勝 風:-0.4 ＢＢＢＢ決勝決勝決勝決勝 風:-1.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｾ ｹｲ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾖｼﾋﾛ

1 5 255 高瀬 慧 20.80 1 6 266 堀籠 佳宏 21.88

ﾊﾈ ｾｲﾔ ｵｵｷ ﾀｶﾋﾛ

2 7 347 羽根 聖也 21.22 2 5 27 大木 貴弘 21.98

ﾌｼﾞﾐﾂ ｹﾝｼﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

3 4 136 藤光 謙司 21.32 3 7 334 渡辺 潤一 22.22

ｱﾋﾞｺ ﾐﾂﾋﾛ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

4 8 336 安孫子 充裕 21.58 4 3 533 坂東 裕一郎 22.60

ﾔﾉ ｼｮｳｺﾞ ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾄ

5 9 65 矢野 祥伍 21.72 5 2 558 高田 雅人 22.69

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｻｼ

6 2 568 渡邊 侑平 21.76 4 172 宮﨑 久 DNS

ｲｼｲ ﾀﾂﾔ ｳﾏｺｼ ｺｳﾍｲ

7 3 295 石井 達哉 21.87 8 141 馬越 興平 DNS

ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ

6 256 高平 慎士 DNS 9 463 大内 恵吏也 DNS富士通

レジェンズ

大倉山藍田学舎

NMT4

NMT4

富士通

イオン山形南店

World Bridge

NewModeAC

茨城キリスト教大教

達栄工業

アスリートブランドジャパン

ゼンリン

ミズノ

城西スポーツアカデミー

富士通

岩槻ＡＣ

かずき整骨院

ゼブラ

福島愛育園

日本ランニング振興機構

群大TF荒牧クラブ

アスリートブランドジャパン

城西スポーツアカデミー

イオン山形南店

富士通

World Bridge

レジェンズ

World Bridge

LAFLCA

富士通

岩槻ＡＣ

NMT4

日興システムソリューションズ

アイ・ビー・シー

群大病院整形外科

調布市社会福祉事業団

アムズデザイン

富士通

かずき整骨院

大倉山藍田学舎

NewModeAC

Sasaki　Farm

阿見アスリートクラブ

5月20日 10:40 予選

5月20日 12:45 決勝

ゼンリン

ミズノ

NMT4

レジェンズ

凡例  DNS:欠場



 男子 男子 男子 男子400400400400mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥
日本記録(NR)            44.78     高野　　進(東海大クラブ)              1991

大会記録(GR)            45.09     高野　進(東海大教員)                  1991

予選 予選 予選 予選 3333組組組組2222着着着着＋＋＋＋2222

1111組組組組 2222組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾖｼﾋﾛ
1 4 88 佐々木 雄大 47.32 Q 1 4 266 堀籠 佳宏 46.94 Q

ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ ｵｵｷ ﾀｶﾋﾛ
2 6 72 糸川 航太 47.51 Q 2 5 27 大木 貴弘 48.06 Q

ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ
3 7 437 笛木 靖宏 47.87 q 3 6 432 大岐 亮平 48.70

ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾏ ｵｼﾐ ﾀｹﾋﾄ
4 5 40 今泉 和真 48.38 q 4 8 56 押味 毅人 49.03

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ ｺｼﾂﾞｶ ﾔｽﾅﾘ
5 3 150 遠藤 幸一郎 50.21 5 9 144 越塚 康成 50.35

ｼﾏｻﾞｷ ｾｲｼﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
6 9 430 島嵜 靖治 50.91 6 3 118 中村 裕太 51.75

ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ
7 2 294 大西 正裕 51.45 7 2 562 松本 竜彦 52.13

ｾｷﾔﾏ ｹﾝｿﾞｳ ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ
8 10 関山 健蔵 DNS 8 7 377 伊藤 友広 53.42

3333組組組組 決勝 決勝 決勝 決勝 
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛｾ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾖｼﾋﾛ
1 5 262 廣瀬 英行 47.83 Q 1 7 266 堀籠 佳宏 46.87

ﾅﾘｻｺ ｹﾝｼﾞ ﾋﾛｾ ﾋﾃﾞﾕｷ
2 1 345 成迫 健児 48.61 Q 2 5 262 廣瀬 英行 46.98

ｶﾈｺ ﾏｺﾄ ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ
3 3 140 金子 信 49.06 3 3 437 笛木 靖宏 47.39

ｻｻｷ ﾀｶﾄｼ ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ
4 6 168 佐々木 隆寿 49.30 4 4 88 佐々木 雄大 47.48

ｾｷ ｼﾝｺﾞ ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ
5 7 454 関 慎吾 49.97 5 6 72 糸川 航太 47.87

ｶﾜｼﾞﾘ ﾖｳﾍｲ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾏ
6 9 64 川尻 陽平 51.41 6 2 40 今泉 和真 48.91

ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｼｮｳ ｵｵｷ ﾀｶﾋﾛ
7 8 559 高畑 翔 52.84 7 8 27 大木 貴弘 50.00

ｲﾏｾﾞｷ ﾕｳﾀ ﾅﾘｻｺ ｹﾝｼﾞ
2 92 今関 雄太 DNS 9 345 成迫 健児 DNS

ﾓﾘ ﾏｻｵ
4 439 森 政朗 DNS

 男子 男子 男子 男子800800800800mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥
日本記録(NR)            1:46.16   横田　真人(慶應義塾大)                2009

大会記録(GR)            1:49.14   横田　真人(富士通)                    2010

予選 予選 予選 予選 2222組組組組3333着着着着＋＋＋＋2222

1111組組組組 2222組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾂﾂﾐ ﾀｲｷ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ
1 5 424 堤 大樹 1:55.54 Q 1 4 425 宮崎 輝 1:51.32 Q

ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ ﾀｶﾐ ｻﾄｼ
2 4 569 田口 裕之 1:56.78 Q 2 7 335 鷹見 聡 1:51.84 Q

ﾓﾘ ｱｷﾉﾘ ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ
3 9 429 森 祥紀 1:57.09 Q 3 5 72 糸川 航太 1:53.08 Q

ｺﾀﾞｲﾗ ｹｲｲﾁ ﾊｯﾄﾘ ｽﾅｵ
4 2 68 小平 圭一 1:57.62 4 9 511 服部 直 1:53.51 q

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｼﾞ ｾｷﾔﾏ ｹﾝｿﾞｳ
5 8 523 高橋 龍史 2:01.77 5 3 10 関山 健蔵 1:55.18 q

ﾋﾛﾀ ﾉﾘﾕｷ ｲｽﾞﾐ ﾉﾘﾏｻ
6 3 567 廣田 典之 2:03.18 6 8 318 和泉 憲昌 1:59.30

ﾖｺﾀ ﾏｻﾄ ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ
6 272 横田 真人 DNS 7 2 290 紺野 秀幸 2:02.34

ｸｽ ﾔｽﾅﾘ ｸﾁﾉ ﾀｹｼ
7 240 楠 康成 DNS 6 250 口野 武史 DNS

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾂﾐ ﾀｲｷ

1 6 424 堤 大樹 1:52.29
ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ

2 9 72 糸川 航太 1:53.12
ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

3 7 569 田口 裕之 1:53.28
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ

4 4 425 宮崎 輝 1:55.62
ﾊｯﾄﾘ ｽﾅｵ

5 3 511 服部 直 1:56.71
ﾓﾘ ｱｷﾉﾘ

6 8 429 森 祥紀 1:57.17
ﾀｶﾐ ｻﾄｼ

7 5 335 鷹見 聡 1:59.97
ｾｷﾔﾏ ｹﾝｿﾞｳ

8 2 10 関山 健蔵 2:04.68

スポーツクラブ　ルネサンス

盛

自衛隊体育学校

ジャパンアスリートケア

セカンドウィンドＡＣ

自衛隊体育学校

アスレティクス・ジャパン

自衛隊体育学校

アスレティクス・ジャパン

早大同好会 盛

ザバス 防衛大学校

小森コーポレーション 富士通

富士通 けんちの苑

セイコーインスツル仙台

渋谷幕張高教

アムズデザイン

ミズノ

セカンドウィンドＡＣ スポーツクラブ　ルネサンス

自衛隊体育学校 ジャパンアスリートケア

ジャパンアスリートケア

板橋区役所

イオン山形南店

5月20日 11:00 予選

5月20日 13:00 決勝

自衛隊体育学校 自衛隊体育学校

清和小教

システナ

レジェンズ

レジェンズ

LAFLCA

富士通

ミズノ

NMT4

Sasaki　Farm

富士通

富士通

アムズデザイン

日本ランニング振興機構

NMT4

日野市役所

かずき整骨院

盛

富士通

イオン山形南店

アムズデザイン

ＮＥＣフィールディング

NMT4

達栄工業

5月19日 13:15 予選

5月19日 16:00 決勝

日本ランニング振興機構

ジャパンアスリートケア

アムズデザイン

板橋区役所

凡例  DNS:欠場



 男子 男子 男子 男子1500150015001500mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            3:37.42   小林　史和(ＮＴＮ)                    2004

大会記録(GR)            3:42.69   村上　康則(富士通)                    2008

予選 予選 予選 予選 3333組組組組3333着着着着＋＋＋＋6666

1111組組組組 2222組組組組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱﾗｲ ﾀｽｸ ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ
1 10 205 荒井 輔 3:59.63 Q 1 9 259 田中 佳祐 3:46.48 Q

ｷﾞﾀｳ ﾀﾞﾆｴﾙ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ
2 7 249 ギタウ ダニエル 3:59.98 Q 2 3 427 藤本 剛士 3:50.30 Q

ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ ﾀｶﾔ ﾏｻﾋﾛ
3 11 194 川上 遼平 4:00.39 Q 3 5 212 高谷 将弘 3:50.52 Q

ｽﾅﾊﾗ ｹﾝｼﾞ ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾓﾘ
4 5 97 砂原 健次 4:01.42 4 1 193 山下 隆盛 3:52.27 q

ﾅｶﾞｼﾊﾞ ｼｮｳ ｶｲｸﾗ ｶｽﾞﾏ
5 14 177 長柴 翔 4:04.04 5 10 43 皆倉　一馬 3:53.01 q

ﾆｼｵ ﾀｸﾔ ﾅｶﾉ ﾏｻﾋﾄ
6 13 99 西尾 拓也 4:12.65 6 14 565 中野 正人 3:55.64 q

ﾊﾞﾝ ﾀｸﾏ ｵｵﾆｼ ﾋﾛｱｷ
7 1 162 伴 卓磨 4:17.41 7 12 111 大西 洋彰 3:57.03 q

ﾗﾝｶﾞｯﾄ ｸﾚﾒﾝﾄ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ
2 134 LANGAT CLEMENT DNS 8 7 327 佐藤 大樹 3:58.79 q

ｳｴﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾀﾅﾐ ｹﾝﾀ
3 412 上野 裕一郎 DNS 9 8 524 田波 健太 4:02.92

ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｮｳｽｹ
4 426 田村 大輔 DNS 10 4 351 中里 綾介 4:08.77

ﾀｶｼﾏ ﾊﾔﾄ ｶﾄｳ ﾅｵｷ
6 48 高島 隼人 DNS 2 95 加藤 直樹 DNS

ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ
8 58 原田 憲一 DNS 6 53 吉田 強 DNS

ｶﾈﾂｶ ﾖｳｽｹ ｺﾀﾞﾏ ｹｲｲﾁ
9 224 金塚 洋輔 DNS 11 120 児玉 恵一 DNS

ﾂﾙｻｷ ｹﾝﾀ ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ
12 49 鶴崎 健太 DNS 13 225 齋藤 勇人 DNS

3333組組組組 決勝 決勝 決勝 決勝 
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｷﾞﾀｳ ﾀﾞﾆｴﾙ
1 8 384 佐藤 悠基 3:55.92 Q 1 4 249 ギタウ ダニエル 3:45.17

ｲﾉ ﾋﾛｼ ｻﾄｳ ﾕｳｷ
2 7 244 井野 洋 3:56.51 Q 2 5 384 佐藤 悠基 3:47.27

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ ｱﾗｲ ﾀｽｸ
3 12 213 谷口 恭悠 3:57.39 Q 3 6 205 荒井 輔 3:48.60

ｵｵﾀﾆ ｱﾀﾙ ｲﾉ ﾋﾛｼ
4 9 178 大谷 克 3:58.30 4 9 244 井野 洋 3:49.67

ﾐﾔｹ ﾏｻﾋﾛ ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ
5 4 51 三宅 雅大 3:59.37 q 5 11 259 田中 佳祐 3:50.70

ｲｽﾞﾐ ﾉﾘﾏｻ ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ
6 1 318 和泉 憲昌 4:01.33 6 8 194 川上 遼平 3:51.24

ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝ ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾓﾘ
7 6 566 小川 駿 4:02.52 7 1 193 山下 隆盛 3:52.56

ﾔﾅｷﾞ ﾐｽﾞｷ ﾀｶﾔ ﾏｻﾋﾛ
8 3 84 柳 瑞樹 4:04.79 8 10 212 高谷 将弘 3:52.92

ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ
9 2 290 紺野 秀幸 4:06.03 9 15 327 佐藤 大樹 3:55.08

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ ｵｵﾆｼ ﾋﾛｱｷ
10 13 101 渡邉 哲也 4:30.77 10 14 111 大西 洋彰 3:55.62

ｳﾉ ﾋﾛﾕｷ ｶｲｸﾗ ｶｽﾞﾏ
5 223 宇野 博之 DNS 11 7 43 皆倉　一馬 3:55.79

ﾂﾙｻｷ ﾕｳﾀ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ
10 50 鶴崎 優太 DNS 12 2 213 谷口 恭悠 3:58.46

ﾅｶﾀ ﾀｶｼ ﾅｶﾉ ﾏｻﾋﾄ
11 32 中田 崇志 DNS 13 3 565 中野 正人 3:58.80

ｸｽ ﾔｽﾅﾘ ﾐﾔｹ ﾏｻﾋﾛ
14 240 楠 康成 DNS 14 12 51 三宅 雅大 4:00.14

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ
15 13 427 藤本 剛士 4:07.60

5月19日 11:00 予選

5月19日 16:20 決勝

ＪＲ東日本

富士通

カネボウ

新電元工業

南陽市役所

新電元工業

森永乳業

SUBARU

エスビー食品

自衛隊体育学校

プレス工業

東芝

Ｈｏｎｄａ

プレス工業

富士通

自衛隊体育学校

ＪＲ東日本

カネボウ

プレス工業

日立製作所日立事業所

富士通

八千代工業

日立物流グループ

早大同好会

ＪＰ日本郵政グループ

新電元工業

プレス工業

ボッシュ

けんちの苑

新電元工業

東京都庁

Ｈｏｎｄａ

日清食品グループ

富士通

ＪＲ東日本

南陽市役所

ＪＲ東日本

日立製作所日立事業所

Ｈｏｎｄａ

プレス工業

NTTデータ

小森コーポレーション

富士通

日清食品グループ

プレス工業

防衛大学校

日立製作所日立事業所

プレス工業

富士通

カネボウ

カネボウ

ＪＲ東日本

自衛隊体育学校

日立物流グループ

八千代工業

プレス工業

ＪＲ東日本

凡例  DNS:欠場



 男子 男子 男子 男子5000500050005000mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            13:13.20  松宮　隆行(コニカミノルタ)            2007
大会記録(GR)            13:19.20  Yakob Jarso(Honda)                    2009

ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ 4444組組組組

1111組組組組 2222組組組組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾀﾞｶ ｼﾝｺﾞ ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾓﾘ
1 1 442 家髙 晋吾 14:40.39 1 11 193 山下 隆盛 14:14.50

ｺﾞｳﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾕｷ
2 14 462 合田 佳功 14:48.94 2 9 322 川上 智幸 14:15.81

ﾅｶﾉ ﾏｻﾋﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ
3 13 565 中野 正人 14:50.74 3 4 132 小林 光二 14:16.75

ｵｵﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ
4 17 421 大田原 拓矢 14:52.51 4 6 238 橋本 隆光 14:17.59

ﾌﾙｾ ﾋﾛﾀｶ ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ
5 5 180 古瀬 弘賢 14:53.13 5 27 423 田村 優典 14:18.37

ﾂﾙｻｷ ｹﾝﾀ ﾁﾀﾞ ﾖｳｽｹ
6 19 49 鶴崎 健太 14:53.37 6 10 331 千田 洋輔 14:18.63

ﾅｶﾞｼﾊﾞ ｼｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ
7 28 177 長柴 翔 15:03.20 7 2 233 松本 圭太 14:20.18

ﾎﾘ ﾋﾛｶｽﾞ ﾐﾔｹ ﾏｻﾋﾛ
8 8 173 堀 宏和 15:06.36 8 19 51 三宅 雅大 14:22.78

ﾔﾅｷﾞ ﾐｽﾞｷ ｼﾏｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ
9 6 84 柳 瑞樹 15:20.90 9 25 323 島澤 誉寛 14:23.27

ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ ｶｲｸﾗ ｶｽﾞﾏ
10 2 98 中川 禎毅 15:22.40 10 32 43 皆倉 一馬 14:23.55

ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳ ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝ
11 20 100 前田 衆 15:22.74 11 26 42 今村 俊 14:24.15

ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｮｳｽｹ ｲﾏﾑﾗ ｹｲ
12 26 351 中里 綾介 15:25.85 12 8 41 今村 慧 14:25.18

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾐｵ ｽﾅﾊﾗ ｹﾝｼﾞ
13 16 182 内山 富夫 15:31.58 13 21 97 砂原 健次 14:25.76

ｺﾀﾞﾏ ｹｲｲﾁ ﾑﾗﾔﾏ ﾉﾘﾋﾛ
14 24 120 児玉 恵一 15:34.75 14 15 108 村山 徳宏 14:25.84

ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
15 21 181 佐藤 真二 15:47.45 15 24 419 工藤 正也 14:26.46

ｵｾﾞｷ ｱｷﾋﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ
16 11 83 小関 啓仁 15:59.21 16 13 213 谷口 恭悠 14:28.25

ｼﾗﾀ ｶﾂﾋｻ ﾊｼﾓﾄ ｹｲｼ
17 3 96 白田 雄久 16:09.05 17 17 107 橋本 圭史 14:28.34

ﾅｶｵ ﾖｼﾋﾛ ﾋﾗｲ ｱｷﾋﾛ
18 27 461 中尾 喜大 16:23.86 18 18 110 平井 章宏 14:29.25

ﾆｼｵ ﾀｸﾔ ｺﾞｶﾔ ｺｳｼﾞ
19 18 99 西尾 拓也 16:30.94 19 22 209 五ヶ谷 宏司 14:30.44

ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ ｼﾊﾞｳﾁ ﾔｽﾋﾛ
4 422 鈴木 嘉人 DNS 20 12 445 柴内 康寛 14:32.79

ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳﾀ ｵｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
7 435 長嶋 翔太 DNS 21 30 246 尾崎 貴宏 14:37.95

ﾂﾙｻｷ ﾕｳﾀ ﾐｳﾗ ﾀｶﾄｼ
9 50 鶴崎 優太 DNS 22 35 175 三浦 隆稔 14:50.15

ｶｶﾞﾔ ﾄﾓｲﾁﾛｳ ｲﾀｶﾞｷ ﾀﾂﾔ
10 82 加賀谷 友一郎 DNS 23 14 418 板垣 辰矢 14:52.13

ｶﾄｳ ﾅｵｷ ｵｵﾀﾆ ｱﾀﾙ
12 95 加藤 直樹 DNS 24 16 178 大谷 克 15:17.05

ﾀｶｼﾏ ﾊﾔﾄ ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝ
15 48 高島 隼人 DNS 25 36 566 小川 駿 15:39.86

ﾅｶﾀ ﾀｶｼ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ
22 32 中田 崇志 DNS 26 37 35 齋藤 雄太郎 15:43.29

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｱｷ
23 174 渡邊 清紘 DNS 1 411 高橋 憲昭 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ ｱｸﾂ ｼｮｳｼﾞ
25 354 山本 延幸 DNS 3 242 阿久津 尚二 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ
29 25 渡邉 敦史 DNS 5 447 坂口 竜成 DNS

ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ ｻﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ
30 53 吉田 強 DNS 7 443 佐藤 辰準 DNS

ﾂｶﾓﾄ ﾕｷﾋﾄ ﾆﾍﾞ ｺｳﾀ
31 133 塚本 千仁 DNS 20 179 仁部 幸太 DNS

ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ
23 47 坂本 智史 DNS

ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ
28 446 齋藤 祐希 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ
29 460 渡辺 寿喜 DNS

ｵｵﾂ ｼｮｳｺﾞ
31 208 大津 翔吾 DNS

ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ
33 326 岡田 晃 DNS

ｲｲﾀﾞ ｱｷﾉﾘ
34 220 飯田 明徳 DNS

警視庁

ＮＴＴ東京

ＪＲ東日本

日立物流グループ

Ｈｏｎｄａ

エスビー食品

富士通

警視庁

警視庁

南陽市役所

プレス工業

富士通

南陽市役所

自衛隊体育学校

南陽市役所

日立製作所日立事業所

信金中央金庫

自衛隊体育学校

ＪＲ東日本

八千代工業

八千代工業

ＪＲ東日本

警視庁

日立物流グループ

プレス工業

プレス工業

プレス工業

新電元工業

八千代工業

プレス工業

SUBARU

カネボウ

日立物流グループ

SUBARU

小森コーポレーション

自衛隊体育学校

日立物流グループ

小森コーポレーション

プレス工業

新電元工業

プレス工業

NTTデータ

南陽市役所

ＪＰ日本郵政グループ

友米家

ＮＴＴ東京

新電元工業

自衛隊体育学校

アムズデザイン

プレス工業

ボッシュ

ＪＰ日本郵政グループ

南陽市役所

東京都庁

南陽市役所

ボッシュ

新電元工業

プレス工業

南陽市役所

南陽市役所

ボッシュ

新電元工業

新電元工業

5月20日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

警視庁

ＮＴＴ東京

日立製作所日立事業所

自衛隊体育学校

南陽市役所

凡例  DNS:欠場



 男子 男子 男子 男子5000500050005000mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            13:13.20  松宮　隆行(コニカミノルタ)            2007
大会記録(GR)            13:19.20  Yakob Jarso(Honda)                    2009 5月20日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

3333組組組組 4444組組組組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾞﾊﾞ ｹｲﾀ ｼﾞｮﾅｻﾝ ﾃﾞｨｸ
1 7 229 馬場 圭太 14:07.03 1 2 332 Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｎｄｉｋｕ 13:33.58

ｱﾗｲ ﾀｽｸ ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ
2 13 205 荒井 輔 14:10.19 2 6 185 清水 大輔 13:38.57

ﾑﾅｶﾀ ﾕｳｷ ｷﾞﾀｳ ﾀﾞﾆｴﾙ
3 5 195 棟方 雄己 14:10.90 3 5 249 ギタウ ダニエル 13:43.30

ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ ｼﾞｮﾝｿﾝ ｷｳﾊﾞﾆ
4 3 259 田中 佳祐 14:15.28 4 10 401 ジョンソン キウバニ 13:43.76

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ﾎｼ ｿｳﾀ
5 20 198 川口 将宏 14:15.52 5 26 264 星 創太 13:55.69

ｲｹﾀﾞ ｿｳｼﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ
6 14 199 池田 宗司 14:16.50 6 17 270 山口 祥太 13:55.69

ｼﾓｼﾞｭｳ ﾏｻｷ ﾏﾂﾌｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ
7 8 395 下重 正樹 14:16.59 7 29 187 松藤 大輔 13:57.35

ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ
8 36 106 田村 博史 14:18.54 8 11 383 小野 裕幸 13:58.27

ｲﾘﾌﾈ ｻﾄｼ ｷﾀﾑﾗ ｻﾄﾙ
9 1 183 入船 敏 14:18.66 9 21 381 北村 聡 13:59.45

ﾅｶﾞｲﾜ ﾖｼﾄ ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾕｷ
10 21 192 永岩 義人 14:19.73 10 12 186 森田 知行 14:01.23

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ ﾑﾛｽﾞｶ ｹﾝﾀ
11 2 189 山口 智也 14:23.84 11 9 420 室塚 健太 14:05.26

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｲﾄｳ ﾏｻｷ
12 6 239 的場 亮太 14:24.47 12 13 399 伊藤 正樹 14:07.63

ｵｵﾇﾏ ﾑﾂﾐ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘｭｳｼﾞ
13 35 329 大沼 睦 14:26.41 13 20 247 柏原 竜二 14:09.57

ｻﾄｳ ﾋﾛﾄｼ ﾑﾗｶﾆ ﾔｽﾉﾘ
14 29 237 佐藤 寛才 14:26.55 14 22 268 村上 康則 14:11.73

ﾁﾊﾞ ﾕｳ ｻﾞﾏ ﾍﾞﾈ
15 26 227 千葉 優 14:27.49 15 28 382 座間 紅祢 14:12.60

ﾐﾔﾀ ｴﾂ ﾀｶﾐﾈ ﾋﾃﾞﾋﾄ
16 37 267 宮田 越 14:30.30 16 18 257 高嶺 秀仁 14:15.33

ｼﾞﾛﾏﾙ ｹﾝｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ
17 27 378 治郎丸 健一 14:31.97 17 25 324 山口 航 14:18.64

ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ
18 23 197 清水 健司 14:36.02 18 30 225 齋藤 勇人 14:19.94

ｵｵﾆｼ ﾋﾛｱｷ ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ
19 16 111 大西 洋彰 14:36.84 19 16 397 野口 拓也 14:22.19

ｵｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｶｽﾞ
20 12 190 小川 雄一朗 14:37.71 20 14 230 藤原 正和 14:25.50

ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ ｲｹﾍﾞ ﾐﾉﾙ
21 32 234 井上 直紀 14:39.88 21 23 221 池邉 稔 14:30.16

ﾀﾅｶ ｱｽｶ ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ
22 22 258 田中 飛鳥 14:39.90 22 19 380 安西 秀幸 14:40.89

ｶﾅｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ ｶﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ
23 30 105 金川 真治 14:47.88 23 15 196 加藤 德一 14:42.01

ｺﾞｳﾏ ｱｷﾗ ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ
24 28 444 郷間 章 14:53.09 24 34 330 岡本 尚文 14:48.99

ﾏｲｴ ﾀｶｼ ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ｼﾞｪｲﾗﾝ
25 10 400 真家 尚 14:56.17 1 222 イブラヒム ジェイラン DNS

ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ ﾗﾝｶﾞｯﾄ ｸﾚﾒﾝﾄ
26 24 45 川村 駿吾 15:03.03 3 134 LANGAT CLEMENT DNS

ｷﾑﾗ ｼｹﾞｷ ｶﾞﾄｩﾆ ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ
27 31 46 木村 茂樹 15:10.58 4 388 ガトゥニ ゲディオン DNS

ｶﾈﾂｶ ﾖｳｽｹ ﾜｶﾏﾂ ﾖｼﾋﾛ
4 224 金塚 洋輔 DNS 7 385 若松 儀裕 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ﾔｻﾞﾜ ﾖｳ
9 396 山本 浩之 DNS 8 387 矢澤 曜 DNS

ﾊﾏｻｷ ﾀﾂﾉﾘ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ
11 235 濱崎 達規 DNS 24 325 長谷川 誠 DNS

ｳﾉ ﾋﾛﾕｷ ﾀｶｾ ﾑﾘｮｳ
15 223 宇野 博之 DNS 27 386 高瀬 無量 DNS

ﾆｼﾑﾗ　ﾄﾓﾅｵ ﾀｶﾐﾔ ﾕｳｷ
17 202 西村 知修 DNS 31 201 高宮 祐樹 DNS

ﾀﾞﾆｴﾙ ｼﾞｪﾝｶﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ｷﾐﾀｶ
18 203 ダニエル ジェンガ DNS 32 52 宮澤 公孝 DNS

ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ｶｼﾞﾜﾗ ｱﾘﾀｶ
19 398 谷川 智浩 DNS 33 44 梶原 有高 DNS

ｲﾀﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ ｱｸﾂ ｹｲｼﾞ
25 379 板山 学 DNS 35 130 阿久津 圭司 DNS

ｵﾉ ﾋﾛﾉﾘ
33 109 小野 浩典 DNS

ﾅﾒﾗ ｶｽﾞﾔ
34 131 滑 和也 DNS

ヤクルト

プレス工業

プレス工業

SUBARU

SUBARU

日清食品グループ

日清食品グループ

日清食品グループ

日立物流グループ

日清食品グループ

Ｈｏｎｄａ

Ｈｏｎｄａ

日清食品グループ

ヤクルト

日立物流グループ

Ｈｏｎｄａ

富士通

日清食品グループ

富士通

日立物流グループ

Ｈｏｎｄａ

コニカミノルタ

日清食品グループ

日清食品グループ

カネボウ

自衛隊体育学校

コニカミノルタ

富士通

カネボウ

富士通

コニカミノルタ

富士通

富士通

カネボウ

ヤクルト

ヤクルト

コニカミノルタ

日清食品グループ

八千代工業

SUBARU

プレス工業

プレス工業

Ｈｏｎｄａ

コニカミノルタ

小森コーポレーション

Ｈｏｎｄａ

カネボウ

小森コーポレーション

富士通

八千代工業

警視庁

コニカミノルタ

小森コーポレーション

Ｈｏｎｄａ

富士通

日清食品グループ

ヤクルト

八千代工業

八千代工業

カネボウ

カネボウ

カネボウ

小森コーポレーション

日立物流グループ

ＪＲ東日本

カネボウ

富士通

ヤクルト

ヤクルト

コニカミノルタ

Ｈｏｎｄａ 日立物流グループ

凡例  DNS:欠場



 男子 男子 男子 男子10000100001000010000mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            27:35.09  高岡　寿成(カネボウ)                  2001
大会記録(GR)            26:58.40  ｼﾞｮｾﾌｧﾄ ﾀﾞﾋﾞﾘ(小森コーポ)             2009

ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ 2222組組組組

1111組組組組 2222組組組組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ ﾏﾂﾐﾔ ﾀｶﾕｷ
1 14 132 小林 光二 29:37.02 1 4 390 松宮 隆行 28:53.69

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ ﾄﾞｳﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ
2 4 324 山口 航 29:38.48 2 25 215 堂本 尚寛 29:00.52

ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾏｻ ﾐﾀ ﾕｳｽｹ
3 11 306 福島 弘将 29:39.23 3 22 218 三田 裕介 29:03.71

ﾅｶﾀﾆ ｹｲｽｹ ｼﾓｻﾞﾄ ｶｽﾞﾖｼ
4 20 216 中谷 圭介 29:39.30 4 7 232 下里 和義 29:07.35

ｱｸﾂ ｼｮｳｼﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
5 3 242 阿久津 尚二 30:01.56 5 9 184 中村 悠希 29:08.90

ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
6 5 191 山田 翔太 30:08.62 6 24 251 堺 晃一 29:12.81

ｺｼﾞﾏ ﾔｽｱｷ ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ
7 15 127 小島 康彰 30:11.68 7 17 104 小川 博之 29:13.81

ｲｹﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ
8 6 392 池永 和樹 30:16.78 8 20 217 原田 誠 29:15.64

ｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｷ
9 13 207 伊藤 一行 30:16.90 9 18 188 大西 一輝 29:16.30

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ ｵｵｾｷ ﾖｼﾕｷ
10 16 308 渡邉 克則 30:27.12 10 10 126 大関 喜幸 29:18.20

ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾐﾁ
11 9 307 中山 裕貴 30:39.64 11 16 328 筱嵜 昌道 29:19.97

ﾖﾈｻﾞﾜ ｺﾞｳ ﾌｸｲ ﾏｺﾄ
12 24 200 米澤 豪 31:10.83 12 31 263 福井 誠 29:20.57

ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ ﾊﾏｻｷ ﾀﾂﾉﾘ
13 2 125 長谷川 淳 31:21.98 13 5 235 濱崎 達規 29:22.35

ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｳﾀ ｸﾛｻｷ ﾋﾛｶﾂ
14 23 440 三瓶 優太 31:25.65 14 29 393 黒崎 拓克 29:26.15

ﾊﾏﾉ ﾄﾓﾋﾛ ﾅｶｵ ﾉﾌﾞﾋﾛ
15 27 236 濵野 友弘 31:38.80 15 27 228 中尾 誠宏 29:41.29

ｻｶｳｴ ﾀｶﾃﾙ ｻﾉ ﾋﾛｱｷ
16 19 81 阪上 孝輝 31:55.71 16 30 226 佐野 広明 29:58.82

ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾕｷ ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ
1 322 川上 智幸 DNS 17 32 416 酒井 潤一 30:18.15

ｲｼﾀ ﾘｮｳ ﾎｻｶ ﾕｳｽｹ
7 417 石田 亮 DNS 18 33 103 保坂 優介 30:20.25

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀ
8 391 山田 紘之 DNS 19 23 206 五十嵐 祐太 30:23.96

ｲｹﾍﾞ ﾐﾉﾙ ﾌﾙｶﾜ ｼｹﾞﾙ
10 221 池邉 稔 DNS 20 15 123 古川 茂 30:56.50

ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ
12 124 塩川 雄也 DNS 8 128 山﨑 敦史 DNF

ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ ｼﾞｮｾﾌｧﾄ ﾀﾞﾋﾞﾘ
17 80 鈴木 正章 DNS 1 241 Josphat Ndambiri DNS

ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ ﾎﾟｰﾙ ｸｲﾗ
18 234 井上 直紀 DNS 2 394 ポール クイラ DNS

ﾂﾂｲ ﾏｻﾄﾓ ｶﾞﾄｩﾆ ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ
21 441 筒井 雅那 DNS 3 388 ガトゥニ ゲディオン DNS

ﾀｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ ﾏｲｹﾙ ｷﾞﾁﾝｼﾞ
22 211 高田 千春 DNS 6 119 マイケル ギチンジ DNS

ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾋﾛ
25 233 松本 圭太 DNS 11 231 山中 貴弘 DNS

ｲｼﾊﾗ ﾀｹﾙ ﾎｼ ｿｳﾀ
26 94 石原 洸 DNS 12 264 星 創太 DNS

ｶｼﾞﾜﾗ ｱﾘﾀｶ
13 44 梶原 有高 DNS

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｶｽﾞ
14 230 藤原 正和 DNS

ﾊﾞﾊﾞ ｹｲﾀ
19 229 馬場 圭太 DNS

ｲﾜﾐｽﾞ ﾖｼﾀｶ
21 245 岩水 嘉孝 DNS

ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
26 214 田村 英晃 DNS

ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ
28 129 吉田 憲正 DNS

5月19日 17:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

SUBARU

日立物流グループ

コモディイイダ

ＪＲ東日本

富士通

カネボウ

SUBARU

コニカミノルタ

ＪＲ東日本

コモディイイダ

コモディイイダ

ヤクルト

SUBARU

警視庁

小森コーポレーション

ボッシュ

日立物流グループ

自衛隊体育学校

コニカミノルタ

Ｈｏｎｄａ

SUBARU

ボッシュ

小森コーポレーション

警視庁

ＪＲ東日本

小森コーポレーション

新電元工業

コニカミノルタ

ＪＲ東日本

ＪＲ東日本

小森コーポレーション

カネボウ

富士通

八千代工業

ＪＲ東日本

カネボウ

SUBARU

日立物流グループ

富士通

小森コーポレーション

コニカミノルタ

Ｈｏｎｄａ

Ｈｏｎｄａ

自衛隊体育学校

八千代工業

ＪＲ東日本

SUBARU

SUBARU

小森コーポレーション

コニカミノルタ

日清食品グループ

富士通

ＪＲ東日本

SUBARU

東邦リファイン

Ｈｏｎｄａ

富士通

プレス工業

Ｈｏｎｄａ

Ｈｏｎｄａ

凡例  DNF:途中棄権 DNS:欠場



 男子 男子 男子 男子110110110110mHmHmHmH
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥
日本記録(NR)            13.39     谷川　　聡(ミズノ)                    2004

大会記録(GR)            13.43     内藤　真人(ミズノ)                    2007

予選 予選 予選 予選 2222組組組組3333着着着着＋＋＋＋2222
1111組組組組 風:+2.6 2222組組組組 風:+1.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾊﾀ ｹﾝｼﾞ ﾀﾉﾅｶ ﾀｽｸ

1 5 287 八幡 賢司 13.81 Q 1 5 260 田野中 輔 13.94 Q
ｵｵﾊｼ ﾕｳｼﾞ ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ

2 4 338 大橋 祐二 13.98 Q 2 6 433 川内 裕太 14.21 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄｼ ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ

3 6 117 渡邊 和敏 14.16 Q 3 9 142 能登谷 雄太 14.24 Q
ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ

4 9 11 首藤 貴之 14.19 q 4 7 344 内藤 真人 14.29 q
ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ ｲﾏｾﾞｷ ｼﾝｺﾞ

5 7 152 森田 俊一 14.29 q 5 8 90 今関 真悟 14.45
ｼﾀﾐﾁ ｼｮｳﾀ ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ

6 8 304 下道 翔太 14.98 6 4 55 吉永 一行 14.45
ﾑﾗﾀ ﾘｭｳ ｻﾄｳ ｹﾞﾝﾍﾟｲ

7 3 346 村田 龍 15.01 7 2 157 佐藤 現平 14.91
ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼﾊﾙ ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ

8 2 67 中川 敏晴 15.65 8 3 364 鈴木 陽一 16.19

決勝 決勝 決勝 決勝 
風:-2.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾊﾀ ｹﾝｼﾞ

1 6 287 八幡 賢司 13.87
ﾀﾉﾅｶ ﾀｽｸ

2 3 260 田野中 輔 14.01
ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ

3 2 152 森田 俊一 14.16
ｵｵﾊｼ ﾕｳｼﾞ

4 4 338 大橋 祐二 14.19
ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ

5 7 11 首藤 貴之 14.22
ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ

6 5 433 川内 裕太 14.29
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄｼ

7 8 117 渡邊 和敏 14.43
ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ

8 9 142 能登谷 雄太 14.77
ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ

1 344 内藤 真人 DNS

 男子 男子 男子 男子400400400400mHmHmHmH
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥
日本記録(NR)            47.89     為末　　大(法政大)                    2001

大会記録(GR)            49.00     山崎　一彦(アディダスT・C)            1995

予選 予選 予選 予選 2222組組組組3333着着着着＋＋＋＋2222

1111組組組組 2222組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ ｱｷﾓﾄ ｼﾝｺﾞ
1 6 340 小池 崇之 50.84 Q 1 5 159 秋本 真吾 51.78 Q

ｲﾊﾗ ﾅｵｷ ｵｼﾐ ﾀｹﾋﾄ
2 4 278 井原 直樹 51.18 Q 2 9 56 押味 毅人 51.89 Q

ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ ﾋﾗｲ ｹﾝｲﾁ
3 7 437 笛木 靖宏 51.50 Q 3 6 148 平井 健一 52.33 Q

ｲﾃﾞｳﾗ ﾉﾘﾕｷ ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ
4 5 431 出浦 教行 52.19 q 4 3 59 島田 由真 54.50

ﾔﾓﾄ ﾄﾓｶｽﾞ ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ
5 9 113 八本 友和 53.46 q 5 8 434 田中 進悟 55.15

ﾀｹｲ ｹﾝｺﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ
6 3 320 竹井 健吾 54.85 6 2 155 山口 陽介 58.80

ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ ﾅﾘｻｺ ｹﾝｼﾞ
7 2 549 吉田 誠 57.09 4 345 成迫 健児 DNS

ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ ｲﾏｾﾞｷ ﾕｳﾀ
8 26 工藤 大樹 DNS 7 92 今関 雄太 DNS

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ

1 9 437 笛木 靖宏 50.33
ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ

2 4 340 小池 崇之 50.42
ｲﾊﾗ ﾅｵｷ

3 5 278 井原 直樹 51.64
ｲﾃﾞｳﾗ ﾉﾘﾕｷ

4 2 431 出浦 教行 51.71
ｵｼﾐ ﾀｹﾋﾄ

5 6 56 押味 毅人 52.40
ﾋﾗｲ ｹﾝｲﾁ

6 8 148 平井 健一 52.57
ﾔﾓﾄ ﾄﾓｶｽﾞ

7 3 113 八本 友和 53.58
ｱｷﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

8 7 159 秋本 真吾 54.10

5月19日 12:55 予選

5月19日 15:30 決勝

モンテローザ

ミズノ

達栄工業

西原小職

富士通

アムズデザイン

NMT4

ミズノ

日本ランニング振興機構

ワイケーインスパイア

阿見アスリートクラブ

成田赤十字病院

Ｊ．ＶＩＣ

かずき整骨院

多摩市立落合中教

トータルソフト

達栄工業

NMT4

ミズノ

モンテローザ

富士通

Ｊ．ＶＩＣ

ミズノ

西原小職

アムズデザイン

5月20日 11:35 予選

5月20日 13:30 決勝

ミズノ ピーエス

モンテローザ ＮＥＣフィールディング

アムズデザイン NMT4

アムズデザイン 農中情報システム

第一ヒューマンソフト アムズデザイン

いすゞ自動車 阿見アスリートクラブ

小川町陸協 ミズノ

青森トヨペット 渋谷幕張高教

第一ヒューマンソフト

ピーエス

アムズデザイン

ミズノ

モンテローザ

アムズデザイン

ＮＥＣフィールディング

NMT4

凡例 



 男子 男子 男子 男子3000300030003000mSCmSCmSCmSC
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            8:18.93   岩水　嘉孝(トヨタ自動車)              2009
大会記録(GR)            8:30.00   新宅　雅也(ヱスビー食品)              1981

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷｸﾁ ﾏｻﾄｼ

1 7 248 菊池 昌寿 8:51.38
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ

2 6 233 松本 圭太 8:58.64
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ

3 4 35 齋藤 雄太郎 8:59.22
ｻﾄｳ ﾅｵｷ

4 3 210 佐藤 直樹 9:11.24
ｵｵﾉ ﾋﾛﾀｶ

5 11 176 大野 紘崇 9:13.88
ﾅｶﾀ ﾀｶｼ

6 12 32 中田 崇志 9:23.70
ﾐｳﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ

7 8 309 三浦 伸二郎 9:24.55
ﾕﾀﾞ ｶｽﾞｷ

8 9 310 湯田 和樹 9:42.57
ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

9 2 69 野村 顕弘 9:55.45
ﾅﾒﾗ ｶｽﾞﾔ

1 131 滑 和也 DNS
ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳﾀ

5 435 長嶋 翔太 DNS
ｵｵﾀｷ ｹﾝｼﾞ

10 352 大滝 健司 DNS
ｱﾗｷ ｺｳﾀ

13 353 荒木 宏太 DNS
ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ

14 510 小西 亘 DNS

 男子 男子 男子 男子5000500050005000mWmWmWmW
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            18:56.70  杉本　明洋(綜合警備保障)              2009
大会記録(GR)            18:56.70  杉本　明洋(ALSOK総合警備)             2009

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ

1 5 269 森岡 紘一朗 19:47.42
ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ

2 7 253 鈴木 雄介 20:07.41
ﾌｼﾞｻﾜ ｲｻﾑ

3 1 457 藤澤 勇 20:17.23
ﾋｸﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ

4 6 277 樋熊 敬史 20:29.36
ｸｻｶ ﾋﾃﾞﾄ

5 2 158 日下 秀人 20:43.27
ﾊﾙｷ ﾖｳｽｹ

6 3 115 春木 洋輔 21:32.67
ﾋﾗﾊﾗ ｼｮｳﾀ

7 9 389 平原 渉太 23:46.48
ｲｿﾀﾞﾋﾛｼ

4 74 磯田 洋志 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

8 37 小林 友貴 DNS
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ

10 428 山﨑 勇喜 DNS
ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾔ

11 301 上田 勝也 DNS

旭化成川崎

平塚市役所

かとうや

日立ＩＣＴ

自衛隊体育学校

かずき整骨院

5月19日 10:00 決勝

富士通

富士通

ALSOK

東大スポーツ

協和

ＪＰ日本郵政グループ

ＪＰ日本郵政グループ

小山向野ＪＣ

NTTデータ

コモディイイダ

コモディイイダ

三春町役場

SUBARU

アムズデザイン

5月19日 11:40 決勝

富士通

小森コーポレーション

信金中央金庫

ＪＲ東日本

南陽市役所

凡例  DNS:欠場



 男子 男子 男子 男子4444XXXX100100100100mRmRmRmR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007
大会記録(GR)            39.89     近藤・吉野・奥迫・對島(ラスポート)    2005

決勝 決勝 決勝 決勝 
着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 NMT4 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 かずき整骨院 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 レジェンズ

1111 8888 ｺﾒﾝﾄ 2222 5555 ｺﾒﾝﾄ 3333 7777 ｺﾒﾝﾄ
記録 41.21 記録 41.87 記録 42.35

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾔ ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ
1 463 大内 恵吏也 NMT4 1 298 藤田 勝也 かずき整骨院 1 552 小川 裕之 レジェンズ

ｳﾏｺｼ ｺｳﾍｲ ｲｼｲ ﾀﾂﾔ ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾄ
2 141 馬越 興平 NMT4 2 295 石井 達哉 かずき整骨院 2 558 高田 雅人 レジェンズ

ｶﾈｺ ﾏｺﾄ ﾏﾂｵ ｼｭﾍｲ ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ
3 140 金子 信 NMT4 3 296 松尾 修平 かずき整骨院 3 556 菊池 祐一 レジェンズ

ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ ｼﾄﾐ ｼｭｳﾍｲ
4 142 能登谷 雄太 NMT4 4 294 大西 正裕 かずき整骨院 4 557 蔀 将平 レジェンズ

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 RUNWAY 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 庄内AC 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 皇漢薬品研究所

4444 4444 ｺﾒﾝﾄ 5555 2222 ｺﾒﾝﾄ 6666 3333 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.76 記録 43.76 記録 48.71

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ｲｹﾀﾞ ｺﾞｳ ﾀﾀﾞ ﾃﾂﾔ
1 518 山田 雄貴 RUNWAY 1 574 池田 剛 庄内AC 1 404 多田 哲也 皇漢薬品研究所

ｱﾍﾞ ﾔｽﾄ ｻｻｷ ﾘｮｳ ｺﾞ ﾂﾙｼﾞﾛｳ
2 515 安部 康人 RUNWAY 2 577 佐々木 亮 庄内AC 2 402 呉 鶴治郎 皇漢薬品研究所

ｾﾄｸﾞﾁ ﾅｵﾏｻ ﾎﾘ ﾅﾙﾋｺ ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ
3 516 瀬戸口 直雅 RUNWAY 3 572 堀 愛彦 庄内AC 3 410 吉田 晃大 皇漢薬品研究所

ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ ｻｲﾄｳ ｹｲｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ
4 517 金田 翔平 RUNWAY 4 573 齋藤 蛍貴 庄内AC 4 408 松本 雄二郎 皇漢薬品研究所

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京海上日動 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 NewModeAC

6666 ｺﾒﾝﾄ DNS 9999 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録

 男子 男子 男子 男子4444XXXX400400400400mRmRmRmR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
大会記録(GR)            3:06.42   簡・苅部・林・熊谷(富士通)            1998

決勝 決勝 決勝 決勝 
着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 NMT4 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 アムズデザイン 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 NewModeAC

1111 4444 ｺﾒﾝﾄ 2222 3333 ｺﾒﾝﾄ 3333 7777 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:12.57 記録 3:16.93 記録 3:23.78

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｳﾏｺｼ ｺｳﾍｲ ｲﾃﾞｳﾗ ﾉﾘﾕｷ ﾋﾗｲ ｹﾝｲﾁ
1 141 馬越 興平 NMT4 1 431 出浦 教之 アムズデザイン 1 526 平井 健一 NewModeAC

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ ｱｲﾊﾗ ﾋﾛｷ
2 149 高橋 翔太 NMT4 2 437 笛木 靖宏 アムズデザイン 2 527 相原 寛樹 NewModeAC

ｶﾈｺ ﾏｺﾄ ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ ﾌｸｼﾞｭ ｺｳﾀﾛｳ
3 140 金子 信 NMT4 3 433 川内 裕太 アムズデザイン 3 525 福壽 孝太朗 NewModeAC

ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
4 142 能登谷 雄太 NMT4 4 432 大岐 亮平 アムズデザイン 4 532 佐藤 智哉 NewModeAC

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 レジェンズ 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 かずき整骨院 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 皇漢薬品研究所

4444 9999 ｺﾒﾝﾄ 5555 8888 ｺﾒﾝﾄ 2222 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:24.15 記録 3:25.67 記録

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂﾁﾔ ﾋﾛｱｷ ｲｼｲ ﾀﾂﾔ
1 561 土屋 弘明 レジェンズ 1 295 石井 達哉 かずき整骨院 1

ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ
2 556 菊池 祐一 レジェンズ 2 294 大西 正裕 かずき整骨院 2

ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ ｻﾄﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ
3 552 小川 裕之 レジェンズ 3 297 里舘 敬博 かずき整骨院 3

ﾀｹｲ ｹﾝｺﾞ ｼﾀﾐﾁ ｼｮｳﾀ
4 560 竹井 健吾 レジェンズ 4 304 下道 翔太 かずき整骨院 4

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京海上日動 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 モンテローザ

5555 ｺﾒﾝﾄ DNS 6666 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録

5月19日 17:50 決勝

5月20日 14:45 決勝

凡例  DNS:欠場



 男子走高跳 男子走高跳 男子走高跳 男子走高跳
審 判 長：松山　治彦
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            2m33      醍醐　直幸(富士通)                    2006
大会記録(GR)            2m24      醍醐　直幸(富士通)                    2007

決勝 決勝 決勝 決勝 

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾀｶﾊﾘ ﾋﾛﾐ － － － － ○ ○ － ○ × ○ × × ×

1 9 36 高張 広海 日立ＩＣＴ 2m22
ﾂﾁﾔ ﾋｶﾙ － － － － ○ ○ × ○ × ／

2 13 284 土屋 光 モンテローザ 2m15
ｴﾄﾞ ﾖｼﾋｺ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

3 6 4 江戸 祥彦 山本ビル 2m10
ｸﾎﾞﾀ ｻﾄﾙ － － － － ○ ○ × × ×

3 20 280 久保田 聡 モンテローザ 2m10
ｵﾏﾀ ﾀｲﾗ － － － × ○ × ○ × ○ × × ×

5 11 348 尾又 平朗 アスリートブランドジャパン 2m10
ｻﾉ ﾏｻﾄ － － ○ × ○ ○ × × ×

6 22 403 佐野 正人 皇漢薬品研究所 2m05
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｼ － － － － × ○ × × ×

7 4 458 川上 匡士 新潟市消防局 2m05
ﾁｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ － ○ ○ ○ × × ×

8 7 78 近田 伸吾 協和特別支援学校教 2m00
ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ － － ○ ○ × × ×

8 10 316 田端 和輝 深谷幡羅中教 2m00
ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ － ○ ○ × ○ × × ×

10 19 15 遠藤 哲哉 高麗川中教 2m00
ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾔ － ○ ○ × × ×

11 2 73 根岸 佑弥 登利平 1m95
ﾈﾓﾄ ﾔｽﾕｷ ○ ○ ○ × × ×

11 16 163 根本 泰行 熊谷スポーツ文化公園 1m95
ｶﾝ ﾏｻﾖｼ － ○ × ○ × × ×

13 14 363 菅 正嘉 中原中教 1m95
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾄ － ○ × × ×

14 1 438 宮沢 真人 アムズデザイン 1m90
ｶﾐｺ ﾄﾓﾀｶ ○ × × ×

15 12 114 神子 智孝 旭化成川崎 1m80
ｷﾀｻﾞｷ ﾌﾐﾔ ○ × × ×

15 15 537 北崎 文弥 鎌ヶ谷みちるアスリートクラブ 1m80
ｱｶｻｶ ﾋﾃﾞｷ × ○ × × ×

17 21 6 赤坂 秀樹 岩手県県南広域振興局 1m80
ﾊﾅﾜ ｼｹﾞｱｷ － × × ×

18 166 花輪 重聡 高畠高教 NM
ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛｼ

3 305 國本 拓志 ハクゾウメディカル DNS
ｵｵﾔﾏ ﾀｹｼ

5 63 大山 健 前橋西高教 DNS
ﾀﾞｲｺﾞ ﾅｵﾕｷ

8 254 醍醐 直幸 富士通 DNS
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀ

17 317 五十嵐 雄太 やきとり太郎 DNS

1m80 1m90 1m95 2m00 2m05 2m10 2m15 2m18 2m22 2m25

5月20日 11:30 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子棒高跳 男子棒高跳 男子棒高跳 男子棒高跳
審 判 長：松山　治彦
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            5m83      澤野　大地(ニシ・スポーツ)            2005
大会記録(GR)            5m65      澤野　大地(ニシ・スポーツ)            2005

決勝 決勝 決勝 決勝 

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ － － － － － － － － － －
1 16 252 澤野 大地 富士通 － ○ × × × 5m40

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ － － － － － － － ○ － × × ×
2 2 303 高橋 友輝 かずき整骨院 5m00

ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ － － － － － － － × ○ － × × ×
3 12 543 田中 充 群大TF荒牧クラブ 5m00

ﾅﾗ ｺｳｷ － － － － － × ○ － × × ×
4 10 544 奈良 光基 群大TF荒牧クラブ 4m80

ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ － × × ○ － × × － ×
5 3 142 能登谷 雄太 NMT4 4m40

ｻｻｷ ｼﾝﾉｽｹ × ○ × × ×
6 7 3 佐々木 新之助 草加南高教 4m20

ｺｲﾃﾞ ｶﾂﾄｼ × × ×
1 23 小出 勝利 第一アグリ NM

ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ × × ×
8 21 林 達也 多田小教 NM

ﾀｹﾊﾅ ｺｳﾀﾛｳ － × × ×
14 321 竹花 康太郎 横須賀市立ろう学校教 NM

ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ － － － － － － － － × × ×
17 60 永田 純也 セントラル・スポーツ NM

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾏｻ － － － － × × ×
18 283 田中 宏昌 モンテローザ NM

ｻｺﾀﾞ ｺｳｲﾁ － － － － － － × × ×
19 153 佐小田 孝一 Ｊ．ＶＩＣ NM

ﾀﾆﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ
4 24 谷村 健宏 宇都宮市教育委員会 DNS

ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾗ
5 71 小野寺 晃 佐沼中教 DNS

ｵﾉﾃﾞﾗﾘｮｳ
6 87 小野寺 亮 とよさとマイ・タウンクラブ DNS

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ
9 343 鈴木 崇文 ミズノ DNS

ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ
11 545 田口 大隆 群大TF荒牧クラブ DNS

ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
13 279 川口 直哉 モンテローザ DNS

ｿﾒﾔ ｺｳｷ
15 282 染谷 幸喜 モンテローザ DNS

4m90 5m00 5m10 5m20

5月19日 13:30 決勝

4m20 4m70 4m80

5m30

4m40

5m40

4m50

5m60

4m60

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子走幅跳 男子走幅跳 男子走幅跳 男子走幅跳
審 判 長：松山　治彦
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            8m25      森長　正樹(日本大)                    1992
大会記録(GR)            7m92      猿山 力也(モンテローザ)               2011

決勝決勝決勝決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ × × 7m25 7m25 6 7m89 7m97 5m31 7m97
1 22 342 菅井 洋平 ミズノ -1.3 -1.3 +2.4 +3.0 +0.9 +3.0

ﾐﾔｷﾞｼ ﾀﾞﾝ 7m29 7m31 7m09 7m31 8 7m29 7m42 7m32 7m42
2 4 19 宮岸 暖 国際協力銀行 +0.2 +1.9 -1.2 +1.9 +3.4 +4.8 +3.0 +4.8

ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 7m02 7m09 6m77 7m09 4 7m18 7m41 7m28 7m41
3 24 61 長山 淳 みどりや +1.0 +0.6 -0.3 +0.6 -0.1 +0.9 +0.5 +0.9

ﾎﾘｲｹ ﾔｽﾕｷ × 7m16 × 7m16 5 × × 7m38 7m38
4 8 265 堀池 靖幸 富士通 0.0 0.0 +3.0 +3.0

ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 7m15 7m25 6m87 7m25 7 7m32 × 6m99 7m32
5 16 366 久保 淳平 東京消防庁 +1.2 +1.9 +1.9 +1.9 +1.8 +2.0 +1.8

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 7m06 6m89 × 7m06 1 7m21 5m33 × 7m21
6 12 7 原田 隆弘 九里学園高教 +0.6 +1.8 +0.6 -0.4 +1.7 -0.4

ｻｻｷ ｼｭｳ 7m05 7m08 × 7m08 3 7m11 × 7m18 7m18
7 3 414 佐々木 秀 ミズノスポーツサービス +0.9 +2.7 +2.7 +0.6 +2.5 +2.5

ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾔ 6m95 7m04 7m07 7m07 2 6m94 7m01 × 7m07
8 26 171 因幡 拓哉 札幌豊明養護高教 +0.4 +0.6 +0.9 +0.9 +2.5 +3.4 +0.9

ｼｶﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 6m78 6m86 7m05 7m05 7m05
9 19 156 志鎌 秀昭 阿見アスリートクラブ +0.9 -0.7 -0.4 -0.4 -0.4

ｲﾜﾐ ｹﾞﾝﾀﾛｳ × 6m99 6m99 6m99 6m99
10 14 145 石見 源太郎 NMT4 +3.1 -1.5 +3.1 -1.5

ｶｻﾏﾂ ﾘｮｳ 6m74 6m81 × 6m81 6m81
11 1 139 笠松 諒 NMT4 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1

ｳｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 6m49 6m77 6m58 6m77 6m77
12 7 535 鵜澤 勝彦 鎌ヶ谷みちるアスリートクラブ -0.4 +1.2 -0.5 +1.2 +1.2

ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 6m74 6m61 6m61 6m74 6m74
13 20 169 打田 大輔 向の岡工高定教 +1.6 +1.0 -0.7 +1.6 +1.6

ｸﾏｻﾞﾜ ｻﾄｼ 6m64 × × 6m64 6m64
14 15 276 熊沢 聡史 白石工業高教 +1.1 +1.1 +1.1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ × 6m61 4m94 6m61 6m61
15 10 34 渡邉 敬大 ＪＲ東日本千葉 +0.6 -1.9 +0.6 +0.6

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｺ × × 6m61 6m61 6m61
16 2 70 鈴木 隆彦 厚生労働省 -0.3 -0.3 -0.3

ｻｻｷ ｼｮｳ × 6m28 5m76 6m28 6m28
17 9 536 佐々木 祥 鎌ヶ谷みちるアスリートクラブ +0.5 -0.6 +0.5 +0.5

ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 4m44 5m81 5m89 5m89 5m89
18 23 138 村上 智史 NMT4 0.0 +0.1 +1.9 +1.9 +1.9

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾏｻ ／
21 283 田中 宏昌 モンテローザ NM

ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ × × ×
25 102 鈴木 光洋 ＪＲ東日本秋田 NM

ｻﾙﾔﾏ ﾘｷﾔ
5 281 猿山 力也 モンテローザ DNS

ﾖｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
6 507 吉原 良大 鎌ヶ谷市立北部小教 DNS

ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ
11 459 石川 和義 石川農産 DNS

ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾔ
13 298 藤田 勝也 かずき整骨院 DNS

ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ
17 62 藤田 靖浩 三井住友銀行 DNS

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｼ
18 147 中川 篤志 NMT4 DNS

ｷﾉﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ
27 31 木野村 嘉則 茨城キリスト教大教 DNS

ﾅﾗ ﾀｸﾔ
28 357 奈良 拓弥 奈良電設 DNS

5月20日 10:30 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子三段跳 男子三段跳 男子三段跳 男子三段跳
審 判 長：松山　治彦
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            17m15     山下　訓史(日本電気)                  1986
大会記録(GR)            16m72     山下　訓史(日本電気)                  1991

決勝決勝決勝決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 16m01 × 16m05 16m05 8 × × 16m22 16m22
1 18 38 長谷川 大悟 日立ＩＣＴ +0.8 +1.5 +1.5 +2.4 +2.4

ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 15m99 × × 15m99 7 15m29 × 15m65 15m99
2 6 61 長山 淳 みどりや +3.5 +3.5 +0.9 +1.5 +3.5

ﾂﾉﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 15m49 15m77 15m96 15m96 6 15m49 15m55 × 15m96
3 14 285 角山 貴之 モンテローザ +2.3 +2.5 +0.7 +0.7 +0.8 +2.2 +0.7

ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 15m79 × 15m22 15m79 5 － － 15m81 15m81
4 16 28 稲葉 広幸 大井町役場 +2.4 -0.7 +2.4 -0.3 -0.3

ﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ 15m53 15m33 15m65 15m65 4 × × 14m85 15m65
5 23 540 丸 嵩弘 前橋陸協 +1.5 +0.1 +1.7 +1.7 +2.4 +1.7

ｶｼﾞｶﾜ ﾖｳﾍｲ × 15m60 15m63 15m63 3 14m82 15m24 15m57 15m63
6 7 449 梶川 洋平 法政大職 +3.1 +0.4 +0.4 +1.9 +1.8 +0.2 +0.4

ｶｻﾏﾂ ﾘｮｳ 15m56 15m54 15m46 15m56 2 － 15m61 15m48 15m61
7 8 139 笠松 諒 NMT4 +2.1 +1.0 +1.5 +2.1 +1.8 -0.8 +1.8

ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｱｷ × 15m36 × 15m36 1 － × × 15m36
8 20 18 藤林 献明 群馬綜合ガードシステム +0.1 +0.1 +0.1

ﾄﾘｺｼ ﾖｳｽｹ 15m05 15m04 15m16 15m16 15m16
9 3 312 鳥越 陽介 相模原市立共和中教 +2.2 +0.9 +1.0 +1.0 +1.0

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｼ 14m59 15m00 13m79 15m00 15m00
10 11 147 中川 篤志 NMT4 +1.8 +0.8 +0.6 +0.8 +0.8

ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ × 14m93 14m60 14m93 14m93
11 9 289 廣瀬 勇也 大月短大附属高教 +3.3 +1.7 +3.3 +3.3

ｷﾉﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ × 14m83 14m89 14m89 14m89
12 15 31 木野村 嘉則 茨城キリスト教大教 +1.8 +1.1 +1.1 +1.1

ｲｹﾀﾞ ｺﾞｳ 14m44 14m64 14m80 14m80 14m80
13 1 574 池田 剛 庄内AC 0.0 +1.2 +0.1 +0.1 +0.1

ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 14m58 14m54 14m74 14m74 14m74
14 13 33 島田 喜文 ＪＲ東日本千葉 +0.5 +1.1 +0.7 +0.7 +0.7

ｸﾏｻﾞﾜ ｻﾄｼ 14m72 14m61 14m54 14m72 14m72
15 5 276 熊沢 聡史 白石工業高教 +2.1 +1.4 -0.1 +2.1 +2.1

ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ × 13m46 13m95 13m95 13m95
16 10 138 村上 智史 NMT4 +2.6 +0.9 +0.9 +0.9

ﾊﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ × × ×
2 413 羽田 友哉 塙町役場 NM

ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ × × ×
4 62 藤田 靖浩 三井住友銀行 NM

ﾀｺﾞ ﾏｻｱｷ × × ×
12 143 田子 政昌 NMT4 NM

ﾎｿﾉ ﾌﾐｱｷ × × ×
17 204 細野 史晃 伊勢整骨院 NM

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｷ × × ×
19 22 菅原 祐己 山前小教 NM

ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ
21 459 石川 和義 石川農産 DNS

ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ
22 275 太田 悠介 リコー DNS

ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
24 505 林 純平 埼玉大学TC DNS

5月19日 14:30 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子砲丸投 男子砲丸投 男子砲丸投 男子砲丸投
審 判 長：竹村　義人
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            18m64     山田　壮太郎(法政大)                  2009
大会記録(GR)            17m96     畑瀬　聡(群馬綜合ガードシステム)      2008

決勝決勝決勝決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1 4 455 吉田 孝博 茨城県立総和工業高教 14m71 15m62 15m50 15m62 5 15m53 16m20 15m89 16m20
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾕｷ

2 5 57 山﨑 俊幸 吉川市栄小教 12m40 13m13 12m93 13m13 4 × × × 13m13
ｼﾊﾞ ﾌﾐﾄ

3 1 302 柴 文人 かずき整骨院 12m49 12m59 12m29 12m59 3 11m91 12m47 12m67 12m67
ﾑﾗﾀ ﾘｭｳ

4 7 346 村田 龍 多摩市立落合中教 12m06 12m54 11m79 12m54 2 12m37 12m32 × 12m54
ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ

5 2 311 久保田 尊士 甲府市立里垣小教 12m34 × × 12m34 1 12m09 11m84 11m72 12m34
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ

3 271 山田 壮太郎 富士通 DNS
ﾊﾀｾ ｻﾄｼ

6 16 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム DNS
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｹﾞｵ

8 135 畑山 茂雄 ゼンリン DNS

 男子円盤投 男子円盤投 男子円盤投 男子円盤投
審 判 長：竹村　義人
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            60m22     川崎　清貴(大昭和)                    1979
大会記録(GR)            58m00     畑山　茂雄(ゼンリン)                  2005

決勝決勝決勝決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｹﾞｵ

1 5 135 畑山 茂雄 ゼンリン 51m76 54m00 × 54m00 8 52m67 × × 54m00
ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾙ

2 1 286 宮内 優 モンテローザ 51m13 51m76 × 51m76 7 × 50m79 52m04 52m04
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ

3 9 112 藤原 潤 八千代工業 44m90 × 46m11 46m11 6 50m23 × × 50m23
ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼｶﾂ

4 8 12 宮崎 利勝 船岡支援学校教 × 45m90 44m87 45m90 5 × 46m33 46m60 46m60
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ

5 3 464 吉田 裕貴 桂高教 39m86 × × 39m86 3 41m82 × 40m84 41m82
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

6 7 243 池田 大介 富士通 × 38m65 40m51 40m51 4 × 40m71 × 40m71
ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

7 6 8 髙橋 浩司 オリンパス会津 37m51 37m53 38m89 38m89 2 37m92 × 38m64 38m89
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ

8 10 365 川端 良介 青森県体育協会 × 34m95 36m89 36m89 1 36m86 37m24 × 37m24
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾄ

9 4 9 高橋 聖人 オリンパス会津 × 29m20 × 29m20 29m20
ﾄﾓﾅﾘ ﾀﾀﾞｼ

2 164 友成 正 幸手商高教 × × × NM

シニアシニアシニアシニア男子砲丸投男子砲丸投男子砲丸投男子砲丸投

決勝決勝決勝決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾐｵｶ ﾏｻﾋﾛ

1 4 406 富岡 真広 皇漢薬品研究所 13m75 13m52 13m41 13m75 4 × 12m95 12m79 13m75

ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄｼ

2 2 570 川口 均 エヌアイオークラブ 10m56 × × 10m56 2 10m69 11m29 10m49 11m29

ｺｸﾎﾞ ﾖｼﾋﾄ

3 3 550 小久保 義人 小川町陸協 10m71 10m78 × 10m78 3 × 10m89 10m67 10m89
ｸﾗﾀ ﾖｼｱｷ

4 1 503 倉田 佳明 武蔵野市 9m68 10m08 9m99 10m08 1 10m34 10m13 × 10m34

5月20日 13:00 決勝

5月19日 11:00 決勝

5月20日 13:00 決勝

凡例  DNS:欠場



 男子 男子 男子 男子ハンマーハンマーハンマーハンマー投投投投
審 判 長：竹村　義人
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            84m86     室伏　広治(ミズノ)                    2003
大会記録(GR)            73m48     土井　宏昭(ファイテン)                2007

決勝決勝決勝決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾞｲ ﾋﾛｱｷ
1 12 167 土井 宏昭 流通経済大職 66m05 66m87 × 66m87 7 68m19 69m17 × 69m17

ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｼ
2 13 17 野口 裕史 群馬綜合ガードシステム 66m10 67m36 66m85 67m36 8 67m64 67m31 68m53 68m53

ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ
3 6 29 遠藤 彰 国際武道大職 62m20 × × 62m20 6 × × 63m64 63m64

ﾋﾛｾ ｹﾝｲﾁ
4 8 436 廣瀬 健一 アムズデザイン × × 58m50 58m50 5 55m61 60m00 × 60m00

ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｽｹ
5 4 93 藤田 健祐 南河原中教 51m22 50m65 53m82 53m82 4 × 53m67 × 53m82

ﾔﾅｷﾞﾔ ﾘｮｳﾍｲ
6 3 13 柳谷 怜兵 船岡支援学校教 49m33 52m75 51m21 52m75 3 46m96 53m38 × 53m38

ﾋﾜﾀｼ ｶﾂﾉﾘ
7 7 356 日渡 勝則 真岡工高教 50m77 51m82 50m64 51m82 2 50m76 50m91 51m08 51m82

ｲﾁｷ ｼﾝ
8 5 2 市來 眞 昭和電工川崎事業所 48m88 50m12 49m49 50m12 1 50m47 50m05 50m41 50m47

ｻｶﾍﾞ ﾏｻﾖｼ
9 9 170 坂部 昌良 ナリタファーム 47m08 48m70 49m23 49m23 49m23

ｽｽﾞｷ ﾕｳ
10 2 349 鈴木 悠 横浜市消防局 46m75 45m83 46m74 46m75 46m75

ｽﾄﾞｳ ｱﾂｼ
11 11 451 須藤 淳 住友金属 42m94 × 42m41 42m94 42m94

ｼｮｳｼﾞ ﾀｶｼ
1 75 東海林 孝 越谷保育専門学校 × × × NM

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾀﾞﾋｺ
10 160 中澤 直彦 松戸市役所 DNS

 男子 男子 男子 男子やりやりやりやり投投投投
審 判 長：竹村　義人
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            87m60     溝口　和洋(ゴールドウイン)            1989
大会記録(GR)            78m86     荒井 謙(七十七銀行)                   2011

決勝決勝決勝決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ
1 11 288 山本 一喜 モンテローザ × 69m59 70m99 70m99 7 74m30 70m12 78m17 78m17

ｱﾗｲ ｹﾝ
2 10 359 荒井 謙 七十七銀行 71m71 73m03 74m66 74m66 8 76m02 － 71m88 76m02

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ
3 8 293 中嶋 亮太 城山高教 68m38 68m91 66m87 68m91 5 × 69m91 70m96 70m96

ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ
4 4 77 佐藤 寛大 蔵王町役場 70m46 × 68m62 70m46 6 66m36 × 67m81 70m46

ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ
5 13 313 石川 大輔 山形県立ゆきわり養護学校教 62m24 61m54 64m54 64m54 3 65m84 62m53 × 65m84

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｮｳｻｸ
6 6 360 榊原 遼作 相模原市体育協会 61m88 61m79 65m01 65m01 4 × 64m86 64m04 65m01

ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ
7 5 20 安田 淳 植野小教 61m04 60m93 60m44 61m04 1 60m15 62m50 60m80 62m50

ﾜｶｻ ﾄﾓﾔ
8 3 578 若狭 友弥 ゼビオスポーツ 60m27 60m61 61m76 61m76 2 － × 56m85 61m76

ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ
9 1 448 井上 直紀 川崎市立宮崎小教 58m01 53m65 60m75 60m75 60m75

ｺｲｹ ﾖｳ
10 2 548 小池 陽 土気TFC 59m98 54m12 58m05 59m98 59m98

ｶﾄｳｷﾞ ﾘｭｳﾀ
11 7 546 加藤木 龍太 コモディイイダAC 55m50 × 59m47 59m47 59m47

ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ
12 9 299 熊谷 直樹 かずき整骨院 53m67 55m05 57m10 57m10 57m10

ﾐｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ
13 12 274 三澤 和宏 リコー × 56m49 56m65 56m65 56m65

5月20日 11:00 決勝

5月19日 15:30 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



シニアシニアシニアシニア男子男子男子男子100100100100mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ 2222組組組組

1111組組組組 風:-0.1 2222組組組組 風:+1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾐﾑﾗ ﾋﾛﾀ ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1 7 539 上村 洋太 11.18 GR 1 4 1 伊藤 純一 11.21 GR
ﾔﾓﾄ ﾄﾓｶｽﾞ ｵｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

2 4 113 八本 友和 11.68 2 6 553 奥田 陽一 11.85
ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ

3 5 514 佐藤 健児 11.72 3 5 547 加藤 裕一 12.20
ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂﾔ ｳﾒﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

4 8 121 馬場 達也 11.99 4 8 504 梅本 英樹 12.33
ｺﾏﾏｷ ﾓﾘﾄｼ ｶﾅｵ ﾀｶｼ

5 3 512 駒牧 盛年 12.33 5 7 554 金尾 尚志 12.92
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ

6 6 562 松本 竜彦 12.39 2 508 小林 正洋 DNS
ｷｼ ﾃﾙﾋｻ

3 358 岸 晃久 DNS

小学男子小学男子小学男子小学男子100100100100mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ 5555組組組組
1111組組組組 風:-4.0 2222組組組組 風:-1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｬｽﾃｨﾝｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1 8 3 嶋田 海斗 14.06 1 9 2 塚本 ｼﾞｬｽﾃｨﾝ惇平 13.39
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾔ ﾌｶｻﾞﾜ ﾊﾔﾃ

2 2 41 松本 昂哉 15.74 2 6 34 深澤 颯 14.63
ｶﾜｶﾐ ﾔｵｷ ｶﾜﾄ ｺｳﾍｲ

3 7 22 川上 八起 15.91 3 3 4 河戸 晃平 14.98
ｱｶﾇﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｺｲｹ ﾋﾛﾐ

4 5 33 赤沼 竜太郎 15.92 4 4 19 小池 拓海 15.28
ｿﾉﾍﾞ ｱｷﾄ ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

5 9 36 園辺 亜樹斗 16.03 5 8 13 前田 大慶 15.73
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾔ ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｸﾏ

6 3 14 小林 玲哉 16.86 6 7 32 山岸 拓真 16.00
ｺｳｽﾞ ｹﾞﾝｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

7 4 28 神頭 元気 16.90 7 5 7 小林 優輝 17.93
ﾓﾘ ﾀｸﾏ

8 6 30 森 巧真 17.06

3333組組組組 風:-1.1 4444組組組組 風:-1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ ｲﾜﾀ ｷｯﾄ

1 6 27 吉田 真人 15.16 1 5 21 岩田 橘斗 14.20
ﾊﾅﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ ｴｻｼ ﾘｭｳｾｲ

2 4 23 花屋 龍之介 15.73 2 7 25 江刺 竜誠 14.76
ｲｼｶﾜ ｺｳｷ ｻｶﾀ ﾘｸﾄ

3 7 18 石川 航希 16.77 3 4 24 坂田 陸飛 14.92
ﾐﾜ ｶﾂﾐ ｻﾏﾗ ﾀｶﾊﾙ

4 3 35 美和 賢心 16.84 4 6 31 サマラ タカハル 15.24
ﾆｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ ｵｷﾞﾉ ｼｮｳﾀ

5 8 8 贄田 柊哉 16.97 5 3 11 荻野 翔大 16.01
ｸﾛｻｷ ﾂｶｻ ｻｻｷ ｶﾞｸ

6 5 29 黒崎 務 17.93 6 8 10 佐々木 岳 16.35
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ｲﾄｳ ﾘｲﾁﾛｳ

9 1 齋藤 翼 DNS 9 17 伊藤 理一郎 DNS

5555組組組組 風:-2.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｹｲﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

1 7 16 筧田 涼介 13.14
ﾀｼﾞﾏ ｺﾞｳ

2 4 20 田島 剛 15.28
ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｼ

3 5 26 金澤 和志 15.36
ｷﾈﾌﾞﾁ ﾘｭｳﾔ

4 9 5 杵渕 竜也 15.57
ｶﾈｺ ﾏﾄｲ

5 6 12 金子 侯生 15.81
ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳ

6 2 9 小川 隆 16.11
ｱｵｷ ｼｮｳ

7 3 15 青木 奨 17.60
ｵｶﾉ ﾋﾛ

8 8 6 岡野 礼 19.36

新座陸協

上尾ジュニア

男衾学童陸上

桶川WRC

かけっこクラブ

小川町陸上

蓮田ジュニア 桶川WRC

T.A.P T.C. 熊谷市陸上教室

春日部陸友

鴻巣市陸協

鴻巣市陸協 草加ジュニア

富士見市陸上 東松山陸上

小川町陸上 男衾学童陸上

新座陸協 小川町陸上

蓮田ジュニア

新座陸協 しらこばと陸上

草加ジュニア 新座陸協

東松山陸上 鴻巣市陸協

富士見市陸上 かけっこクラブ

かけっこクラブ 東松山陸上

5月20日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

上尾ジュニア R-キッズ

上尾ジュニア 富士見市陸上

しらこばと陸上 上尾ジュニア

真岡高教

レジェンズ

国保旭中央病院

レジェンズ

山形県庁

高崎市陸上競技協会

レジェンズ

エイボック

5月19日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

東京マスターズクラブ

第一ヒューマンソフト

達栄工業

東京都庁

大日本スキー連合E組

凡例  DNS:欠場



シニアシニアシニアシニア男子男子男子男子1500150015001500mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｶﾀ ﾀｶｼ

1 3 219 太田 崇 4:13.48
ｳｼﾛｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

2 12 501 後口 洋史 4:15.59
ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ

3 20 509 座間 保成 4:17.30
ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｶｽﾞ

4 18 86 雨宮 大和 4:19.80
ｵｵｼﾏ ｱｷﾖｼ

5 8 85 大嶋 昭義 4:21.24
ｽｽﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ

6 10 564 鈴木 嘉次 4:21.70
ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾄｼﾀｶ

7 11 415 安養寺 俊隆 4:23.51
ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ

8 1 456 菊池 努 4:30.28
ﾃﾗｳｼ ﾋﾛﾕｷ

9 15 538 寺牛 浩之 4:41.22
ﾐﾂﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ

10 2 519 三橋 正一 4:43.23
ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ

11 6 506 芦沢 智之 4:44.66
ｷﾉｼﾀ ｲﾁﾛｳ

12 13 521 木下 一郎 4:55.52
ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ

13 14 502 五十嵐 真 4:59.36
ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾉﾘ

14 4 571 高橋 久典 5:13.32
ｻｶｳﾁ ﾀｶﾔ

5 587 坂内 孝弥 DNS
ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ

7 510 小西 亘 DNS
ﾖｺﾁ ﾄｼｵ

9 513 横地 稔夫 DNS
ｱｻｸﾗ ﾕﾀｶ

16 522 浅倉 豊 DNS
ｼｹﾞｲｽﾞﾐ ｱﾂｼ

17 520 重泉 淳 DNS
ﾅｶﾍﾞ ﾋﾛﾅﾘ

19 5 中部 大也 DNS

視覚障害男子視覚障害男子視覚障害男子視覚障害男子1500150015001500mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾀｶ

1 6 582 熊谷 豊 4:20.97
ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ

2 3 579 和田 伸也 4:24.10
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

3 4 581 谷口 真大 4:32.33
ｶｼﾞｻ ﾋﾛｱｷ

4 1 580 加治佐 博昭 4:47.52
ｼﾊﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ

5 8 585 芝野 寛仁 4:55.87
ｲﾜｲｹ ﾕｳｷ

6 2 583 岩池 優輝 4:59.39
ﾔｷﾞ ﾖｳﾍｲ

7 7 584 八木 陽平 5:43.75
ﾐｶﾐ ﾅｵﾄ

5 586 三上 直人 DNS

ＪＢＭＡ

ＪＢＭＡ

ＪＢＭＡ

5月19日 16:30 決勝

ＪＢＭＡ

ＪＢＭＡ

ＪＢＭＡ

ＪＢＭＡ

ＪＢＭＡ

5月20日 13:55 決勝

ホクレン

ルート８４６

ＪＲ東日本千葉

ボッシュ

ボッシュ

日立製作所日立事業所

資生堂

横河電機

ビール部

ＪＲ東日本東京

茨城県食糧集荷協同組合

ＪＲ東日本東京

ＪＲ東日本東京

市立塩川病院

ＪＲ東日本東京

セカンドウィンドＡＣ栃木

栃木陸協

鳩山高教

小山向野ＪＣ

旭化成川崎

凡例  DNS:欠場



小学男子小学男子小学男子小学男子4444XXXX100100100100mRmRmRmR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

決勝 決勝 決勝 決勝 

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 上尾ジュニア・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川島陸上・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士見市陸上・埼玉

1111 9999 ｺﾒﾝﾄ 2222 2222 ｺﾒﾝﾄ 3333 3333 ｺﾒﾝﾄ
記録 55.93 記録 1:00.39 記録 1:00.89

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾕﾑ ﾎﾘｻﾜ ﾋｶﾙ ﾋﾛﾖｼ ｺｳｷ
1 37 望月 歩 上尾ジュニア 1 52 堀澤 光 川島陸上 1 72 廣吉 航輝 富士見市陸上

ｽｽﾞｷ ｷﾐﾋﾛ ﾊﾏﾅｶ ﾋﾛﾀｶ ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ
2 40 鈴木 公大 上尾ジュニア 2 51 濱中 大空 川島陸上 2 73 志賀 優晟 富士見市陸上

ｸﾏｲ ﾕｳﾄ ｶﾂﾀ ﾔﾏﾄ ｶﾈｺ ｼｭﾝｷ
3 38 熊井 裕人 上尾ジュニア 3 54 勝田 弥麻登 川島陸上 3 74 金子 洵樹 富士見市陸上

ﾜｶﾊﾗ ﾊﾔﾃ ｳﾗﾉ ｱｽﾞｻ ﾄﾓｴ ｼｮｳｷ
4 39 若原 颯 上尾ジュニア 4 53 浦野 梓 川島陸上 4 75 巴 翔生 富士見市陸上

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 草加ジュニア・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 かけっこクラブ・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東松山陸上・埼玉

4444 8888 ｺﾒﾝﾄ 5555 4444 ｺﾒﾝﾄ 6666 1111 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:01.22 記録 1:03.17 記録 1:03.23

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｶﾀ ﾄﾓﾋﾄ ｳﾗﾜ ﾘｮｳ ﾔﾏｷﾞｼ ｱｲﾙ
1 60 坂田 智人 草加ジュニア 1 46 浦和 諒 かけっこクラブ 1 68 山岸 愛歩 東松山陸上

ｽｷﾞﾓﾄ ｶｹﾙ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ
2 59 杉本 翔 草加ジュニア 2 48 吉田 知生 かけっこクラブ 2 71 遠藤 翔太 東松山陸上

ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ ｶﾈｺ ｶﾂﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
3 61 杉本 渉 草加ジュニア 3 49 金子 勝洋 かけっこクラブ 3 69 小林 拓未 東松山陸上

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾑﾂﾐ ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾞﾈ ﾄﾓﾔ
4 62 濱口 睦 草加ジュニア 4 47 石田 陽音 かけっこクラブ 4 70 長根 知也 東松山陸上

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鴻巣市陸協・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小川町陸上・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 蓮田ジュニア・埼玉

7777 7777 ｺﾒﾝﾄ 8888 6666 ｺﾒﾝﾄ 9999 5555 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:03.85 記録 1:03.95 記録 1:04.20

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｳﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾅｶﾞﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾋｻﾐﾂ ｿｳﾀ
1 55 内田 信宏 鴻巣市陸協 1 42 長谷 龍之介 小川町陸上 1 63 久光 蒼太 蓮田ジュニア

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
2 56 小林 洋斗 鴻巣市陸協 2 43 竹内 諒 小川町陸上 2 64 齋藤 駿介 蓮田ジュニア

ｲﾜﾔ ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ ｲﾁﾊﾗ ﾘｷﾔ
3 57 岩谷 優希 鴻巣市陸協 3 44 小林 太一 小川町陸上 3 66 市原 力也 蓮田ジュニア

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｷ ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳﾍｲ ｲﾀｶﾞｷ ｿｳﾀﾛｳ
4 58 小林 璃希 鴻巣市陸協 4 45 宮﨑 脩平 小川町陸上 4 65 板垣 颯太郎 蓮田ジュニア

5月20日 12:25 決勝

凡例 



 女子 女子 女子 女子100100100100mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥
日本記録(NR)            11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010

大会記録(GR)            11.59     渡辺　真弓(ナチュリル)                2009

予選 予選 予選 予選 2222組組組組3333着着着着＋＋＋＋2222

1111組組組組 風:+0.3 2222組組組組 風:-0.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻﾉ ﾕﾒｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ

1 4 6 佐野 夢加 11.83 Q 1 7 18 渡辺 真弓 11.87 Q
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｺ

2 6 129 高橋 萌木子 12.01 Q 2 4 24 石田 智子 12.04 Q
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ

3 7 172 久保田 彩 12.35 Q 3 1 147 山田 舞 12.72 Q
ｸﾘﾓﾄ ｶﾖｺ ｱﾍﾞ ｴﾂｺ

4 5 19 栗本 佳世子 12.43 q 4 8 145 安部 悦子 12.74
ｵｵｳﾁ ﾕﾐｺ ﾏｽﾀﾞ ｶｴ

5 9 2 大内 優美子 12.64 q 5 9 137 増田 佳恵 12.82
ﾀﾏｷ ﾐｽｽﾞ ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺ

6 2 14 玉城 美鈴 12.65 6 3 75 福田 景子 13.05
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ ｶﾒﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ

7 8 79 山口 香織 12.81 7 5 152 亀田 亜美 13.31
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ ｻｷﾔﾏ ﾋｶﾙ

8 3 74 青山 晴香 13.51 8 2 30 崎山 光 13.37
ﾉﾌﾞｵｶ ｻｷｴ

6 139 信岡 沙希重 DNS

決勝 決勝 決勝 決勝 風:-1.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ

1 7 18 渡辺 真弓 11.74

ｻﾉ ﾕﾒｶ

2 5 6 佐野 夢加 11.75

ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ

3 6 129 高橋 萌木子 11.87

ｸﾎﾞﾀ ｱﾔ

4 8 172 久保田 彩 12.45

ｸﾘﾓﾄ ｶﾖｺ

5 3 19 栗本 佳世子 12.55

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ

6 9 147 山田 舞 12.60

ｵｵｳﾁ ﾕﾐｺ

7 2 2 大内 優美子 12.72

ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｺ

4 24 石田 智子 DNS

 女子 女子 女子 女子200200200200mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥
日本記録(NR)            22.89     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010

大会記録(GR)            23.60     福島　千里(北海道ハイテク)            2008

予選 予選 予選 予選 2222組組組組3333着着着着＋＋＋＋2222

1111組組組組 風:+2.5 2222組組組組 風:+1.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｶﾍﾞ ﾅｵ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ

1 6 140 岡部 奈緒 24.71 Q 1 6 129 高橋 萌木子 24.45 Q
ﾂﾂﾐ ﾏﾕ ｻﾄｳ ﾏﾕ

2 8 165 堤 真由 24.95 Q 2 7 17 佐藤 真有 24.69 Q
ｸﾘﾓﾄ ｶﾖｺ ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ

3 7 19 栗本 佳世子 25.55 Q 3 8 20 千葉 麻美 24.84 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ ｻｲ ﾄﾓﾐ

4 4 147 山田 舞 25.60 q 4 5 146 齋　 ともみ 24.96 q
ｵﾉ ﾄﾓﾐ ﾏｽﾀﾞ ｶｴ

5 5 150 小野 友実 25.85 5 4 137 増田 佳恵 26.00
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ ﾀﾏｷ ﾐｽｽﾞ

6 9 79 山口 香織 26.78 6 3 14 玉城 美鈴 26.06
ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘｺ

9 149 西田 紀子 DNS

決勝 決勝 決勝 決勝 風:-1.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ

1 7 129 高橋 萌木子 23.87
ｵｶﾍﾞ ﾅｵ

2 5 140 岡部 奈緒 24.11
ｻﾄｳ ﾏﾕ

3 4 17 佐藤 真有 24.75
ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ

4 9 20 千葉 麻美 24.77
ﾂﾂﾐ ﾏﾕ

5 6 165 堤 真由 24.97
ｻｲ ﾄﾓﾐ

6 2 146 齋　 ともみ 25.11
ｸﾘﾓﾄ ｶﾖｺ

7 8 19 栗本 佳世子 25.82
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ

8 3 147 山田 舞 25.88

5月20日 11:55 予選

5月20日 13:40 決勝

都留文科大職

富士通

新明小教

東邦銀行

東邦銀行

長谷川体育施設

七十七銀行

岡崎小職

コナミスポーツ大手町

NMT4

東邦銀行

都留文科大職

千葉商大付属高教

北海道ハイテク

富士通

東北労働金庫

広田保育園

ミズノ

レフア

NMT4

東邦銀行

新明小教

コナミスポーツ大手町

5月19日 12:30 予選

5月19日 15:00 決勝

ミズノ 富士通

七十七銀行 七十七銀行

七十七銀行

富士通

ミズノ

東邦銀行

七十七銀行

千葉商大付属高教

長谷川体育施設

東邦銀行

アムズデザイン 東邦銀行

東邦銀行

アムズデザイン

七十七銀行

東邦銀行

七十七銀行

レフア

東邦銀行

北海道ハイテク

七十七銀行

凡例  DNS:欠場



 女子 女子 女子 女子400400400400mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            51.75     丹野　麻美(ナチュリル)                2008

大会記録(GR)            53.27     丹野　麻美(ナチュリル)                2009

予選 予選 予選 予選 2222組組組組3333着着着着＋＋＋＋2222

1111組組組組 2222組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ ｻﾄｳ ﾏﾕ
1 3 20 千葉 麻美 55.38 Q 1 6 17 佐藤 真有 55.51 Q

ｱｵｷ ｻﾔｶ ﾂﾂﾐ ﾏﾕ
2 4 21 青木 沙弥佳 55.97 Q 2 5 165 堤 真由 55.67 Q

ｻｲ ﾄﾓﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ
3 6 146 齋　 ともみ 56.11 Q 3 4 16 吉田 真希子 57.32 Q

ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ ｵﾉ ﾄﾓﾐ
4 7 12 北島 絢子 57.64 q 4 7 150 小野 友実 57.71 q

ｷﾑﾗ ｻﾁ ｸﾗｻﾜ ﾘｴ
5 8 9 木村 祥 1:01.71 5 8 151 倉澤 理絵 58.74

ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘｺ ｵｷﾀ ﾕﾘ
5 149 西田 紀子 DNS 6 3 78 沖田 友里 59.90

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｵｷ ｻﾔｶ

1 7 21 青木 沙弥佳 54.39
ｻﾄｳ ﾏﾕ

2 6 17 佐藤 真有 54.48
ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ

3 4 20 千葉 麻美 55.30
ﾂﾂﾐ ﾏﾕ

4 5 165 堤 真由 55.33
ｻｲ ﾄﾓﾐ

5 8 146 齋　 ともみ 56.06
ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ

6 9 16 吉田 真希子 56.88
ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ

7 2 12 北島 絢子 57.78
ｵﾉ ﾄﾓﾐ

8 3 150 小野 友実 58.69

 女子 女子 女子 女子800800800800mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            2:00.45   杉森　美保(京セラ)                    2005
大会記録(GR)            2:06.40   西村　美樹(自衛隊体育学校)            2008

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ

1 6 160 須永 千尋 2:07.27
ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾔｶ

2 7 82 吉澤 彩夏 2:07.38
ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ

3 5 132 鈴木 真奈美 2:17.23
ｲｼｲ ﾏｲ

4 9 53 石井 まい 2:18.71
ｻﾄｳ ﾋﾛｶ

5 8 163 佐藤 浩華 2:22.50
ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ

6 2 54 井上 実乃里 2:26.65
ﾊｼﾓﾄ ﾕｶ

3 161 橋本 ゆか DNS
ｷｼｶﾜ ｱｶﾘ

4 26 岸川 朱里 DNS

東工大附属科学技術高教

七十七銀行

東邦銀行

東邦銀行

東邦銀行

アムズデザイン

七十七銀行

東邦銀行

トーエル

七十七銀行

東邦銀行

アムズデザイン

東邦銀行

七十七銀行

七十七銀行

阿見アスリートクラブ

5月20日 11:15 予選

5月20日 13:20 決勝

東邦銀行

東邦銀行

七十七銀行

東工大附属科学技術高教

ユニバーサルエンターテインメント

資生堂

長谷川体育施設

5月20日 13:10 決勝

資生堂

西湘高教

山形大職

ユニバーサルエンターテインメント

資生堂

凡例  DNS:欠場



 女子 女子 女子 女子1500150015001500mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            4:07.86   小林　祐梨子(須磨学園高)              2006

大会記録(GR)            4:13.80   弘山　晴美(資生堂)                    1994

予選 予選 予選 予選 2222組組組組5555着着着着＋＋＋＋6666

1111組組組組 2222組組組組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐﾂｴﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ
1 7 69 満枝 まどか 4:27.13 Q 1 3 125 渡部 絵理 4:31.27 Q

ｽｸﾞﾛ ﾐｻｺ ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ
2 3 156 須黒 美沙子 4:28.24 Q 2 8 45 北島 弘美 4:31.28 Q

ﾏﾂﾔﾏ ｱｷｺ ﾀｹﾅｶ ﾘｻ
3 5 128 松山 祥子 4:30.59 Q 3 10 162 竹中 理沙 4:31.48 Q

ｵｻﾞｷ ﾘﾉ ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ
4 10 41 尾﨑 梨乃 4:31.33 Q 4 14 126 阿部 ゆかり 4:31.56 Q

ｽｽﾞｷ ﾕｳ ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ
5 12 34 鈴木 柚有 4:34.46 Q 5 7 37 阿部 有香里 4:32.15 Q

ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ ﾀｶﾊｼ ｻｷ
6 14 101 林　 奈々子 4:40.35 q 6 4 48 高橋 さき 4:33.80 q

ｳﾒﾑﾗ ﾕﾘ ｽｷﾞﾇﾏ ﾊﾅｺ
7 8 127 梅村 友理 4:43.90 q 7 12 97 杉沼 華子 4:34.80 q

ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ
8 1 132 鈴木 真奈美 4:46.06 8 9 54 井上 実乃里 4:35.06 q

ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｶ
2 91 松﨑 璃子 DNS 9 5 108 中川 美香 4:38.66 q

ｱﾍﾞ ｻﾔｶ ｲｼｲ ﾏｲ
4 35 阿部 沙香 DNS 10 13 53 石井 まい 4:45.27

ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐュｳ
6 36 伊藤 美瑞希 DNS 1 39 小林 美友 DNS

ｸﾞﾚｰｽ ｷﾏﾝｽﾞィ ｵﾆｼ ﾐｻｷ
9 179 GRACE KIMANZI DNS 2 86 尾西 美咲 DNS

ﾐﾉｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ
11 113 蓑口 めぐみ DNS 6 92 森田 菜津紀 DNS

ﾌｪﾘｽﾀ ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ ﾅｶﾐﾁ ｻｷ
13 55 FELISTA WANJUGU DNS 11 159 中道 早紀 DNS

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾂｴﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ

1 2 69 満枝 まどか 4:26.16
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ

2 1 125 渡部 絵理 4:26.82
ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ

3 14 阿部 有香里 4:26.88
ｽｸﾞﾛ ﾐｻｺ

4 3 156 須黒 美沙子 4:28.14
ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ

5 12 126 阿部 ゆかり 4:29.39
ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ

6 9 45 北島 弘美 4:30.18
ｵｻﾞｷ ﾘﾉ

7 10 41 尾﨑 梨乃 4:33.10
ﾏﾂﾔﾏ ｱｷｺ

8 5 128 松山 祥子 4:33.36
ﾀｹﾅｶ ﾘｻ

9 6 162 竹中 理沙 4:33.76
ｽｷﾞﾇﾏ ﾊﾅｺ

10 4 97 杉沼 華子 4:35.43
ｽｽﾞｷ ﾕｳ

11 15 34 鈴木 柚有 4:38.96
ﾀｶﾊｼ ｻｷ

12 8 48 高橋 さき 4:39.13
ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ

13 7 101 林　 奈々子 4:40.63
ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ

14 13 54 井上 実乃里 4:43.12
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｶ

15 11 108 中川 美香 4:44.77
ｳﾒﾑﾗ ﾕﾘ

16 16 127 梅村 友理 4:45.71

しまむら

日立

ヤマダ電機

ユニバーサルエンターテインメント

ホクレン

パナソニック

パナソニック

日立

日立

パナソニック

資生堂

ヤマダ電機

積水化学

資生堂

第一生命

パナソニック

しまむら

資生堂

ヤマダ電機

ユニバーサルエンターテインメント

ホクレン

ユニバーサルエンターテインメント

しまむら

積水化学

しまむら

スターツ

ホクレン

ユニバーサルエンターテインメント

パナソニック

日立

資生堂

パナソニック

しまむら

日立

しまむら

ヤマダ電機

パナソニック

山形大職

積水化学

しまむら

5月19日 11:20 予選

5月19日 16:30 決勝

第一生命

資生堂

パナソニック

日立

凡例  DNS:欠場



 女子 女子 女子 女子3000300030003000mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            8:44.40   福士　加代子(ワコール)                2002
大会記録(GR)            9:06.21   O．M．フィレス(ホクレン)              2008

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾐ

1 31 100 西原 加純 9:20.07
ｽｸﾞﾛ ﾐｻｺ

2 33 156 須黒 美沙子 9:23.95
ﾀｹﾅｶ ﾘｻ

3 35 162 竹中 理沙 9:24.54
ﾖｺｻﾜ ｴｲﾅ

4 3 70 横沢 永奈 9:26.95
ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ

5 4 126 阿部 ゆかり 9:28.08
ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ

6 9 37 阿部 有香里 9:29.81
ｺﾐﾔ ｸﾐｺ

7 5 57 古宮 久美子 9:32.02
ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ

8 11 47 鈴木 千晴 9:38.32
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ

9 8 93 山元 美駒 9:44.21
ﾅｶﾑﾗ ﾓｴﾉ

10 10 58 中村 萌乃 9:45.17
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ

11 6 125 渡部 絵理 9:45.72
ｱﾍﾞ ｻﾔｶ

12 15 35 阿部 沙香 9:46.08
ﾀｶﾊｼ ｻｷ

13 16 48 高橋 さき 9:46.74
ﾐｶﾐ ﾕｶ

14 23 52 三上 柚花 9:47.18
ﾎｿﾉ ﾏﾕ

15 24 51 細野 真由 9:49.40
ﾀｶﾊｼ ﾏｲ

16 25 49 高橋 舞 9:50.80
ｳﾒﾑﾗ ﾕﾘ

17 7 127 梅村 友理 9:59.32
ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾐ

18 30 96 櫻井 秀巳 10:00.50
ｵｻﾞｷ ﾘﾉ

19 19 41 尾﨑 梨乃 10:02.78
ﾊﾗﾀﾞ ｴﾏ

20 28 原田 詠麻 10:10.07
ﾎﾘｳﾁ ｴﾘ

21 22 112 堀内 恵理 10:13.37
ｵｵﾀﾞﾁ ﾚｲﾅ

22 20 178 大舘 麗奈 10:25.72
ﾆｼｵ ﾁｻ

1 183 西尾 千沙 DNS
ｵﾆｼ ﾐｻｷ

2 86 尾西 美咲 DNS
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｶ

12 108 中川 美香 DNS
ﾅｶｵ ﾏﾘｺ

13 157 中尾 真理子 DNS
ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｺ

14 56 後藤 奈津子 DNS
ｱｻﾉ ﾅﾂﾐ

17 177 浅野 菜都美 DNS
ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ

18 36 伊藤 美瑞希 DNS
ｺﾐﾔ ｻｷ

21 95 小宮 沙紀 DNS
ｲｼｻﾞｶ ﾓｴ

26 40 石坂 萌 DNS
ﾆｼﾔﾏ ﾐﾁｶ

27 109 西山 路佳 DNS
ﾋﾄﾐ ｱﾔｶ

29 38 人見 綾香 DNS
ﾊﾔｾ ｹｲｺ

32 102 早瀬 恵子 DNS
ﾅｶﾐﾁ ｻｷ

34 159 中道 早紀 DNS

5月20日 14:05 決勝

ヤマダ電機

資生堂

資生堂

第一生命

パナソニック

しまむら

ユニバーサルエンターテインメント

日立

積水化学

ユニバーサルエンターテインメント

パナソニック

しまむら

日立

日立

日立

日立

パナソニック

ヤマダ電機

日立

日本ケミコン

ホクレン

スターツ

スターツ

積水化学

ホクレン

資生堂

ユニバーサルエンターテインメント

スターツ

しまむら

ヤマダ電機

日立

ホクレン

しまむら

ヤマダ電機

資生堂

凡例  DNS:欠場



 女子 女子 女子 女子5000500050005000mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            14:53.22  福士　加代子(ワコール)                2005
大会記録(GR)            15:20.13  渋井　陽子(三井住友海上)              2008

ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ 2222組組組組

1111組組組組 2222組組組組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾔﾏ ｱｷｺ ﾖｼｶﾜ ﾐｶ
1 13 128 松山 祥子 15:56.57 1 2 121 吉川 美香 15:33.48

ﾅｽｶﾜ ﾐｽﾞﾎ ｸﾞﾚｰｽ ｷﾏﾝｽﾞィ
2 21 60 那須川 瑞穂 16:12.81 2 6 179 GRACE KIMANZI 15:39.75

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ
3 14 119 遠藤 未都季 16:17.05 3 10 122 中村 仁美 15:48.41

ﾋﾀﾞｶ ﾕｷ ﾄﾞｲ ﾕﾘｴ
4 12 120 日高 侑紀 16:33.89 4 8 180 土井 友里永 15:53.08

ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ ﾖｼﾓﾄ ﾋｶﾘ
5 17 99 高田 晴奈 16:34.34 5 4 104 吉本 ひかり 15:54.29

ｻｻｷ ﾅｵ ﾌｪﾘｽﾀ ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ
6 19 46 佐々木 奈緒 16:37.01 6 7 55 FELISTA WANJUGU 15:55.75

ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｺ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ
7 10 33 橋本 富美子 16:42.18 7 9 66 田中 智美 15:56.82

ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾖ ｶｷﾐ ﾕｶ
8 5 115 山下 郁代 16:44.41 8 13 64 垣見 優佳 15:57.57

ｽｻﾞﾜ ﾏｷ ﾅｶﾞｵ ｶｵﾙ
9 6 98 須澤 麻希 16:45.60 9 11 62 永尾 薫 15:59.28

ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ ﾐｽﾞﾀｹ ﾘｴ
10 20 45 北島 弘美 16:45.71 10 12 118 水竹 理愛 16:03.15

ｺｼﾞﾏ ﾘｵ ﾀｶﾖｼ ﾘｴ
11 2 88 小島 理央 16:50.74 11 15 117 高吉 理恵 16:20.12

ﾎﾘｺｼ ｱｲﾐ ﾀﾅｶ ﾊﾅｴ
12 23 103 堀越 愛未 16:55.15 12 19 67 田中 華絵 16:24.53

ﾊﾞﾊﾞ ｻﾕﾘ ｵｵﾂｷ ﾐﾁﾙ
13 22 90 馬場 佐由里 16:57.45 13 14 63 大槻 みちる 16:30.95

ｽｽﾞｷ ﾕｳ ｼﾌﾞｲ ﾖｳｺ
14 16 34 鈴木 柚有 17:03.30 14 25 114 渋井 陽子 16:39.36

ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾅ
15 9 111 橋本 和美 17:22.36 15 18 123 山崎 里菜 16:47.02

ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ ﾑﾗｵｶ ｱﾂｺ
1 101 林　 奈々子 DNS 16 23 158 村岡 温子 16:50.63

ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ ｻﾄｳ ｴﾘ
3 167 五十嵐 悠 DNS 17 17 116 佐藤 絵里 17:14.43

ｼﾝﾀｸ ﾘｶ ﾆｼｵ ﾐﾔ
4 31 新宅 里香 DNS 18 24 59 西尾 美耶 17:23.36

ﾎﾘｴ ﾁｶ ｷﾇｶﾜ ﾒｸﾞﾐ
7 61 堀江 知佳 DNS 1 141 絹川 愛 DNS

ｱｻﾉ ｴﾘ ｼｮｳｲ ﾋﾛｺ
8 浅野 江梨 DNS 3 166 正井 裕子 DNS

ｾｷﾉ ｱｶﾈ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺ
11 107 関野 茜 DNS 5 89 清水 裕子 DNS

ﾈｼﾞｮｳ ｻｵﾘ ﾉﾑﾗ ｻﾖ
15 110 根城 早織 DNS 16 173 野村 沙世 DNS

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐュｳ ｶﾄｳ ｱｻﾐ
18 39 小林 美友 DNS 20 124 加藤 麻美 DNS

ｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾖ ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ
24 105 泉 知世 DNS 21 47 鈴木 千晴 DNS

ｲｿﾐﾈ ｱﾔ ｻｲﾄｳ ｼﾉ
25 155 五十嶺 綾 DNS 22 32 齋藤 梓乃 DNS

5月20日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

パナソニック

ユニバーサルエンターテインメント

三井住友海上

三井住友海上

ヤマダ電機

日立

しまむら

三井住友海上

ヤマダ電機

日立

積水化学

ヤマダ電機

積水化学

しまむら

ホクレン

ヤマダ電機

日本ケミコン

しまむら

ユニバーサルエンターテインメント

日本ケミコン

ホクレン

ホクレン

しまむら

ホクレン

資生堂

パナソニック

スターツ

パナソニック

スターツ

ヤマダ電機

ユニバーサルエンターテインメント

第一生命

第一生命

日本ケミコン

ユニバーサルエンターテインメント

三井住友海上

三井住友海上

第一生命

第一生命

三井住友海上

積水化学

第一生命

パナソニック

日立

しまむら

パナソニック

資生堂

三井住友海上

ユニバーサルエンターテインメント

ミズノ

凡例  DNS:欠場



 女子 女子 女子 女子10000100001000010000mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            30:48.89  渋井　陽子(三井住友海上)              2002
大会記録(GR)            31:21.92  渋井　陽子(三井住友海上)              2008

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾊﾞﾚ ﾄﾞﾘｶ

1 1 42 OBARE DORICAH 32:17.28
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ

2 27 66 田中 智美 32:31.04
ｶﾂﾏﾀ ﾐｻｷ

3 11 65 勝又 美咲 32:53.30
ｶﾄｳ ｱｻﾐ

4 10 124 加藤 麻美 32:55.59
ﾅｽｶﾜ ﾐｽﾞﾎ

5 26 60 那須川 瑞穂 33:27.51
ｵﾏﾀ ｺｳﾚｲ

6 8 87 小俣 后令 33:36.76
ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾖ

7 3 115 山下 郁代 33:39.64
ｻｲﾄｳ ｼﾉ

8 15 32 齋藤 梓乃 33:44.61
ｻﾄｳ ｴﾘ

9 9 116 佐藤 絵里 33:50.48
ｼﾌﾞｲ ﾖｳｺ

10 31 114 渋井 陽子 33:53.24
ｶﾐﾀﾆﾀﾞ ﾏﾅﾐ

11 24 43 上谷田 愛美 33:53.46
ﾏﾂﾐ ｻｷｺ

12 28 68 松見 早希子 33:53.63
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾅ

13 17 123 山崎 里菜 34:15.30
ｲｹﾀﾞ ｴﾐ

14 21 85 池田 恵美 34:18.34
ｶﾈﾄﾓ ﾒｸﾞﾐ

15 29 94 金友 めぐみ 34:31.36
ｲｲｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ

16 23 84 飯島 希望 34:45.52
ｽｽﾞｷ ｽﾐｺ

17 16 106 鈴木 澄子 34:59.89
ｷｸﾁ ﾘｻ

18 20 44 菊池 理沙 35:06.99
ﾋﾄﾐ ｱﾔｶ

19 25 38 人見 綾香 35:43.25
ﾄｸﾀﾞ ﾕｶ

2 徳田 夕佳 DNS
ﾖｼﾓﾄ ﾋｶﾘ

4 104 吉本 ひかり DNS
ﾅｶﾞｵ ｶｵﾙ

5 62 永尾 薫 DNS
ｼｮｳｲ ﾋﾛｺ

6 166 正井 裕子 DNS
ﾆｼﾊﾗ  ｶｽﾐ

7 100 西原 加純 DNS
ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｺ

12 33 橋本 富美子 DNS
ﾎﾘｴ ﾁｶ

13 61 堀江 知佳 DNS
ｼﾝﾀｸ ﾘｶ

14 31 新宅 里香 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ

18 50 中村 里沙 DNS
ｱｻﾉ ｴﾘ

19 168 浅野 江梨 DNS
ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ

22 167 五十嵐 悠 DNS
ﾈｼﾞｮｳ ｻｵﾘ

30 110 根城 早織 DNS
ｶﾉｳ ﾕﾘ

32 154 加納 由理 DNS
ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾘ

33 181 徳重 佑梨 DNS
ﾏｷﾊﾗ ﾕｷｺ

34 184 牧原 幸子 DNS

日本ケミコン

ホクレン

資生堂

スターツ

スターツ

ヤマダ電機

しまむら

ユニバーサルエンターテインメント

しまむら

日立

日本ケミコン

日立

しまむら

スターツ

ヤマダ電機

ユニバーサルエンターテインメント

日本ケミコン

第一生命

パナソニック

積水化学

ヤマダ電機

積水化学

ホクレン

積水化学

三井住友海上

しまむら

三井住友海上

三井住友海上

日立

5月19日 18:00 決勝

日立

第一生命

第一生命

パナソニック

ユニバーサルエンターテインメント

凡例  DNS:欠場



 女子 女子 女子 女子100100100100mHmHmHmH
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            13.00     金沢　イボンヌ(佐田建設)              2000
大会記録(GR)            13.29     寺田　明日香(北海道ハイテク)          2009

決勝 決勝 決勝 決勝 

風:-1.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾐ
1 4 171 清水 浩実 13.77

ｲｼﾉ ﾏﾐ
2 5 25 石野 真美 13.86

ｵｵｳﾁ ﾕﾐｺ
3 6 2 大内 優美子 14.14

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ
4 8 15 小林 悠香 14.49

ｻｶｲﾐｷ
5 7 138 酒井 美紀 14.77

ﾀｷｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ
6 3 3 滝口 雅 15.65

 女子 女子 女子 女子400400400400mHmHmHmH
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            55.34     久保倉　里美(新潟アルビレックスＲＣ)  2011

大会記録(GR)            57.00     青木　沙弥佳(東邦銀行)                2011

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｺﾞ ﾐﾔﾋﾞ

1 4 77 田子 雅 56.92 =GR

ｱｵｷ ｻﾔｶ

2 5 21 青木 沙弥佳 57.00 GR

ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ

3 9 16 吉田 真希子 1:00.05

ｳｴﾀﾞ ﾁｱｷ

4 6 143 上田 千暁 1:01.36

ﾎｻｶ ﾏｲｺ

5 8 148 保坂 真衣子 1:01.57

ﾀｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ

6 3 176 武田 千尋 1:05.29

ﾔﾉ ﾐﾕｷ

7 28 矢野 美幸 DNS

5月19日 15:15 決勝

平成国際大職

長谷川体育施設

千葉商大付属高教

大月東小教

諏訪中教

七十七銀行

ウイッツコミュニティ

山形一中教

長谷川体育施設

5月19日 14:45 決勝

Ｊ．ＶＩＣ

東邦銀行

東邦銀行

身延町立身延中教

凡例 



 女子 女子 女子 女子3000300030003000mSCmSCmSCmSC
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            9:33.93   早狩　実紀(京都光華ＡＣ)              2008
大会記録(GR)            10:27.60  泉　知世(ホクレン)                    2011

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾖ

1 1 105 泉 知世 10:35.09
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ

2 122 中村 仁美 DSQ,T6

 女子 女子 女子 女子5000500050005000mWmWmWmW
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            20:49.70  川﨑　真裕美(富士通)                  2009
大会記録(GR)            20:49.70  川﨑　真裕美(富士通)                  2009

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｻｷ ﾏﾕﾐ

1 2 130 川崎 真裕美 21:40.65
ﾐﾁｸﾞﾁ ｱｲ

2 4 135 道口 愛 24:39.11
ｲｿﾀﾞﾄﾓﾐ

3 3 23 磯田 智美 26:08.65
ｵｵﾄｼ ｸﾐ

1 131 大利 久美 DNS

かとうや

富士通

5月19日 13:45 決勝

ホクレン

パナソニック

5月19日 10:00 決勝

富士通

コモディイイダ

凡例  DSQ:失格 T6:(R163-3)水濠前後の縁石からでた



 女子 女子 女子 女子4444XXXX100100100100mRmRmRmR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            43.58     北風・福島・渡辺・高橋(日本)          2009
大会記録(GR)            44.57     渡辺・丹野・松田・青木(ナチュリル)    2009

決勝 決勝 決勝 決勝 

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東邦銀行 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 七十七銀行 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 NMT4

1111 5555 ｺﾒﾝﾄ 2222 4444 ｺﾒﾝﾄ 3333 6666 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.15 記録 46.96 記録 49.79

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾄｳ ﾏﾕ ｵﾉ ﾄﾓﾐ ﾖｼﾑﾀ ｶﾅ
1 17 佐藤 真有 東邦銀行 1 150 小野 友実 七十七銀行 1 73 吉牟田 佳奈 NMT4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ ｻｲ ﾄﾓﾐ ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺ
2 18 渡辺 真弓 東邦銀行 2 146 齋　 ともみ 七十七銀行 2 75 福田 景子 NMT4

ｱｵｷ ｻﾔｶ ﾎｻｶ ﾏｲｺ ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ
3 21 青木 沙弥佳 東邦銀行 3 148 保坂 真衣子 七十七銀行 3 74 青山 晴香 NMT4

ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ
4 20 千葉 麻美 東邦銀行 4 147 山田 舞 七十七銀行 4 76 斉藤 歩 NMT4

5月20日 14:35 決勝

凡例 



 女子走高跳 女子走高跳 女子走高跳 女子走高跳
審 判 長：松山　治彦
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            1m96      今井　美希(ミズノ)                    2001
大会記録(GR)            1m83      太田　陽子(ミキハウス)                1997

決勝 決勝 決勝 決勝 

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾓﾘ ｱﾕﾐ － － － ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

1 1 10 森 あゆ美 上郷小教 1m78
ｲﾏｷﾞ ﾋﾄﾐ － － － ○ ○ ○ × × ×

2 2 134 今城 瞳 都立大森高教 1m70
ﾀｹﾊﾗ ﾌﾐｴ － ○ ○ ○ × × ×

3 3 27 竹原 史恵 長谷川体育施設 1m60

5月19日 12:00 決勝

1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m78 1m81

凡例 



 女子走幅跳 女子走幅跳 女子走幅跳 女子走幅跳
審 判 長：松山　治彦
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            6m86      池田　久美子(スズキ)                  2006
大会記録(GR)            6m54      佐々木　あゆみ(大京)                  1991

決勝決勝決勝決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾊﾗ ﾌﾐｴ 6m02 5m91 5m90 6m02 5 5m85 6m05 × 6m05
1 6 27 竹原 史恵 長谷川体育施設 +2.6 +1.9 +1.5 +2.6 +2.1 +4.9 +4.9

ｻﾄｳ ﾕｶ 5m67 5m95 × 5m95 4 × 5m56 × 5m95
2 3 142 佐藤 友香 青森県健康・体力づくり協会 +4.0 +4.7 +4.7 +2.6 +4.7

ｼﾊﾞﾔﾏ ｴﾘ × × 5m52 5m52 2 5m65 5m49 × 5m65
3 5 164 柴山 衣理 幕別町役場 +1.1 +1.1 +3.5 +1.6 +3.5

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 5m48 5m50 5m54 5m54 3 5m58 5m30 5m34 5m58
4 7 15 小林 悠香 大月東小教 +0.5 +0.3 +2.5 +2.5 +0.8 +0.7 +1.6 +0.8

ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ × 5m01 4m85 5m01 1 4m98 4m85 5m00 5m01
5 1 74 青山 晴香 NMT4 +2.9 +1.3 +2.9 +2.3 +2.2 +1.0 +2.9

ﾀﾞｲｺﾞ ﾅｵﾐ
2 72 醍醐 奈緒美 NMT4 DNS

ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔ
4 144 本多 綾 アスリートブランドジャパン DNS

 女子三段跳 女子三段跳 女子三段跳 女子三段跳
審 判 長：松山　治彦
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            14m04     花岡　麻帆(三英社)                    1999
大会記録(GR)            13m23     吉田　文代(秋田ゼロックス)            2005

決勝決勝決勝決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾞﾀﾞ ﾌﾐﾖ 12m79 12m92 12m86 12m92 5 12m60 12m42 12m79 12m92
1 2 1 吉田 文代 成田空港 +0.5 +1.1 -0.4 +1.1 -0.1 +0.6 +0.5 +1.1

ﾀｹﾀﾞ ｻﾕﾘ 12m31 12m39 12m51 12m51 4 12m55 12m45 × 12m55
2 3 13 竹田 小百合 北海道深川東高教 -0.9 +1.4 +2.3 +2.3 +0.7 +0.5 +0.7

ﾌｼﾞﾀ ﾔﾖｲ 11m35 11m63 10m46 11m63 3 11m35 × × 11m63
3 5 4 藤田 弥生 川口北高教 +1.1 -0.4 +1.3 -0.4 -0.1 -0.4

ｱｻﾊﾞ ﾕﾘｶ × × 11m30 11m30 2 11m35 11m24 11m45 11m45
4 8 170 麻場 友理佳 法政大職 +0.6 +0.6 -1.1 -1.4 -1.3 -1.3

ｻﾄｳ ﾕｶ 10m76 × － 10m76 1 － － － 10m76
5 6 142 佐藤 友香 青森県健康・体力づくり協会 +0.9 +0.9 +0.9

ﾀﾞｲｺﾞ ﾅｵﾐ
1 72 醍醐 奈緒美 NMT4 DNS

ﾇﾏﾀ ｱﾕﾐ
4 136 沼田 亜侑美 札幌市役所 DNS

ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔ
7 144 本多 綾 アスリートブランドジャパン DNS

5月20日 13:30 決勝

5月19日 11:00 決勝

凡例  DNS:欠場



 女子砲丸投 女子砲丸投 女子砲丸投 女子砲丸投
審 判 長：竹村　義人
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            18m22     森　　千夏(スズキ)                    2004
大会記録(GR)            16m66     市岡　寿実(国士舘大職員)              2003

決勝決勝決勝決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼｹﾞﾔﾏ ﾁﾋﾛ

1 1 11 茂山 千尋 落合中教 13m90 14m20 14m50 14m50 2 14m43 14m72 14m89 14m89
ﾖｺﾐｿﾞ ﾁｱｷ

2 3 7 横溝 千明 日女体大職 14m03 14m51 14m62 14m62 3 × 14m50 14m18 14m62
ﾔﾏﾉﾍﾞ ｶｵﾙ

3 2 22 山野辺 薫 土浦一高教 12m49 12m27 12m24 12m49 1 12m38 － － 12m49

 女子円盤投 女子円盤投 女子円盤投 女子円盤投
審 判 長：竹村　義人
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            58m62     室伏　由佳(ミズノ)                    2007
大会記録(GR)            53m54     小山　裕子(ゼンリン)                  1994

決勝決勝決勝決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼｷﾓﾄ ｱｲ

1 2 83 敷本 愛 薬師中教 × 50m04 49m68 50m04 2 × 50m51 53m42 53m42
ｽｽﾞｷ ﾂﾙﾖ

2 1 153 鈴木 鶴代 瀧水寺 44m22 × 47m26 47m26 1 45m85 45m91 47m39 47m39

 女子 女子 女子 女子ハンマーハンマーハンマーハンマー投投投投
審 判 長：竹村　義人
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            67m77     室伏　由佳(ミズノ)                    2004
大会記録(GR)            53m34     佐藤　若菜(船岡支援学校教)            2011

決勝決勝決勝決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ﾜｶﾅ

1 3 5 佐藤 若菜 船岡支援学校教 49m61 53m93 53m11 53m93 53m42 53m40 53m74 53m93 GR
ｵﾉ ﾊﾙｶ

2 1 133 小野 悠 山形大職 38m56 38m71 39m70 39m70 44m06 41m79 41m77 44m06
ﾋﾛﾀ ﾁﾎ

3 2 81 廣田 知穂 × × × 42m07 42m07 41m67 41m66 42m07

 女子 女子 女子 女子やりやりやりやり投投投投
審 判 長：竹村　義人
記録主任：坂内　孝弥

日本記録(NR)            61m15     海老原　有希(スズキ浜松ＡＣ)          2010
大会記録(GR)            53m98     小島　裕子(白梅学園高)                2002

決勝決勝決勝決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾉ ﾐｻ

1 3 29 中野 美沙 浦里酒造 44m66 46m27 47m89 47m89 3 46m91 45m27 × 47m89
ﾀｹﾊﾗ ﾌﾐｴ

2 2 27 竹原 史恵 長谷川体育施設 33m30 37m26 39m36 39m36 2 35m61 35m90 × 39m36
ﾖﾈｻﾞﾜﾕｶﾘ

3 1 80 米澤 裕香里 千葉県警 38m93 34m00 37m18 38m93 1 37m70 36m50 33m91 38m93

5月20日 13:00 決勝

5月19日 11:00 決勝

5月20日 11:00 決勝

5月19日 13:30 決勝

凡例 



シニアシニアシニアシニア女子女子女子女子1500150015001500mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｶﾐ ﾁﾊﾙ

1 1 174 三上 知晴 5:18.82 GR

視覚障害女子視覚障害女子視覚障害女子視覚障害女子1500150015001500mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

決勝 決勝 決勝 決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｼﾏ　ﾋﾛｺ

1 1 175 高島 洋子 6:15.96ＪＢＭＡ

5月20日 13:55 決勝

ルート８４６

5月19日 16:30 決勝

凡例  DNS:欠場



小学女子小学女子小学女子小学女子100100100100mmmm
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ 5555組組組組

1111組組組組 風:-0.5 2222組組組組 風:-3.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｸﾎﾞ ｻﾔｶ ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ

1 8 1 大久保 清楓 13.86 1 8 2 山西 桃子 14.76
ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞ ﾉｻﾞﾜ ｱﾐ

2 4 31 高橋 紗 15.24 2 5 21 野澤 亜未 14.77
ﾖｼﾀﾞ ｼｵ ﾄﾉｻｷ ﾐｸ

3 6 23 吉田 詩央 15.66 3 7 29 外崎 未久 15.80
ｶﾄｳ ｱﾔﾉ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ

4 7 15 加藤 綾乃 15.92 4 2 43 吉田 波南 15.98
ﾃﾞｲｼ ｻﾖ ｵｵﾇﾏ ﾕｶ

5 9 36 出石 彩陽 16.47 5 4 19 大沼 由果 16.32
ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾐ ｵｶﾔｽ ｲﾂｷ

6 3 18 小野寺 青澄 17.33 6 3 5 岡安 樹 17.20
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅﾅｶ ﾁﾊﾞ ﾘｻ

7 5 8 小野寺 七花 17.94 7 9 9 千葉 里紗 18.03
ﾏﾂｳﾗ ﾋﾖﾘ ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾅ

8 2 12 松浦 ひより 17.96 8 6 33 荻原 真奈 18.54

3333組組組組 風:-2.6 4444組組組組 風:-2.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾔﾍﾞ ﾘﾘｶ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾒ

1 9 10 綾部 莉々伽 14.37 1 3 14 水谷 彩芽 15.34
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ ｷﾑﾗ ﾏﾘﾅ

2 3 37 高橋 芽生 15.16 2 8 4 木村 麻莉菜 15.49
ｷﾓﾄ ﾚﾅ ｷﾇｶﾞﾜ ﾏﾕ

3 6 22 木本 怜那 15.59 3 2 16 衣川 真由 15.62
ﾐﾔﾍﾞ ﾓｶ ｲﾀｶﾞｷ ﾘｺ

4 4 6 宮部 萌花 15.76 4 4 3 板垣 莉子 16.06
ｱﾗｲ ﾋﾅﾉ ﾅｶﾞﾀ ﾐｸ

5 2 73 新井 ひなの 15.82 5 7 24 永田 実来 17.17
ﾊｾﾍﾞ ﾘﾎ ｽｶﾞ ｲﾂﾞﾐ

6 8 38 長谷部 凛歩 16.60 6 9 7 須賀 いづみ 17.18
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕﾒｶ ｸﾛｻﾜ ﾐｻｷ

7 7 20 堀口 夢佳 16.85 7 6 27 黒沢 美咲 18.87
ﾂﾒｶﾜ ﾅﾅﾐ ﾊﾈｲｼ ﾁﾋﾛ

8 5 11 爪川 菜波 18.62 8 5 34 羽石 千裕 20.49

5555組組組組 風:+0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾘﾀ ﾌﾀﾊﾞ

1 4 32 栗田 双葉 15.17
ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

2 7 35 鈴木 莉奈 15.39
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾘ

3 2 26 渡辺 紀里 15.43
ｾｷﾈ ﾕｷ

4 8 30 関根 侑紀 15.64
ｸｽﾐ ﾆﾁｶ

5 5 13 楠見 日佳 15.73
ｱﾗｶﾜ ﾅﾅｴ

6 9 17 荒川 菜々恵 16.14
ｼﾏｻﾞｷ ﾕﾐ

7 3 28 島崎 佑美 16.57
ﾉｼﾞ ｱﾕｶ

8 6 25 野地 歩果 16.65

かけっこクラブ

熊谷市陸上教室

小川町陸上

富士見市陸上

富士見市陸上

東松山陸上

草加ジュニア

しらこばと陸上

T.A.P T.C.

川島陸上

新座陸協

蓮田クラブ

T.A.P T.C.

S.A.C

かけっこクラブ

上尾ジュニア

小川町陸上

蓮田ジュニア

鴻巣市陸協

富士見市陸上

春日部陸友

東松山陸上

男衾学童陸上

S.A.C

東松山陸上

かけっこクラブ

蓮田ジュニア

蓮田クラブ

上尾ジュニア

男衾学童陸上

しらこばと陸上

上尾ジュニア

新座陸協

S.A.C

蓮田ジュニア

5月20日 12:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

上尾ジュニア

しらこばと陸上

男衾学童陸上

桶川WRC

東松山陸上

凡例 



小学女子小学女子小学女子小学女子4444XXXX100100100100mRmRmRmR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：坂内　孝弥

ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ ﾀｲﾑﾚｰｽ 2222組組組組

1111組組組組
着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 新座陸協・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 草加ジュニア・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東松山陸上・埼玉

1111 6666 ｺﾒﾝﾄ 2222 4444 ｺﾒﾝﾄ 3333 5555 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:00.52 記録 1:02.12 記録 1:03.07

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾎﾘｺﾞﾒ ﾐｵ ﾐｽﾞｺｼ ﾘﾅ ﾆﾉﾐﾔ ﾐﾗｲ
1 56 堀米 美音 新座陸協 1 57 水越 里奈 草加ジュニア 1 76 二ノ宮 未来 東松山陸上

ﾓﾘﾂ ｱｶﾈ ｲﾜｻｷ ｼﾉ ﾜﾀﾞ ﾁｴﾐ
2 53 守津 朱音 新座陸協 2 58 岩崎 志野 草加ジュニア 2 75 和田 千枝実 東松山陸上

ｵｵｷ ｷｮｳｶ ｶｸﾏ ﾚｲﾅ ｵｶﾞｲ ｻﾔｶ
3 55 大木 杏香 新座陸協 3 59 鹿熊 玲菜 草加ジュニア 3 77 小貝 沙矢香 東松山陸上

ｲﾜｻｷ ｶﾎ ｸﾛｻﾜ ｻｸﾗ ｵｶﾉ ｻﾔｶ
4 54 岩崎 果穂 新座陸協 4 60 黒澤 櫻 草加ジュニア 4 74 岡野 紗綾香 東松山陸上

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士見市陸上・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷市陸上教室・埼玉

4444 3333 ｺﾒﾝﾄ 5555 7777 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:04.73 記録 1:07.37

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾞｾ ﾄﾜ ﾓﾘ ﾕｲﾘ
1 69 長瀬 とわ 富士見市陸上 1 61 森 唯莉 熊谷市陸上教室

ﾖｼﾅｶ ﾋﾅｺ ｵｵｻﾜ ﾏﾘﾔ
2 72 吉中 日向子 富士見市陸上 2 62 大澤 まりや 熊谷市陸上教室

ｱﾗｲ ﾕｲ ｻｲﾄｳ ﾘｺ
3 70 新井 柚衣 富士見市陸上 3 63 斉藤 梨子 熊谷市陸上教室

ｶﾐﾑﾗ ｶﾉﾝ ｷﾉｼﾀ ﾏｷ
4 71 上村 叶 富士見市陸上 4 64 木下 眞希 熊谷市陸上教室

2222組組組組
着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 しらこばと陸上・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 上尾ジュニア・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 かけっこクラブ・埼玉

1111 6666 ｺﾒﾝﾄ 2222 3333 ｺﾒﾝﾄ 3333 7777 ｺﾒﾝﾄ
記録 55.97 記録 57.38 記録 1:00.89

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾞﾄｳ ｶﾎ ｵｵﾀﾆ ﾄﾜ ｶﾈｺ ｷﾗﾘ
1 65 後藤 花歩 しらこばと陸上 1 42 大谷 永遠 上尾ジュニア 1 48 金子 瑛李 かけっこクラブ

ｼﾗｻｶ ﾓﾓｶ ｲｲﾀﾞ ﾘﾝｶ ｵﾀﾞ ﾏｼﾛ
2 66 しらこばと陸上 2 41 飯田 梨佳 上尾ジュニア 2 49 織田 真白 かけっこクラブ

ﾊﾏ ﾋﾖﾘ ｵｵﾊｼ ｱｲﾘ ｾｷﾈ ｱｲﾕ
3 68 濱 ひより しらこばと陸上 3 40 大橋 会莉 上尾ジュニア 3 50 関根 愛由 かけっこクラブ

ﾔﾘ ｼｭｳﾅ ﾓﾃﾞｷ ｲｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ
4 67 鎗 周奈 しらこばと陸上 4 39 茂出木 郁美 上尾ジュニア 4 51 渡辺 愛 かけっこクラブ

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 蓮田ジュニア・埼玉 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 RUNRUNクラブ・埼玉

4444 4444 ｺﾒﾝﾄ 5555 5555 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:03.74 記録 1:05.23

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵﾀﾞｲﾗ ﾄﾓｺ ｵｶﾆﾜ ﾏﾔ
1 44 小平 智子 蓮田ジュニア 1 78 岡庭　茉爺 RUNRUNクラブ

ｶﾄﾞｲ ﾐﾅﾎ ｲｼｲ ﾐｻｷ
2 45 門井 美奈歩 蓮田ジュニア 2 79 石井　美咲 RUNRUNクラブ

ﾋﾗﾀ ｱｲﾅ ｶﾓ ﾕﾘﾅ
3 46 平田 藍凪 蓮田ジュニア 3 80 鴨　友莉奈 RUNRUNクラブ

ﾉﾑﾗ ﾐｶ ﾄﾞｲ ﾎﾉｶ
4 47 野村 水香 蓮田ジュニア 4 81 土井　穂ノ香 RUNRUNクラブ

5月20日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ
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