
１.女子3000m  1組（17名） START17：30

レーン NO 氏名 フリガナ 所　属 都道府県 記　録

1 1 佐々木　萌那 ササキ　モエナ ホクレン 北海道

2 2 唐澤　七瀬 カラサワ　ナナセ 玉川大学 長野県

3 3 赤坂　ひのき アカサカ　ヒノキ 玉川大学 東京都

4 4 平岡　瑠奈 ヒラオカ　ルナ 玉川大学 神奈川県

5 5 玉井　千里 タマイ　チサト 玉川大学 神奈川県

6 6 白石　憂佳 シライシ　ユウカ 玉川大学 東京都

7 7 澤﨑　水咲 サワザキ　ミサキ 武蔵野北高校 東京都

8 8 千田　菜央 チダ　ナオ 武蔵野北高校 東京都

9 9 矢野　陽菜 ヤノ　ハルナ 武蔵野北高校 東京都

10 10 深田　かなで フカタ　カナデ 武蔵野北高校 東京都

11 11 岡田　奈月 オカダ　ナツキ 武蔵野北高校 東京都

12 12 上野　真奈美 ウエノ　マナミ 武蔵野北高校 東京都

13 13 高木　妃菜 タカギ　ヒナ 本庄第一高校 埼玉県

14 14 黒田　彩乃 クロダ　アヤノ 本庄第一高校 埼玉県

15 15 青木　里央菜 アオキ　リオナ 本庄第一高校 埼玉県

16 16 加藤　みなみ カトウ　ミナミ 本庄第一高校 埼玉県

17 17 松田　有加 マツダ　ユカ 本庄第一高校 埼玉県



２.男子3000m  1組（28名） START17：45

レーン No 氏　名 フリガナ 所　属 都道府県 記　録

1 1 川井　勉 カワイ　ツトム TeamM×K 東京都

2 2 鈴木　大樹 スズキ　ヒロキ クラブR2東日本 神奈川県

3 3 宮本　大智 ミヤモト　ダイチ 光明相模原高校 神奈川県

4 4 久保　洸晴 クボ　コウセイ 光明相模原高校 神奈川県

5 5 伯野　颯太 ハクノ　ソウタ 光明相模原高校 神奈川県

6 6 吉益　遥希 ヨシマス　ハルキ 光明相模原高校 神奈川県

7 7 益田　翔輝 マスダ　ショウキ 光明相模原高校 神奈川県

8 8 上川　隆之介 ウエカワ　リュウノスケ 光明相模原高校 神奈川県

9 9 増井　康大 マスイ　コウダイ 光明相模原高校 神奈川県

10 10 鬼塚　鵬光 オニツカ　トモミツ 赤穂市陸協 兵庫県

11 11 赤荻　亘紀 アカオギ　コウキ 都立桜町高校 東京都

12 12 新村　高健 ニイムラ　コウケン 都立文京高校 東京都

13 13 山田　龍人 ヤマダ　リュウジン 都立文京高校 東京都

14 14 鈴木　優空 スズキ　ソラ 都立文京高校 東京都

15 15 水野　春久 ミズノ　ハルヒサ 都立文京高校 東京都

16 16 山田　悠太郎 ヤマダ　ユウタロウ 東海大学浦安高等学校 千葉県

17 17 安高　玄汰 アタカ　ゲンタ 東海大学浦安高等学校 千葉県

18 18 渋谷　真生 シブヤ　マオ 東海大学浦安高等学校 千葉県

19 19 新井　陽生 アライ　ハルキ 東海大学浦安高等学校 千葉県

20 20 井上　航大 イノウエ　コウダイ 東京陸協 東京都

21 21 櫻田　将 サクラダ　マサル 東京陸協 東京都

22 22 坂詰　北斗 サカヅメ　ホクト 東京陸協 東京都

23 23 澤田　薫 サワダ　カオル 東京陸協 東京都

24 24 板橋　大輔 イタバシ　ダイスケ 日本製鉄君津 千葉県

25 25 行場　竹彦 ギョウバ　タケヒコ 鳩印G＆T川崎 神奈川県

26 26 本多　隼 ホンダ　シュン 法大Ⅱ部 神奈川県

27 27 首藤　蓮太郎 シュドウ　レンタロウ 堀越高校 東京都

28 28 下島　千明 シモジマ　チアキ 陸上競技多摩川クラブ 東京都



３.男子3000m  2組（28名） START18:00

レーン No 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記　録

1 1 伊藤　充生 イトウ　アツキ eA東京 東京都

2 2 岩瀬　弘之 イワセ　ヒロユキ ＳWＡＣ 東京都

3 3 石橋　安孝 イシバシ　ヤスタカ アスリートエージェント 東京都

4 4 谷　星輝 タニ　ホシキ アスリートエージェント 東京都

5 5 山口　優希 ヤマグチ　ユウキ アスリートエージェント 東京都

6 6 山内　康平 ヤマウチ　コウヘイ ぬまちゃんず 愛知県

7 7 森　健也 モリ　ケンヤ みすみ光明堂 島根県

8 8 竹内　一貴 タケウチ　カズキ 光明相模原高校 神奈川県

9 9 近藤　和歩 コンドウ　カズホ 光明相模原高校 神奈川県  

10 10 杉原　爽汰 スギハラ　ソウタ 光明相模原高校 神奈川県

11 11 大鹿　弦 オオシカ　ゲン 光明相模原高校 神奈川県

12 12 熊本　瞳人 クマモト　マナト 光明相模原高校 神奈川県

13 13 小倉　篤人 オグラ　アツヒト 光明相模原高校 神奈川県

14 14 田中　陽琉 タナカ　ハル 光明相模原高校 神奈川県

15 15 山本　朔也 ヤマモト　サクヤ 光明相模原高校 神奈川県

16 16 川嶋　洋平 カワシマ　ヨウヘイ 坂戸市陸協 埼玉県

17 17 坂巻　知樹 サカマキ　トモキ 石川走友会 千葉県

18 18 根本　夏生 ネモト　ナツオ 川崎市陸協 神奈川県

19 19 西片　優二 ニシカタ　ユウジ 中山到税理士事務所陸上競技部 東京都

20 20 松本　龍星 マツモト　リュウセイ 都立桜町高校 東京都

21 21 矢形　倖大 ヤガタ　コウタ 東海大学浦安高等学校 千葉県

22 22 舩越　悠介 フナコシ　ユウスケ 東京陸協 東京都

23 23 小田　和輝 オダ　カズキ 北海道栄高校 北海道

24 24 佐々木　朱里 ササキ　シュリ 北海道栄高校 北海道

25 25 大関　輝絃 オオゼキ　マナト 北海道栄高校 北海道

26 26 雪田　圭将 ユキタ　ケイスケ 北海道栄高校 北海道

27 27 片岡　泰一 カタオカ　タイチ 北海道栄高校 北海道

28 28 中山　颯翔 ナカヤマ　ハヤト 北海道栄高校 北海道



４.男子3000m  3組（29名） START18:15

レーン No 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記　録

1 1 秋葉　直人 アキバ　ナオト RFA Japan 東京都

2 2 加藤　拓海 カトウ　タクミ RFAJapan 東京都

3 3 中島　怜利 ナカシマ　レイリ TRIGGER AC 埼玉県

4 4 田中　龍之介 タナカ　リュウノスケ アスリートエージェント 東京都

5 5 田中　佑典 タナカ　ユウスケ アスリートエージェント 東京都

6 6 伊藤　健太 イトウ　ケンタ アスリートエージェント 東京都

7 7 高山　将司 タカヤマ　マサシ 御殿場RC 静岡県

8 8 藤城　湧人 フジシロ　ユウト 光明相模原高校 神奈川県

9 9 中谷　涼誠 ナカタニ　リョウセイ 光明相模原高校 神奈川県

10 10 佐藤　琉輝也 サトウ　ルキヤ 光明相模原高校 神奈川県

11 11 松下　稜 マツシタ　リョウ 三好市陸協 徳島県

12 12 田玄　呼次郎 タゲン　コジロウ 小平三中 東京都

13 13 関口　大樹 セキグチ　タイキ 新電元工業 埼玉県

14 14 田中　龍誠 タナカ　リュウセイ 新電元工業 埼玉県

15 15 親﨑　達朗 オヤザキ　タツロウ 新電元工業 埼玉県

16 16 坪井　響己 ツボイ　ヒビキ 新電元工業 埼玉県

17 17 小林　航央 コバヤシ　コオウ 新電元工業 埼玉県

18 18 大岩　歩夢 オオイワ　アユム 神奈川大学 愛知県

19 19 青山　拓朗 アオヤマ　タクロウ 台東区陸協 東京都

20 20 安田　有佑 ヤスダ　ユウスケ 東京外国語大学 三重県

21 21 藤原　拓 フジワラ　タク 東京都庁 東京都

22 22 岩船　佑希 イワフネ　ユウキ 東京陸協 東京都

23 23 岡本　拓也 オカモト　タクヤ 東京陸協 東京都

24 24 澁谷　宥介 シブヤ　ユウスケ 東京陸協 東京都

25 25 井上　暖人 イノウエ　ハルト 北海道栄高校 北海道

26 26 鼻野木　悠翔 ハナノキ　ユウト 北海道栄高校 北海道

27 27 吹越　秀翔 フキコシ　シュウト 北海道栄高校 北海道

28 28 廣田　陸 ヒロタ　リク 北海道栄高校 北海道

29 29 井上　寛大 イノウエ　カンタ 北海道栄高校 北海道



５. 女子5000m 1組（6名） START18:30

レーン NO 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 海老原　美保 エビハラ　ミホ AC・KITA 東京都

2 2 深澤　実鈴 フカサワ　ミスズ 玉川大学 東京都

3 3 寺嶋　悠葉 テラシマ　ユウハ 石巻専修大学 宮城県

4 4 齋藤　凜 サイトウ　リン 石巻専修大学 宮城県

5 5 髙橋　里奈 タカハシ　リナ 石巻専修大学 宮城県

6 6 伊藤　千尋 イトウ　チヒロ 石巻専修大学 宮城県



６.男子5000m  1組（25名） START18:50

レーン NO 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 佐川　元太 サガワ　ゲンタ G-tec 東京都

2 2 田中　徳和 タナカ　ノリカズ 四国学院大学香川西高等学校 東京都

3 3 馬場　裕斗 ババ　ユウト 上智大学 東京都

4 4 岡山　鷹士 オカヤマ　ヨウジ 専修大学 福島県

5 5 松島　竣成 マツシマ　シュンセイ 専修大学 群馬県

6 6 山田　陸 ヤマダ　リク 東海大学附属浦安高等学校 千葉県

7 7 佐野　渉 サノ　ワタル 東海大学附属浦安高等学校 千葉県

8 8 大井　心平 オオイ　シンペイ 東海大学附属浦安高等学校 千葉県

9 9 石井　寛大 イシイ　カンタ 東海大学附属浦安高等学校 千葉県

10 10 国友　祐磨 クニトモ　ユウマ 東京陸連 東京都

11 11 行場　竹彦 ギョウバ　タケヒコ 鳩印G＆T川崎 神奈川県

12 12 小松　悠河 コマツ　ユウガ 武蔵野北高校 東京都

13 13 ハンソン　仁 ハンソン　ジェイダン 武蔵野北高校 東京都

14 14 福士　琉司 フクシ　リュウジ 武蔵野北高校 東京都

15 15 山崎　遼平 ヤマザキ　リョウヘイ 武蔵野北高校 東京都

16 16 森　柚貴 モリ　ユズキ 武蔵野北高校 東京都

17 17 吉田　悠翔 ヨシダ　ハルト 武蔵野北高校 東京都

18 18 平田　昇大 ヒラタ　ショウタ 武蔵野北高校 東京都

19 19 佐竹　樹 サタケ　イツキ 福島陸協 福島県

20 20 大駒　宗帥喜 オオコマ　カズキ 明治大学陸上競技同好会 神奈川県

21 21 鹿取　悠人 カトリ　ユウト 立正高校 東京都

22 22 本田　颯斗 ホンダ　ハヤト 立正高校 東京都

23 23 三好　翔大 ミヨシ　ショウダイ 立正高校 東京都

24 24 橋本　将汰 ハシモト　ショウタ 立正高校 東京都

25 25 加藤　史也 カトウ　フミヤ 立正大学 高知県



７.男子5000m  2組（17名） START19:10

レーン NO 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 川内　鮮輝 カワウチ　ヨシキ Jaybird 埼玉県

2 2 土谷　和貴 ツチヤ　カズキ Jaybird 埼玉県

3 3 鎌田　紘宜 カマダ　ヒロキ TeamM×K 東京都

4 4 岩間　暁 イワマ　サトシ 千葉陸上競技協会 千葉県

5 5 長谷川　源 ハセガワ　ゲン 専修大学 愛知県

6 6 水上　紘汰 ミズカミ　コウタ 専修大学 山梨県

7 7 村上　友哉 ムラカミ　ユウヤ 専修大学 千葉県

8 8 大田和　一斗 オオタワ　イット 専修大学 群馬県

9 9 辻　優輝 ツジ　ユウキ 専修大学 京都府

10 10 黒田　大洋 クロダ　タイヨウ 専修大学 北海道

11 11 樋口　拓海 ヒグチ　タクミ 専修大学 富山県

12 12 野下　稜平 ノゲ　リョウヘイ 専修大学 佐賀県

13 13 宮永　一輝 ミヤナガ　カズキ 専修大学 兵庫県

14 14 藁科　健斗 ワラシナ　ケント 専修大学 神奈川県

15 15 安藤　凛 アンドウ　リン 専修大学 神奈川県

16 16 須崎　裕也 スザキ　ユウヤ 川崎市役所 神奈川県

17 17 小保方　浩貴 オボカタ　ヒロキ 立正大学 北海道



８.男子5000m  3組 （18名） START19:30

レーン NO 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 松下　稜 マツシタ　リョウ 三好市陸協 徳島県

2 2 松本　薫 マツモト　カオル 専修大学 千葉県

3 3 寺井　望 テライ　ノゾム 専修大学 京都府

4 4 足立　龍星 アダチ　リュウセイ 専修大学 神奈川県

5 5 小島　光佑 コジマ　コウスケ 専修大学 北海道

6 6 中山　敦貴 ナカヤマ　ノブキ 専修大学 神奈川県

7 7 山城　弘弐 ヤマシロ　コウスケ 専修大学 沖縄県

8 8 佐藤　翔太 サトウ　ショウタ 専修大学 福島県

9 9 石塚　颯太 イシヅカ　ソウタ 専修大学 神奈川県

10 10 亀之園　京士郎 カメノソノ　キョウシロウ 専修大学 鹿児島県

11 11 鈴木　究 スズキ　キワム 帝京大学 静岡県

12 12 伊藤　圭介 イトウ　ケイスケ 帝京大学 徳島県

13 13 石川　湧月 イシカワ　ユヅキ 帝京大学 千葉県

14 14 西久保　雄志郎 ニシクボ　ユウジロウ 帝京大学 鹿児島県

15 15 板橋　将吾 イタバシ　ショウゴ 帝京大学 群馬県

16 16 井下　侃 イノシタ　カン 帝京大学 山口県

17 17 若林　凌汰 ワカバヤシ　リョウタ 帝京大学 埼玉県

18 18 天海　創太 アマガイ　ソウタ 帝京大学 東京都



９.男子5000m  4組（20名） START19:50

レーン NO 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 北　厚 キタ　アツシ 駒澤大学 千葉県

2 2 竹澤　想大 タケザワ　ソウタ 松戸市陸協 千葉県

3 3 池田　大樹 イケダ　ダイキ 上尾市陸協 埼玉県

4 4 大橋　真弥 オオハシ　シンヤ 石巻ＲＣ 宮城県

5 5 中島　琢登 ナカシマ　タクト 専修大学 鹿児島県

6 6 増田　悠希 マスダ　ユウキ 専修大学 兵庫県

7 7 千代島　宗汰 チヨジマ　ソウタ 専修大学 佐賀県

8 8 手塚　太一 テツカ　タイチ 専修大学 栃木県

9 9 田島　洸樹 タシマ　コウキ 専修大学 福島県

10 10 水谷　勇登 ミズタニ　ユウト 専修大学 福井県

11 11 新井　友裕 アライ　トモヒロ 専修大学 神奈川県

12 12 松本　敦靖 マツモト　ノブヤス 帝京大学 岡山県

13 13 内藤　一輝 ナイトウ　カズキ 帝京大学 京都府

14 14 高島　大空 タカシマ　カナタ 帝京大学 千葉県

15 15 島田　晃希 シマダ　テルキ 帝京大学 三重県

16 16 鎗田　大輝 ヤリタ　ダイキ 帝京大学 千葉県

17 17 栗田　隆希 クリタ　リュウキ 帝京大学 千葉県

18 18 岡田　健志 オカダ　タケシ 兵庫陸協 兵庫県

19 19 牛崎　竜空 ウシザキ　リュウク 立正大学 東京都

20 20 ダンカンキサイサ ダンカンキサイサ 専修大学 大分県


