
男子一般・高校 ５０００ｍ
タイムレース 全4組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16   60
岩元  一(高2)
ｲﾜﾓﾄ ｲﾁ

都町田高      ・東　京 17:37.35

  2   3   62
中井  秀幸(高2)
ﾅｶｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

都東大和高    ・東　京 17:48.98

  3   5   65
根岸  慎介
ﾈｷﾞｼ ｼﾝｽｹ

青山学院緑丘ｸﾗ・東　京 18:30.18

  4  10   63
押切  健吾(高1)
ｵｼｷﾘ ｹﾝｺﾞ

日体大荏原高  ・東　京 18:30.29

  5   8   72
深澤  天斗(高2)
ﾌｶｻﾞﾜ ｱﾏﾄ

日体大荏原高  ・東　京 18:33.90

  6  17   66
牧野  洋知
ﾏｷﾉ ﾋﾛﾁｶ

横浜市陸協    ・神奈川 18:50.64

  7  11   73
下川  遼太朗(高2)

ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ
日工大駒場高  ・東　京 19:10.75

  8   6   69
菊地  真司
ｷｸﾁ ｼﾝｼﾞ

作.AC北海道   ・北海道 19:17.07

  9   2   67
小林  祐介(高1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

逗子開成高    ・神奈川 19:32.00

 10  12   70
金子  生佑(高2)
ｶﾈｺ ｵｳｽｹ

逗子開成高    ・神奈川 20:12.10

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 11  13   76
吉武  隆一郎(高2)

ﾖｼﾀｹ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
日工大駒場高  ・東　京 20:19.98

 12   4   78
中田  大貴
ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ

横浜市陸協    ・神奈川 20:32.31

 13  14   75
杉岡  幸汰郎(高1)

ｽｷﾞｵｶ ｺｳﾀﾛｳ
逗子開成高    ・神奈川 20:38.84

 14  19   68
鎗田  祐輔(高1)
ﾔﾘﾀ ﾕｳｽｹ

岩倉高        ・東　京 21:00.51

  9   64
中島  健治
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ

クラブR2東日本・東　京 DNF

  1   71
谷長  武(高1)
ﾀﾆﾅｶﾞ ﾀｹﾙ

逗子開成高    ・神奈川 DNS

  7   61
中澤  征己(高2)
ﾅｶｻﾞﾜ ｲｸﾐ

大成高        ・東　京 DNS

 15   77
中村  心(高2)
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝ

日体大荏原高  ・東　京 DNS

 18   74
岡田  悠太郎(高1)

ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
逗子開成高    ・神奈川 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   44
会田  廉(高1)
ｶｲﾀﾞ ﾚﾝ

都東大和高    ・東　京 17:23.55

  2  16   57
鈴木  柊生(高2)
ｽｽﾞｷ ｼｭｳ

都町田高      ・東　京 17:43.91

  3   8   54
柳原  直輝(高2)
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾅｵｷ

都山崎高      ・東　京 18:00.00

  4  12   45
青木  颯太(高2)
ｱｵｷ ｿｳﾀ

日体大荏原高  ・東　京 18:02.11

  5  19   42
櫻井  達(高2)
ｻｸﾗｲ ﾀﾂｼ

逗子開成高    ・神奈川 18:02.57

  6   7   55
小泉  孝太朗(大2)

ｺｲｽﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ
東京農工大    ・東　京 18:09.07

  7  18   53
平井  統貴
ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ

東京陸協      ・東　京 18:10.52

  8   1   59
大野  瑛翔(高1)
ｵｵﾉ ｴｲﾄ

逗子開成高    ・神奈川 18:20.94

  9   6   52
手塚  海希(高3)
ﾃﾂﾞｶ ﾐｽﾞｷ

都山崎高      ・東　京 18:34.03

 10   5   43
高橋  遼馬(高2)
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾏ

逗子開成高    ・神奈川 18:36.20

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 11   3   41
畔田  湧生(高2)
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ

逗子開成高    ・神奈川 19:16.53

 12  17   49
新堀  雄大(高2)
ﾆｲﾎﾞﾘ ﾕｳﾀﾞｲ

県立保土ケ谷高・神奈川 19:47.11

  2   47
中園  響(高2)
ﾅｶｿﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ

都東大和高    ・東　京 DNS

  9   51
加納  健生(高2)
ｶﾉｳ ｹﾝｾｲ

岩倉高        ・東　京 DNS

 10   56
山本  慎一郎
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ

調布市陸協    ・東　京 DNS

 11   48
桑原  涼輔(高1)
ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ

都東大和高    ・東　京 DNS

 13   46
東  柾人(高2)
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ

都一橋高      ・東　京 DNS

 14   50
高橋  愁沓(高1)
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾄ

岩倉高        ・東　京 DNS

 15   58
磯田   正和
ｲｿﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

東京工芸大学AC・神奈川 DNS

 20  174
石川　璃京
ｲｼｶﾜ　ﾘｷｮｳ

東京陸協      ・東　京 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  15   22
慶野  美典
ｹｲﾉ ﾐﾉﾘ

東京陸協      ・東　京 16:32.39

  2  19   28
安達  功
ｱﾀﾞﾁ ｲｻｵ

TEAM R×L +   ・埼　玉 16:46.45

  3  17   24
小原   陸
ｵﾊﾗ ﾘｸ

インターバル部・千　葉 16:51.54

  4   2   32
熊谷  卓哉
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ

千葉陸協      ・千　葉 16:55.62

  5   7   25
内倉  颯太(高1)
ｳﾁｸﾗ ｿｳﾀ

都東大和高    ・東　京 16:58.09

  6  14   23
大河原  瑛一
ｵｵｶﾜﾗ ｴｲｲﾁ

紫波郡陸協    ・岩　手 16:58.21

  7  18   31
佐藤  森(高2)
ｻﾄｳ ｼﾝ

都町田高      ・東　京 16:58.25

  8  13   21
加賀谷   輔
ｶｶﾞﾔ ﾀｽｸ

東京陸協      ・東　京 17:07.56

  9   1   35
佐藤  誠悟(高1)
ｻﾄｳ ｾｲｺﾞ

逗子開成高    ・神奈川 17:09.33

 10   6   26
藤橋  昴(高1)
ﾌｼﾞﾊｼ ｽﾊﾞﾙ

岩倉高        ・東　京 17:10.82

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 11  11   27
柳澤  歩叶(高1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕﾄ

岩倉高        ・東　京 17:34.90

 12  16   29
佐藤  蓮(高2)
ｻﾄｳ ﾚﾝ

逗子開成高    ・神奈川 17:55.59

 13   8   33
吉田  智之(高2)
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

逗子開成高    ・神奈川 18:00.49

 14  20   36
豊田  律稀(高1)
ﾄﾖﾀﾞ ﾘﾂｷ

岩倉高        ・東　京 18:05.42

 15   5   40
羽石  颯真(高2)
ﾊﾈｲｼ ｿｳﾏ

都成瀬高      ・東　京 18:07.65

 16  10   39
岡村  皓太(高1)
ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ

都成瀬高      ・東　京 18:07.84

 17   9   38
渡邉  宗一郎(高1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ
都東大和高    ・東　京 18:11.05

 18  12   34
守屋  圭輔(高2)
ﾓﾘﾔ ｹｲｽｹ

逗子開成高    ・神奈川 18:26.61

  3   30
平井  知生(高2)
ﾋﾗｲ ﾁｾｲ

明星学園高    ・東　京 DNS

  4   37
関根  歳也
ｾｷﾈ ﾄｼﾔ

インターバル部・千　葉 DNS

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16    7
牧野  祐季
ﾏｷﾉ ﾕｳｷ

作.AC北海道   ・北海道 15:46.51

  2   4    5
坂上  佳也
ｻｶｶﾞﾐ ﾖｼﾔ

東京陸協      ・東　京 15:51.22

  3   6    9
長岡  甲斐斗
ﾅｶﾞｵｶ ｶｲﾄ

Rdvs          ・神奈川 16:00.61

  4  15   13
田端  悠(高1)
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ

拓大一高      ・東　京 16:06.45

  5   5    1
柚木﨑  正彦
ﾕﾉｷｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ

東京大大学院  ・千　葉 16:15.55

  6  10    8
磯松  紀広
ｲｿﾏﾂ ﾉﾘﾋﾛ

作.AC北海道   ・北海道 16:16.76

  7   8   14
沼田  北斗
ﾇﾏﾀ ﾎｸﾄ

東京陸協      ・東　京 16:17.03

  8  13   15
福井  準
ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝ

インターバル部・千　葉 16:18.09

  9   2    6
川口  峻史
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ

川崎市陸協    ・神奈川 16:41.55

 10  20   10
石井  優佑(高2)
ｲｼｲ ﾕｳﾕｳ

明星学園高    ・東　京 16:42.57

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 11   9   16
芳澤  康太郎
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ

浜松ホトニクス・静　岡 16:43.87

 12   3   19
東海林  元
ｼｮｳｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

奥州市陸協    ・岩　手 16:47.84

 13  17   17
伊藤  瑛太郎(高1)

ｲﾄｳ ｴｲﾀﾛｳ
八王子東高    ・東　京 16:59.35

 14   7   11
藤本  孝太郎(高2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ
岩倉高        ・東　京 17:07.08

 15  14   12
平栗  聖都(高2)
ﾋﾗｸﾞﾘ ｼｮｳﾄ

県立保土ケ谷高・神奈川 18:15.20

  1    2
藤本  博也
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾔ

東京陸協      ・東　京 DNS

 11   18
小長根  広貴
ｺﾅｶﾞﾈ ﾋﾛｷ

東京陸協      ・東　京 DNS

 12    4
小澤  駿平(高2)
ｵｻﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ

都東大和高    ・東　京 DNS

 18    3
宇津木  亮
ｳﾂｷ ﾘｮｳ

東京陸協      ・東　京 DNS

 19   20
外村  直樹
ﾎｶﾑﾗ ﾅｵｷ

Jクラブ       ・東　京 DNS

凡例（DNF:途中棄権/ DNS:欠    場）



男子一般・高校 ５０００ｍ
タイムレース総合
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16    7
牧野  祐季
ﾏｷﾉ ﾕｳｷ

作.AC北海道   ・北海道 15:46.51

  2   4    5
坂上  佳也
ｻｶｶﾞﾐ ﾖｼﾔ

東京陸協      ・東　京 15:51.22

  3   6    9
長岡  甲斐斗
ﾅｶﾞｵｶ ｶｲﾄ

Rdvs          ・神奈川 16:00.61

  4  15   13
田端  悠(高1)
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ

拓大一高      ・東　京 16:06.45

  5   5    1
柚木﨑  正彦
ﾕﾉｷｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ

東京大大学院  ・千　葉 16:15.55

  6  10    8
磯松  紀広
ｲｿﾏﾂ ﾉﾘﾋﾛ

作.AC北海道   ・北海道 16:16.76

  7   8   14
沼田  北斗
ﾇﾏﾀ ﾎｸﾄ

東京陸協      ・東　京 16:17.03

  8  13   15
福井  準
ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝ

インターバル部・千　葉 16:18.09

  9  15   22
慶野  美典
ｹｲﾉ ﾐﾉﾘ

東京陸協      ・東　京 16:32.39

 10   2    6
川口  峻史
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ

川崎市陸協    ・神奈川 16:41.55

 11  20   10
石井  優佑(高2)
ｲｼｲ ﾕｳﾕｳ

明星学園高    ・東　京 16:42.57

 12   9   16
芳澤  康太郎
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ

浜松ホトニクス・静　岡 16:43.87

 13  19   28
安達  功
ｱﾀﾞﾁ ｲｻｵ

TEAM R×L +   ・埼　玉 16:46.45

 14   3   19
東海林  元
ｼｮｳｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

奥州市陸協    ・岩　手 16:47.84

 15  17   24
小原   陸
ｵﾊﾗ ﾘｸ

インターバル部・千　葉 16:51.54

 16   2   32
熊谷  卓哉
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ

千葉陸協      ・千　葉 16:55.62

 17   7   25
内倉  颯太(高1)
ｳﾁｸﾗ ｿｳﾀ

都東大和高    ・東　京 16:58.09

 18  14   23
大河原  瑛一
ｵｵｶﾜﾗ ｴｲｲﾁ

紫波郡陸協    ・岩　手 16:58.21

 19  18   31
佐藤  森(高2)
ｻﾄｳ ｼﾝ

都町田高      ・東　京 16:58.25

 20  17   17
伊藤  瑛太郎(高1)

ｲﾄｳ ｴｲﾀﾛｳ
八王子東高    ・東　京 16:59.35

 21   7   11
藤本  孝太郎(高2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ
岩倉高        ・東　京 17:07.08

 22  13   21
加賀谷   輔
ｶｶﾞﾔ ﾀｽｸ

東京陸協      ・東　京 17:07.56

 23   1   35
佐藤  誠悟(高1)
ｻﾄｳ ｾｲｺﾞ

逗子開成高    ・神奈川 17:09.33

 24   6   26
藤橋  昴(高1)
ﾌｼﾞﾊｼ ｽﾊﾞﾙ

岩倉高        ・東　京 17:10.82

 25   4   44
会田  廉(高1)
ｶｲﾀﾞ ﾚﾝ

都東大和高    ・東　京 17:23.55

 26  11   27
柳澤  歩叶(高1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕﾄ

岩倉高        ・東　京 17:34.90

 27  16   60
岩元  一(高2)
ｲﾜﾓﾄ ｲﾁ

都町田高      ・東　京 17:37.35

 28  16   57
鈴木  柊生(高2)
ｽｽﾞｷ ｼｭｳ

都町田高      ・東　京 17:43.91

 29   3   62
中井  秀幸(高2)
ﾅｶｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

都東大和高    ・東　京 17:48.98

 30  16   29
佐藤  蓮(高2)
ｻﾄｳ ﾚﾝ

逗子開成高    ・神奈川 17:55.59

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 31   8   54
柳原  直輝(高2)
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾅｵｷ

都山崎高      ・東　京 18:00.00

 32   8   33
吉田  智之(高2)
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

逗子開成高    ・神奈川 18:00.49

 33  12   45
青木  颯太(高2)
ｱｵｷ ｿｳﾀ

日体大荏原高  ・東　京 18:02.11

 34  19   42
櫻井  達(高2)
ｻｸﾗｲ ﾀﾂｼ

逗子開成高    ・神奈川 18:02.57

 35  20   36
豊田  律稀(高1)
ﾄﾖﾀﾞ ﾘﾂｷ

岩倉高        ・東　京 18:05.42

 36   5   40
羽石  颯真(高2)
ﾊﾈｲｼ ｿｳﾏ

都成瀬高      ・東　京 18:07.65

 37  10   39
岡村  皓太(高1)
ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ

都成瀬高      ・東　京 18:07.84

 38   7   55
小泉  孝太朗(大2)

ｺｲｽﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ
東京農工大    ・東　京 18:09.07

 39  18   53
平井  統貴
ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ

東京陸協      ・東　京 18:10.52

 40   9   38
渡邉  宗一郎(高1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ
都東大和高    ・東　京 18:11.05

 41  14   12
平栗  聖都(高2)
ﾋﾗｸﾞﾘ ｼｮｳﾄ

県立保土ケ谷高・神奈川 18:15.20

 42   1   59
大野  瑛翔(高1)
ｵｵﾉ ｴｲﾄ

逗子開成高    ・神奈川 18:20.94

 43  12   34
守屋  圭輔(高2)
ﾓﾘﾔ ｹｲｽｹ

逗子開成高    ・神奈川 18:26.61

 44   5   65
根岸  慎介
ﾈｷﾞｼ ｼﾝｽｹ

青山学院緑丘ｸﾗ・東　京 18:30.18

 45  10   63
押切  健吾(高1)
ｵｼｷﾘ ｹﾝｺﾞ

日体大荏原高  ・東　京 18:30.29

 46   8   72
深澤  天斗(高2)
ﾌｶｻﾞﾜ ｱﾏﾄ

日体大荏原高  ・東　京 18:33.90

 47   6   52
手塚  海希(高3)
ﾃﾂﾞｶ ﾐｽﾞｷ

都山崎高      ・東　京 18:34.03

 48   5   43
高橋  遼馬(高2)
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾏ

逗子開成高    ・神奈川 18:36.20

 49  17   66
牧野  洋知
ﾏｷﾉ ﾋﾛﾁｶ

横浜市陸協    ・神奈川 18:50.64

 50  11   73
下川  遼太朗(高2)

ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ
日工大駒場高  ・東　京 19:10.75

 51   3   41
畔田  湧生(高2)
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ

逗子開成高    ・神奈川 19:16.53

 52   6   69
菊地  真司
ｷｸﾁ ｼﾝｼﾞ

作.AC北海道   ・北海道 19:17.07

 53   2   67
小林  祐介(高1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

逗子開成高    ・神奈川 19:32.00

 54  17   49
新堀  雄大(高2)
ﾆｲﾎﾞﾘ ﾕｳﾀﾞｲ

県立保土ケ谷高・神奈川 19:47.11

 55  12   70
金子  生佑(高2)
ｶﾈｺ ｵｳｽｹ

逗子開成高    ・神奈川 20:12.10

 56  13   76
吉武  隆一郎(高2)

ﾖｼﾀｹ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
日工大駒場高  ・東　京 20:19.98

 57   4   78
中田  大貴
ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ

横浜市陸協    ・神奈川 20:32.31

 58  14   75
杉岡  幸汰郎(高1)

ｽｷﾞｵｶ ｺｳﾀﾛｳ
逗子開成高    ・神奈川 20:38.84

 59  19   68
鎗田  祐輔(高1)
ﾔﾘﾀ ﾕｳｽｹ

岩倉高        ・東　京 21:00.51



男子一般・高校 ５０００ｍＷ
タイムレース 全3組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11  112
青木  想(高2)
ｱｵｷ ｺｺﾛ

成城学園高    ・東　京 25:58.21

  2   6  113
田村  幸之助(大1)

ﾀﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ
NUBS          ・神奈川 26:25.64

  3   4  114
淺海  昴(大3)
ｱｻﾐ ｽﾊﾞﾙ

武蔵大        ・千　葉 26:39.61

  4  15  119
安孫子  夏希(高2)

ｱﾋﾞｺ ﾅﾂｷ
長野高専      ・長　野 27:16.84

  5  14  118
石毛  仁
ｲｼｹﾞ ﾋﾄｼ

千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ    ・千　葉 29:55.83

  6  10  117
小野  昭弘
ｵﾉ ｱｷﾋﾛ

青梅市陸協    ・東　京 30:56.26

  7   9  127
皆川  宗晴(高1)
ﾐﾅｶﾜ ﾑﾈﾊﾙ

大成高        ・東　京 33:05.90

  8   2  123
中野  矩(高1)
ﾅｶﾉ ｸﾞﾝ

大成高        ・東　京 34:24.89

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  116
伊藤  達哉(高2)
ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ

大成高        ・東　京 DQ  *K2

  3  126
坪内  須佐(高1)
ﾂﾎﾞｳﾁ ｽｻ

大成高        ・東　京 DQ  *K2

  8  124
吉田  正憲
ﾖｼタ ﾏｻﾉﾘ

神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・神奈川 DQ  *K2

 12  115
今野  毘(高1)
ｺﾝﾉ ﾃﾙ

我孫子高      ・千　葉 DQ  *K2

  5  120
福井  迅(高1)
ﾌｸｲ ｼﾞﾝ

大成高        ・東　京 DNS

  7  122
前田  克哉
ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾔ

東京ﾏｽﾀｰｽﾞ    ・東　京 DNS

 13  125
岸  悠真(高1)
ｷｼ ﾕｳﾏ

大成高        ・東　京 DNS

 16  121
井  祐磨(高1)

ﾄﾞｲ ﾕｳﾏ
大成高        ・東　京 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10  105
山本  靜空(大1)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｽﾞｸ

城西大        ・埼　玉 22:30.49

  2   4   98
山本  陵弥(高2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

市立長野高    ・長　野 24:09.95

  3  13  104
及川  知大
ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

SNE           ・神奈川 24:18.57

  4  15  101
富田  琉仁(大1)
ﾄﾐﾀ ﾙｲﾄ

国士舘大      ・群　馬 24:21.69

  5   9   96
松澤  陽平(高3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ

我孫子高      ・千　葉 24:26.77

  6   1  108
中田  大嵩(高1)
ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ

丸子修学館高  ・長　野 24:28.13

  7   7  106
土濃塚  渉
ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ

さいたま市陸協・埼　玉 24:51.95

  8  14  109
矢島  朋幸
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ

茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   ・長　野 26:28.75

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9   8  111
岡田  大輝(高2)
ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

明星学園高    ・東　京 27:06.04

  5  107
森  博優
ﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ

SNE           ・神奈川 DQ  *K2

 16  110
瀬川  莉玖(大4)
ｾｶﾞﾜ ﾘｸ

東京大        ・宮　城 DQ  *K2

  2   99
武藤  佳暉(大4)
ﾑﾄｳ ﾖｼｷ

上智大        ・神奈川 DNS

  3  103
村上  和慈(大1)
ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｼｹﾞ

国士舘大      ・茨　城 DNS

  6  100
中川  岳士
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ

埼玉陸協      ・埼　玉 DNS

 11   97
西方  蓮太郎(高2)

ﾆｼｶﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ
長野工業高    ・長　野 DNS

 12  102
辻本  隆文(大4)
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ

東北大        ・茨　城 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9   79
長山  達彦
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ

埼玉陸協      ・埼　玉 20:03.07

  2  15   81
鈴木  英司(大4)
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ

東海大        ・東　京 20:21.64

  3   2   82
西林  晴流(大3)
ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｾｲﾙ

山梨学院大    ・香　川 20:37.75

  4   1   86
柳原  悠太(大1)
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ

山梨学院大    ・山　梨 21:26.84

  5   3   87
木村  慎之助(大1)

ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ
国士舘大      ・岡　山 21:29.02

  6   8   83
久原  崇遥(大3)
ｸﾊﾗ ﾀｶﾊﾙ

国士舘大      ・神奈川 21:29.84

  7   4   84
牧野  海音和(大2)

ﾏｷﾉ ﾐﾄﾜ
立教大        ・埼　玉 21:33.24

  8  12   94
植村  太貴(大4)
ｳｴﾑﾗ ﾀｲｷ

神奈川大      ・埼　玉 21:39.40

  9   7   85
後藤  宇翔(大1)
ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾄ

山梨学院大    ・山　梨 21:42.18

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 10  17   95
栁川  大地(大院1)

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ
千葉大院      ・宮　城 21:54.18

 11   80
山本  徹
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ

K.A.C         ・兵　庫 DQ  *K3

 16   93
黒岩  澄空(大1)
ｸﾛｲﾜ ｿﾗ

国士舘大      ・高　知 DQ  *K3

  5   89
小島  颯翔(高2)
ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ

丸子修学館高  ・長　野 DNS

  6   88
向井  優太郎(高2)

ﾑｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ
我孫子高      ・千　葉 DNS

 10   90
北條  晴也(大3)
ﾎｳｼﾞｮｳ ｾｲﾔ

城西大        ・埼　玉 DNS

 13   92
鈴木  淳也(高3)
ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ

長野商高      ・長　野 DNS

 14   91
新井  佑生(大1)
ｱﾗｲ ﾕｳｷ

国士舘大      ・山　形 DNS

タイムレース総合
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9   79
長山  達彦
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ

埼玉陸協      ・埼　玉 20:03.07

  2  15   81
鈴木  英司(大4)
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ

東海大        ・東　京 20:21.64

  3   2   82
西林  晴流(大3)
ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｾｲﾙ

山梨学院大    ・香　川 20:37.75

  4   1   86
柳原  悠太(大1)
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ

山梨学院大    ・山　梨 21:26.84

  5   3   87
木村  慎之助(大1)

ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ
国士舘大      ・岡　山 21:29.02

  6   8   83
久原  崇遥(大3)
ｸﾊﾗ ﾀｶﾊﾙ

国士舘大      ・神奈川 21:29.84

  7   4   84
牧野  海音和(大2)

ﾏｷﾉ ﾐﾄﾜ
立教大        ・埼　玉 21:33.24

  8  12   94
植村  太貴(大4)
ｳｴﾑﾗ ﾀｲｷ

神奈川大      ・埼　玉 21:39.40

  9   7   85
後藤  宇翔(大1)
ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾄ

山梨学院大    ・山　梨 21:42.18

 10  17   95
栁川  大地(大院1)

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ
千葉大院      ・宮　城 21:54.18

 11  10  105
山本  靜空(大1)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｽﾞｸ

城西大        ・埼　玉 22:30.49

 12   4   98
山本  陵弥(高2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

市立長野高    ・長　野 24:09.95

 13  13  104
及川  知大
ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

SNE           ・神奈川 24:18.57

 14  15  101
富田  琉仁(大1)
ﾄﾐﾀ ﾙｲﾄ

国士舘大      ・群　馬 24:21.69

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 15   9   96
松澤  陽平(高3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ

我孫子高      ・千　葉 24:26.77

 16   1  108
中田  大嵩(高1)
ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ

丸子修学館高  ・長　野 24:28.13

 17   7  106
土濃塚  渉
ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ

さいたま市陸協・埼　玉 24:51.95

 18  11  112
青木  想(高2)
ｱｵｷ ｺｺﾛ

成城学園高    ・東　京 25:58.21

 19   6  113
田村  幸之助(大1)

ﾀﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ
NUBS          ・神奈川 26:25.64

 20  14  109
矢島  朋幸
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ

茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   ・長　野 26:28.75

 21   4  114
淺海  昴(大3)
ｱｻﾐ ｽﾊﾞﾙ

武蔵大        ・千　葉 26:39.61

 22   8  111
岡田  大輝(高2)
ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

明星学園高    ・東　京 27:06.04

 23  15  119
安孫子  夏希(高2)

ｱﾋﾞｺ ﾅﾂｷ
長野高専      ・長　野 27:16.84

 24  14  118
石毛  仁
ｲｼｹﾞ ﾋﾄｼ

千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ    ・千　葉 29:55.83

 25  10  117
小野  昭弘
ｵﾉ ｱｷﾋﾛ

青梅市陸協    ・東　京 30:56.26

 26   9  127
皆川  宗晴(高1)
ﾐﾅｶﾜ ﾑﾈﾊﾙ

大成高        ・東　京 33:05.90

 27   2  123
中野  矩(高1)
ﾅｶﾉ ｸﾞﾝ

大成高        ・東　京 34:24.89

凡例（DQ :失    格/ DNS:欠    場/ *K2:ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰで3名以上がﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞを出した(TR54.7.1)/ *K3:ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰで3名以上がﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞを出した(TR54.7.1)）



男子中学 ３０００ｍ
タイムレース 全3組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13  163
林  正朗(中2)
ﾊﾔｼ ﾏｻｵ

逗子開成中    ・神奈川 11:04.23

  2  10  159
須東  煌世(中1)
ｽﾄｳ ｺｳｾｲ

つくし野中    ・東　京 11:32.80

  3   5  164
髙野  太成(中1)
ﾀｶﾉ ﾀｲｾｲ

逗子開成中    ・神奈川 11:50.79

  4   9  167
石井  寛人(中1)
ｲｼｲ ﾋﾛﾄ

木曽中        ・東　京 11:51.39

  5  14  161
吉川  櫂叶(中2)
ﾖｼｶﾜ ｶｲﾄ

川崎 菅生中   ・神奈川 11:52.15

  6   3  162
外川  梛生(中2)
ﾄｶﾞﾜ ﾅｵ

町田南中      ・東　京 11:53.88

  7  15  166
二ツ木  元隆(中1)

ﾌﾀﾂｷﾞ ﾖｼﾀｶ
逗子開成中    ・神奈川 12:11.20

  8   6  165
木村  優斗(中2)
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

川崎 菅生中   ・神奈川 12:20.44

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9   8  169
片寄  貴悠(中2)
ｶﾀﾖｾ ﾀｶﾋｻ

逗子開成中    ・神奈川 12:46.06

 10   1  170
佐々木  獅恩(中2)

ｻｻｷ ｼｵﾝ
町田南中      ・東　京 12:48.40

 11   7  173
中谷  大馳(中2)
ﾅｶﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ

町田南中      ・東　京 13:08.70

 12   4  171
小泉  葵(中1)
ｺｲｽﾞﾐ ｱｵｲ

町田南中      ・東　京 13:15.88

  2  168
武田  未紘(中1)
ﾀｹﾀﾞ ﾐﾋﾛ

町田南中      ・東　京 DNS

 11  172
内田  啓吾(中1)
ｳﾁﾀﾞ ｹｲｺﾞ

町田南中      ・東　京 DNS

 12  160
縫部  康太(中3)
ﾇｲﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ

日工大駒場中  ・東　京 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12  154
加藤  千尋(中1)
ｶﾄｳ ﾁﾋﾛ

町田南中      ・東　京 10:31.18

  2  10  144
濱子  優斗(中2)
ﾊﾏｺ ﾕｳﾄ

川崎 菅生中   ・神奈川 10:32.53

  3   6  149
田中  鉄大(中1)
ﾀﾅｶ ﾃﾂﾀ

逗子開成中    ・神奈川 10:37.12

  4   3  145
久保木  慎平(中2)

ｸﾎﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ
川崎 菅生中   ・神奈川 10:44.03

  5  15  155
川田  友弥(中1)
ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ

横浜 山内中   ・神奈川 10:44.53

  6   2  152
安河  弘睦(中2)
ﾔｽｶﾜ ﾋﾛﾑ

川崎 菅生中   ・神奈川 10:45.78

  7  13  150
田渕  琥杜嗣(中1)

ﾀﾌﾞﾁ ｺﾄﾂｸﾞ
逗子開成中    ・神奈川 10:46.59

  8   7  157
和田  煌左(中1)
ﾜﾀﾞ ｵｳｽｹ

横浜 山内中   ・神奈川 10:50.41

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9   4  148
松本  尚眞(中2)
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ

逗子開成中    ・神奈川 10:50.82

 10   1  158
荘司  明信(中2)
ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾉﾌﾞ

川崎 菅生中   ・神奈川 10:54.94

 11   5  151
青野  凛大(中3)
ｱｵﾉ ﾘﾝﾄ

日工大駒場中  ・東　京 11:18.54

 12   9  156
松本  奏祐(中1)
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｽｹ

横浜 山内中   ・神奈川 11:29.71

 13   8  146
星野  貴司(中2)
ﾎｼﾉ ﾀｶｼ

日工大駒場中  ・東　京 11:46.15

 11  153
左右田  優耶(中3)

ｿｳﾀﾞ ﾕｳﾔ
日工大駒場中  ・東　京 DNS

 14  147
渡辺  健悟(中3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ

日工大駒場中  ・東　京 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  130
井上  隼太朗(中3)

ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀﾛｳ
横浜 山内中   ・神奈川  9:29.82

  2  15  128
瀬口  祥丸(中3)
ｾｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ

つくし野中    ・東　京  9:37.19

  3   8  134
平山  藍斗(中3)
ﾋﾗﾔﾏ ｱｲﾄ

つくし野中    ・東　京  9:37.57

  4  14  132
外山  海翔(中3)
ﾄﾔﾏ ｶｲﾄ

横浜 菅田中   ・神奈川  9:40.80

  5   4  140
ﾌﾟﾘｱﾑ  ｴｲﾃﾞﾝ(中2)

ﾌﾟﾘｱﾑ ｴｲﾃﾞﾝ
横浜 山内中   ・神奈川 10:03.17

  6   6  129
柴原  魁(中2)
ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｲ

逗子開成中    ・神奈川 10:03.59

  7   9  133
堀井  新(中2)
ﾎﾘｲ ｱﾗﾀ

逗子開成中    ・神奈川 10:07.46

  8   3  135
船木  隆生(中2)
ﾌﾅｷ ﾘｭｳｾｲ

逗子開成中    ・神奈川 10:27.48

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9  12  139
久保田  悠吾(中3)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｺﾞ
逗子開成中    ・神奈川 10:39.28

 10  10  143
中村  虎太郎(中1)

ﾅｶﾑﾗ ｺﾀﾛｳ
横浜 山内中   ・神奈川 10:40.52

 11   5  141
古川  悠太(中2)
ｺｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

逗子開成中    ・神奈川 11:04.75

 12  16  142
平野  耀斎(中2)
ﾋﾗﾉ ﾖｳｻｲ

逗子開成中    ・神奈川 11:45.83

  2  138
播  湧希(中2)
ﾊﾘ ﾕｳｷ

横浜 山内中   ・神奈川 DNS

  7  131
櫻田  浩平(中2)
ｻｸﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ

横浜 山内中   ・神奈川 DNS

 11  136
磯崎  蓮凌(中1)
ｲｿｻﾞｷ ﾚﾝﾔ

横浜 新田中   ・神奈川 DNS

 13  137
市川  善太郎(中2)

ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾀﾛｳ
町田一中      ・東　京 DNS

タイムレース総合
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  130
井上  隼太朗(中3)

ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀﾛｳ
横浜 山内中   ・神奈川  9:29.82

  2  15  128
瀬口  祥丸(中3)
ｾｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ

つくし野中    ・東　京  9:37.19

  3   8  134
平山  藍斗(中3)
ﾋﾗﾔﾏ ｱｲﾄ

つくし野中    ・東　京  9:37.57

  4  14  132
外山  海翔(中3)
ﾄﾔﾏ ｶｲﾄ

横浜 菅田中   ・神奈川  9:40.80

  5   4  140
ﾌﾟﾘｱﾑ  ｴｲﾃﾞﾝ(中2)

ﾌﾟﾘｱﾑ ｴｲﾃﾞﾝ
横浜 山内中   ・神奈川 10:03.17

  6   6  129
柴原  魁(中2)
ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｲ

逗子開成中    ・神奈川 10:03.59

  7   9  133
堀井  新(中2)
ﾎﾘｲ ｱﾗﾀ

逗子開成中    ・神奈川 10:07.46

  8   3  135
船木  隆生(中2)
ﾌﾅｷ ﾘｭｳｾｲ

逗子開成中    ・神奈川 10:27.48

  9  12  154
加藤  千尋(中1)
ｶﾄｳ ﾁﾋﾛ

町田南中      ・東　京 10:31.18

 10  10  144
濱子  優斗(中2)
ﾊﾏｺ ﾕｳﾄ

川崎 菅生中   ・神奈川 10:32.53

 11   6  149
田中  鉄大(中1)
ﾀﾅｶ ﾃﾂﾀ

逗子開成中    ・神奈川 10:37.12

 12  12  139
久保田  悠吾(中3)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｺﾞ
逗子開成中    ・神奈川 10:39.28

 13  10  143
中村  虎太郎(中1)

ﾅｶﾑﾗ ｺﾀﾛｳ
横浜 山内中   ・神奈川 10:40.52

 14   3  145
久保木  慎平(中2)

ｸﾎﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ
川崎 菅生中   ・神奈川 10:44.03

 15  15  155
川田  友弥(中1)
ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ

横浜 山内中   ・神奈川 10:44.53

 16   2  152
安河  弘睦(中2)
ﾔｽｶﾜ ﾋﾛﾑ

川崎 菅生中   ・神奈川 10:45.78

 17  13  150
田渕  琥杜嗣(中1)

ﾀﾌﾞﾁ ｺﾄﾂｸﾞ
逗子開成中    ・神奈川 10:46.59

 18   7  157
和田  煌左(中1)
ﾜﾀﾞ ｵｳｽｹ

横浜 山内中   ・神奈川 10:50.41

 19   4  148
松本  尚眞(中2)
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ

逗子開成中    ・神奈川 10:50.82

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 20   1  158
荘司  明信(中2)
ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾉﾌﾞ

川崎 菅生中   ・神奈川 10:54.94

 21  13  163
林  正朗(中2)
ﾊﾔｼ ﾏｻｵ

逗子開成中    ・神奈川 11:04.23

 22   5  141
古川  悠太(中2)
ｺｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

逗子開成中    ・神奈川 11:04.75

 23   5  151
青野  凛大(中3)
ｱｵﾉ ﾘﾝﾄ

日工大駒場中  ・東　京 11:18.54

 24   9  156
松本  奏祐(中1)
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｽｹ

横浜 山内中   ・神奈川 11:29.71

 25  10  159
須東  煌世(中1)
ｽﾄｳ ｺｳｾｲ

つくし野中    ・東　京 11:32.80

 26  16  142
平野  耀斎(中2)
ﾋﾗﾉ ﾖｳｻｲ

逗子開成中    ・神奈川 11:45.83

 27   8  146
星野  貴司(中2)
ﾎｼﾉ ﾀｶｼ

日工大駒場中  ・東　京 11:46.15

 28   5  164
髙野  太成(中1)
ﾀｶﾉ ﾀｲｾｲ

逗子開成中    ・神奈川 11:50.79

 29   9  167
石井  寛人(中1)
ｲｼｲ ﾋﾛﾄ

木曽中        ・東　京 11:51.39

 30  14  161
吉川  櫂叶(中2)
ﾖｼｶﾜ ｶｲﾄ

川崎 菅生中   ・神奈川 11:52.15

 31   3  162
外川  梛生(中2)
ﾄｶﾞﾜ ﾅｵ

町田南中      ・東　京 11:53.88

 32  15  166
二ツ木  元隆(中1)

ﾌﾀﾂｷﾞ ﾖｼﾀｶ
逗子開成中    ・神奈川 12:11.20

 33   6  165
木村  優斗(中2)
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

川崎 菅生中   ・神奈川 12:20.44

 34   8  169
片寄  貴悠(中2)
ｶﾀﾖｾ ﾀｶﾋｻ

逗子開成中    ・神奈川 12:46.06

 35   1  170
佐々木  獅恩(中2)

ｻｻｷ ｼｵﾝ
町田南中      ・東　京 12:48.40

 36   7  173
中谷  大馳(中2)
ﾅｶﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ

町田南中      ・東　京 13:08.70

 37   4  171
小泉  葵(中1)
ｺｲｽﾞﾐ ｱｵｲ

町田南中      ・東　京 13:15.88

凡例（DNS:欠    場）



女子一般・高校 ５０００ｍ
決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  204
吉田  葵(高2)
ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ

都成瀬高      ・東　京 19:18.93

  1  202
林  侑希子(高2)
ﾊﾔｼ ﾕｷｺ

岩倉高        ・東　京 DNS

  2  203
目黒  璃穏(高1)
ﾒｸﾞﾛ ﾘｵﾝ

岩倉高        ・東　京 DNS

  4  201
髙村  貴子
ﾀｶﾑﾗ ﾀｶｺ

小諸市陸協    ・長　野 DNS

  5  205
堤  さくら(高2)
ﾂﾂﾐ ｻｸﾗ

岩倉高        ・東　京 DNS

女子一般・高校 ５０００ｍＷ
決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  210
山田  凜依奈(高1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｲﾅ
県立大和高    ・神奈川 25:53.21

  2   1  211
沖  夏子(大1)
ｵｷ ﾅﾂｺ

東京大        ・富　山 27:53.64

  3   4  206
後小路  葉月(高1)

ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ
野沢北高      ・長　野 28:00.98

  4   8  212
山崎  星華(高2)
ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｶ

川越初雁高    ・埼　玉 28:38.69

  5   2  213
乾  南菜(高1)
ｲﾇｲ ﾅﾅ

武南高        ・埼　玉 29:45.09

  6   9  215
藤澤  美空(高1)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｸ

大成高        ・東　京 31:44.69

  7   6  214
竹内  彩夏(高2)
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ

長野高専      ・長　野 31:49.50

  8  11  216
吉﨑  莉子(高1)
ﾖｼｻﾞｷ ﾘｺ

大成高        ・東　京 31:51.41

  3  207
成田  桃音(大1)
ﾅﾘﾀ ﾓﾓﾈ

国士舘大      ・青　森 DNS

  5  209
数間  あかり(大2)

ｶｽﾞﾏ ｱｶﾘ
東京学芸大    ・福　島 DNS

 10  208
諸岡  明日佳(高2)

ﾓﾛｵｶ ｱｽｶ
長野工業高    ・長　野 DNS

女子中学 ３０００ｍ
決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  217
本橋  温那(中3)
ﾓﾄﾊｼ ﾊﾙﾅ

板橋一中      ・東　京 10:35.91

  2   1  218
中垣  梨緒(中2)
ﾅｶｶﾞｷ ﾘｵ

横浜 山内中   ・神奈川 11:41.55

  3   2  220
藤澤  季陽(中2)
ﾌｼﾞｻﾜ ｷﾖ

町田南中      ・東　京 12:25.44

  4   3  221
田中  茉衣(中2)
ﾀﾅｶ ﾏｲ

町田南中      ・東　京 12:50.19

  5   5  224
五十子  優菜(中1)

ｲﾗｺﾞ ﾕﾅ
町田一中      ・東　京 13:02.07

  6   6  222
坂  優里(中2)
ﾊﾞﾝ ﾕｳﾘ

町田南中      ・東　京 13:03.21

  4  219
木俣  沙菜(中1)
ｷﾏﾀ ｻﾅ

横浜 山内中   ・神奈川 DNS

  8  223
古内  碧(中2)
ﾌﾙｳﾁ ｱｵ

つくし野中    ・東　京 DNS

凡例（DNS:欠    場）


