
男子一般・高校 ５０００ｍ タイムレース(5) 12月18日 12:15

タイムレース 全5組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   45
太田　  結多(高1)

ｵｵﾀ ﾕﾝﾀ
日駒高        ・東　京 18:01.43

  2   8   13 山本  慎一郎
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ

調布市陸協    ・東　京 18:02.39

  3  14   89
山内  康士朗(高1)

ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾛｳ
相模原中等    ・神奈川 18:29.53

  4  15   14
根岸  慎介
ﾈｷﾞｼ ｼﾝｽｹ

青山学院緑丘ク・東　京 18:38.82

  5  18   24
小坂  凌央(高2)
ｺｻｶ ﾘｵ

松ケ谷高      ・東　京 18:52.18

  6  10   60
牧野  隼人(高1)
ﾏｷﾉ ﾊﾔﾄ

サレジオ高専  ・東　京 19:15.17

  7  12   21
西  光一郎(高1)
ﾆｼ ｺｳｲﾁﾛｳ

松ケ谷高      ・東　京 19:20.00

  8  11   90
泉  琥太朗(高1)
ｲｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ

相模原中等    ・神奈川 19:24.17

  9  19   59
市川  創太(高1)
ｲﾁｶﾜ ｿｳﾀ

サレジオ高専  ・東　京 19:30.43

 10   3    6
柳原  直輝(高1)
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾅｵｷ

都山崎高      ・東　京 19:30.52

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 11   2   46
下川  遼太朗(高1)

ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ
日駒高        ・東　京 19:50.80

 12   5    1 播磨  崇史
ﾊﾘﾏ ﾀｶﾌﾐ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 19:58.07

  9   20
上杉  奏斗(高1)
ｳｴｽｷﾞ ｶﾅﾄ

松ケ谷高      ・東　京 DNF

 16   99
新堀  雄大(高1)
ｼﾝﾎﾞﾘ ﾕｳﾀ

保土ヶ谷高    ・神奈川 DNF

  1   57
榊間  友晴(高3)
ｻｶｷﾏ ﾄﾓﾊﾙ

サレジオ高専  ・東　京 DNS

  6   58
成田  樹央(高2)
ﾅﾘﾀ ｲﾂｷ

サレジオ高専  ・東　京 DNS

  7    2 村田  智太郎
ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾀﾛｳ

アトミクラブ  ・東　京 DNS

 13    7
喜多川  学
ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ

富士通        ・神奈川 DNS

 17    5
手塚  海希(高2)
ﾃﾂﾞｶ ﾐｽﾞｷ

都山崎高      ・東　京 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  15   10
三好  真司
ﾐﾖｼ ｼﾝｼﾞ

橋本走友会    ・神奈川 16:36.46

  2   9   30
小澤  駿平(高2)
ｵｻﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ

東大和高      ・東　京 16:41.70

  3   3   97
佐藤  匠(高1)
ｻﾄｳ ｼｮｳ

明星学園高    ・東　京 17:20.00

  4   4   98
及川  純輝(高2)
ｵｲｶﾜ ﾖｼﾃﾙ

保土ヶ谷高    ・神奈川 17:21.36

  5  14   47
東  柾人(高1)
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ

日駒高        ・東　京 17:36.50

  6  19   56
梅田  祐希(大1)
ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ

サレジオ高専  ・東　京 17:39.29

  7  12    8
柘植  聡人
ﾂｹﾞ ｻﾄｼ

クラブR2東日本・東　京 17:39.89

  8   6   37
引地  海晟(高2)
ﾋｷｼﾞ ｶｲｾｲ

都立成瀬高    ・東　京 17:41.74

  9   1   92
遠藤  天馬(高1)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾝﾏ

相模原中等    ・神奈川 17:44.73

 10   7   53
森  柚貴(高1)
ﾓﾘ ﾕｽﾞｷ

武蔵野北高    ・東　京 17:46.81

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 11   2   32
中井  秀幸(高2)
ﾅｶｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

東大和高      ・東　京 18:18.55

 12  20   93
石川  肇
ｲｼｶﾜ ﾊｼﾞﾒ

東芝府中      ・東　京 18:37.56

 13  17   43
一ノ瀬  博文
ｲﾁﾉｾ ﾋﾛﾌﾐ

目黒区陸協    ・東　京 18:40.24

 14   8   54 内垣  正行
ｳﾁｶﾞｷ ﾏｻﾕｷ

クラブR2東日本・東　京 18:53.98

 15  16   16
岩元  章二
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

NEC府中       ・東　京 18:57.05

 16  18   38
羽石  颯真(高1)
ﾊﾈｲｼ ｿｳﾏ

都立成瀬高    ・東　京 19:00.52

  5   66
阪  啓輝(高2)
ｻｶ ﾋﾛｷ

八王子高      ・東　京 DNS

 10    4
河野  光一
ｺｳﾉ ｺｳｲﾁ

甲府陸協      ・山　梨 DNS

 11   31
中園  響(高2)
ﾅｶｿﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ

東大和高      ・東　京 DNS

 13   41
窪田  俊郎
ｸﾎﾞﾀ ﾄｼﾛｳ

ピッツキューブ・東　京 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12   55
藤本  博也
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾔ

横浜市陸協    ・神奈川 16:00.80

  2   1   22
三浦  想太(高1)
ﾐｳﾗ ｿｳﾀ

松ケ谷高      ・東　京 16:33.17

  3   6   44 前島  慶太
ﾏｴｼﾏ ｹｲﾀ

東京陸協      ・東　京 16:34.82

  4  13   19
角井  菜種(高1)
ﾂﾉｲ ﾅﾀﾈ

松ケ谷高      ・東　京 16:35.91

  5   7   27
浅野  遥斗(高2)
ｱｻﾉ ﾊﾙﾄ

東大和高      ・東　京 16:43.33

  6   5   17
原田  景人
ﾊﾗﾀﾞ ｶｹﾞﾄ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 16:48.48

  7   9   28
渡部  翔貴(高2)
ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳｷ

東大和高      ・東　京 16:59.29

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8   4    3
櫻田  将
ｻｸﾗﾀﾞ ﾏｻﾙ

東京陸協      ・東　京 17:04.77

  9   3   25
幸田  祐輔
ｺｳﾀﾞ ﾕｳｽｹ

日体クラブ    ・東　京 17:09.01

 10  11   23
齋藤  玄樹(高1)
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ

松ケ谷高      ・東　京 17:11.86

 11   8   36
水越  元洋
ﾐｽﾞｺｼ ﾓﾄﾋﾛ

葛西ランナーズ・東　京 17:12.33

 12   2   18 渡邉  遼平
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ

作AC札幌      ・北海道 17:42.79

 13  10    9
菅原  陽太(高1)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｳﾀ

実践学園      ・東　京 18:12.65

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5   91
小野  竜之介(高1)

ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ
相模原中等    ・神奈川 16:00.34

  2  12   29
小澤  廣大(高2)
ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ

東大和高      ・東　京 16:14.83

  3   1   64
神山  雷羅(高2)
ｶﾐﾔﾏ ﾗｲﾗ

八王子高      ・東　京 16:22.24

  4  10   26
出  義明(高2)
ｲﾃﾞ ﾖｼｱｷ

東大和高      ・東　京 16:33.45

  5   2   95
伊藤  陸人(大3)
ｲﾄｳ ﾘｸﾄ

東京陸協      ・東　京 16:34.51

  6   4   33
東海林  元
ｼｮｳｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

奥州市陸協    ・岩　手 16:35.73

  7  11   65
山口  隼人(高1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

八王子高      ・東　京 16:40.65

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8   8   88 吉留  佑悟
ﾖｼﾄﾞﾒ ﾕｳｺﾞ

埼玉大学大学院・埼　玉 16:43.80

  9   7   96
石井  優佑(高1)
ｲｼｲ ﾕｳｽｹ

明星学園高    ・東　京 16:56.93

 10  13   94
山下  雅人
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ

東京陸協      ・東　京 17:04.03

 11   6   15
下島  千明
ｼﾓｼﾞﾏ ﾁｱｷ

多摩川クラブ  ・東　京 17:35.66

 12   9   35 小川  高明
ｵｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ

東京陸協      ・東　京 18:04.73

  3   63
高橋  快周(高1)
ﾀｶﾊｼ ｶｲｼｭｳ

八王子高      ・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(5) 12月18日 12:15

  5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1   61
海老沼  太志
ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ

MKPJT         ・栃　木 15:07.44

  2   5   62
井上  開登(大3)
ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ

早大同好会    ・東　京 15:17.11

  3   4   51
松元  泰治(大3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ

慶大          ・神奈川 15:37.26

  4  11   49
林  亮太(大2)
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

慶大          ・長　野 15:39.35

  5   7   48 山岸  成(大1)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ

慶大          ・長　野 15:42.12

  6   9   50
田村  颯斗(大3)
ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ

慶大          ・広　島 15:42.63

  7  10   12
宇津木  亮
ｳﾂｷ ﾘｮｳ

東京陸協      ・東　京 15:59.58

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8   3   52
久保田  剛史
ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ

横浜市陸協    ・神奈川 16:11.34

  9  13   40
佐藤  千彦
ｻﾄｳ

東京陸協      ・東　京 16:18.26

  2   42
永井  蒼己(高3)
ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ

丸子修学館高  ・長　野 DNS

  6   34
佐竹  樹
ｻﾀｹ ｲﾂｷ

神奈川陸協    ・神奈川 DNS

  8   39 藤井  太喜
ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ

明大同        ・東　京 DNS

 12   11
西郷  孝一
ｻｲｺﾞｳ ﾀｶﾋﾄ

矢巾町陸協    ・岩　手 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   61
海老沼  太志
ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ

MKPJT         ・栃　木 15:07.44

  2   5   62
井上  開登(大3)
ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ

早大同好会    ・東　京 15:17.11

  3   4   51
松元  泰治(大3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ

慶大          ・神奈川 15:37.26

  4  11   49
林  亮太(大2)
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

慶大          ・長　野 15:39.35

  5   7   48 山岸  成(大1)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ

慶大          ・長　野 15:42.12

  6   9   50
田村  颯斗(大3)
ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ

慶大          ・広　島 15:42.63

  7  10   12 宇津木  亮
ｳﾂｷ ﾘｮｳ

東京陸協      ・東　京 15:59.58

  8   5   91
小野  竜之介(高1)

ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ
相模原中等    ・神奈川 16:00.34

  9  12   55
藤本  博也
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾔ

横浜市陸協    ・神奈川 16:00.80

 10   3   52
久保田  剛史
ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ

横浜市陸協    ・神奈川 16:11.34

 11  12   29
小澤  廣大(高2)
ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ

東大和高      ・東　京 16:14.83

 12  13   40
佐藤  千彦
ｻﾄｳ

東京陸協      ・東　京 16:18.26

 13   1   64
神山  雷羅(高2)
ｶﾐﾔﾏ ﾗｲﾗ

八王子高      ・東　京 16:22.24

 14   1   22
三浦  想太(高1)
ﾐｳﾗ ｿｳﾀ

松ケ谷高      ・東　京 16:33.17

 15  10   26 出  義明(高2)
ｲﾃﾞ ﾖｼｱｷ

東大和高      ・東　京 16:33.45

 16   2   95
伊藤  陸人(大3)
ｲﾄｳ ﾘｸﾄ

東京陸協      ・東　京 16:34.51

 17   6   44
前島  慶太
ﾏｴｼﾏ ｹｲﾀ

東京陸協      ・東　京 16:34.82

 18   4   33
東海林  元
ｼｮｳｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

奥州市陸協    ・岩　手 16:35.73

 19  13   19
角井  菜種(高1)
ﾂﾉｲ ﾅﾀﾈ

松ケ谷高      ・東　京 16:35.91

 20  15   10
三好  真司
ﾐﾖｼ ｼﾝｼﾞ

橋本走友会    ・神奈川 16:36.46

 21  11   65
山口  隼人(高1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

八王子高      ・東　京 16:40.65

 22   9   30
小澤  駿平(高2)
ｵｻﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ

東大和高      ・東　京 16:41.70

 23   7   27
浅野  遥斗(高2)
ｱｻﾉ ﾊﾙﾄ

東大和高      ・東　京 16:43.33

 24   8   88
吉留  佑悟
ﾖｼﾄﾞﾒ ﾕｳｺﾞ

埼玉大学大学院・埼　玉 16:43.80

 25   5   17
原田  景人
ﾊﾗﾀﾞ ｶｹﾞﾄ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 16:48.48

 26   7   96
石井  優佑(高1)
ｲｼｲ ﾕｳｽｹ

明星学園高    ・東　京 16:56.93

 27   9   28
渡部  翔貴(高2)
ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳｷ

東大和高      ・東　京 16:59.29

 28  13   94
山下  雅人
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ

東京陸協      ・東　京 17:04.03

 29   4    3
櫻田  将
ｻｸﾗﾀﾞ ﾏｻﾙ

東京陸協      ・東　京 17:04.77

 30   3   25 幸田  祐輔
ｺｳﾀﾞ ﾕｳｽｹ

日体クラブ    ・東　京 17:09.01

 31  11   23
齋藤  玄樹(高1)
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ

松ケ谷高      ・東　京 17:11.86

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 32   8   36
水越  元洋
ﾐｽﾞｺｼ ﾓﾄﾋﾛ

葛西ランナーズ・東　京 17:12.33

 33   3   97
佐藤  匠(高1)
ｻﾄｳ ｼｮｳ

明星学園高    ・東　京 17:20.00

 34   4   98
及川  純輝(高2)
ｵｲｶﾜ ﾖｼﾃﾙ

保土ヶ谷高    ・神奈川 17:21.36

 35   6   15
下島  千明
ｼﾓｼﾞﾏ ﾁｱｷ

多摩川クラブ  ・東　京 17:35.66

 36  14   47 東  柾人(高1)
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ

日駒高        ・東　京 17:36.50

 37  19   56
梅田  祐希(大1)
ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ

サレジオ高専  ・東　京 17:39.29

 38  12    8 柘植  聡人
ﾂｹﾞ ｻﾄｼ

クラブR2東日本・東　京 17:39.89

 39   6   37
引地  海晟(高2)
ﾋｷｼﾞ ｶｲｾｲ

都立成瀬高    ・東　京 17:41.74

 40   2   18
渡邉  遼平
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ

作AC札幌      ・北海道 17:42.79

 41   1   92
遠藤  天馬(高1)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾝﾏ

相模原中等    ・神奈川 17:44.73

 42   7   53
森  柚貴(高1)
ﾓﾘ ﾕｽﾞｷ

武蔵野北高    ・東　京 17:46.81

 43   4   45
太田　  結多(高1)

ｵｵﾀ ﾕﾝﾀ
日駒高        ・東　京 18:01.43

 44   8   13
山本  慎一郎
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ

調布市陸協    ・東　京 18:02.39

 45   9   35 小川  高明
ｵｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ

東京陸協      ・東　京 18:04.73

 46  10    9
菅原  陽太(高1)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｳﾀ

実践学園      ・東　京 18:12.65

 47   2   32
中井  秀幸(高2)
ﾅｶｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

東大和高      ・東　京 18:18.55

 48  14   89
山内  康士朗(高1)

ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾛｳ
相模原中等    ・神奈川 18:29.53

 49  20   93
石川  肇
ｲｼｶﾜ ﾊｼﾞﾒ

東芝府中      ・東　京 18:37.56

 50  15   14
根岸  慎介
ﾈｷﾞｼ ｼﾝｽｹ

青山学院緑丘ク・東　京 18:38.82

 51  17   43
一ノ瀬  博文
ｲﾁﾉｾ ﾋﾛﾌﾐ

目黒区陸協    ・東　京 18:40.24

 52  18   24
小坂  凌央(高2)
ｺｻｶ ﾘｵ

松ケ谷高      ・東　京 18:52.18

 53   8   54 内垣  正行
ｳﾁｶﾞｷ ﾏｻﾕｷ

クラブR2東日本・東　京 18:53.98

 54  16   16 岩元  章二
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

NEC府中       ・東　京 18:57.05

 55  18   38
羽石  颯真(高1)
ﾊﾈｲｼ ｿｳﾏ

都立成瀬高    ・東　京 19:00.52

 56  10   60
牧野  隼人(高1)
ﾏｷﾉ ﾊﾔﾄ

サレジオ高専  ・東　京 19:15.17

 57  12   21
西  光一郎(高1)
ﾆｼ ｺｳｲﾁﾛｳ

松ケ谷高      ・東　京 19:20.00

 58  11   90
泉  琥太朗(高1)
ｲｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ

相模原中等    ・神奈川 19:24.17

 59  19   59
市川  創太(高1)
ｲﾁｶﾜ ｿｳﾀ

サレジオ高専  ・東　京 19:30.43

 60   3    6
柳原  直輝(高1)
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾅｵｷ

都山崎高      ・東　京 19:30.52

 61   2   46
下川  遼太朗(高1)

ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ
日駒高        ・東　京 19:50.80

 62   5    1
播磨  崇史
ﾊﾘﾏ ﾀｶﾌﾐ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 19:58.07

凡例（DNS:欠    場）



男子一般・高校 ５０００ｍＷ タイムレース(3) 12月18日 11:10

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  12  534
佐々木  和暉
ｻｻｷ ｶｽﾞｱｷ

SNE           ・神奈川 25:24.45

  2  14  522
西方  蓮太郎(高1)

ﾆｼｶﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ
長野工業高    ・長　野 25:34.05

  3  10  511
山本  陵弥(高1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

市立長野高    ・長　野 25:35.72

  4   3  549
岡田  大輝(高1)
ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

明星学園高    ・東　京 26:16.53

  5   2  510 遊馬  健一
ｱｿﾏ ｹﾝｲﾁ

岩槻AC        ・埼　玉 26:22.67

  6   7  538
浅海  昴(大2)
ｱｻﾐ ｽﾊﾞﾙ

武蔵大        ・千　葉 26:52.09

  7   8  547
四谷  渉真(高2)
ﾖﾂﾔ ｼｮｳﾏ

八王子高      ・東　京 27:43.09

  8   6  519
鈴木  敬
ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ

ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ ・東　京 28:27.73

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9   4  543
真島  健人(高2)
ﾏｼﾞﾏ ｹﾝﾄ

武蔵野北高    ・東　京 29:27.58

 10   9  504 小野  昭弘
ｵﾉ ｱｷﾋﾛ

青梅市陸協    ・東　京 29:57.09

 11  11  505
石毛  仁
ｲｼｹﾞ ﾋﾄｼ

千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ    ・千　葉 30:16.48

  5  537
前田  克哉
ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾔ

東京マ陸連    ・東　京 DQ  *K2

 15  544
山崎  遼平(高1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ

武蔵野北高    ・東　京 DQ  *K2

  1  542
河野  泰幸(高2)
ｺｳﾉ ﾔｽﾕｷ

武蔵野北高    ・東　京 DNS

 13  536 宮尾  淳矢
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ

かもしか倶楽部・長　野 DNS

 16  548
香川  新
ｶｶﾞﾜ ｼﾝ

塩谷チャレンジ・栃　木 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  527
渡口  怜(大1)
ﾄｸﾞﾁ ﾚｲ

山梨学院大    ・沖　縄 21:56.22

  2  16  535
布施  大貴(大3)
ﾌｾ ﾀﾞｲｷ

玉川大        ・神奈川 22:22.10

  3   5  524
仲田  知弘(高2)
ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

長野商業高    ・長　野 22:25.44

  4   6  539
大神  健太(高2)
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ

丸子修学館高  ・長　野 22:41.64

  5   3  541
武藤  佳暉(大3)
ﾑﾄｳ ﾖｼｷ

上智大        ・神奈川 22:50.71

  6   2  546
高田  悠生(高3)
ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ

八王子高      ・東　京 23:19.53

  7  11  514
中村  有汰(大3)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ

国士舘大学    ・千　葉 23:33.36

  8  14  532 石田  優希
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ

SNE           ・神奈川 24:08.71

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9   7  533
及川  知大
ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

SNE           ・神奈川 24:12.73

 10  10  501
土濃塚  渉
ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ

さいたま市陸協・埼　玉 24:28.70

 11   1  531
森  博優
ﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ

SNE           ・神奈川 24:28.86

 12  12  545
矢島  朋幸
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ

阿見ＡＣ      ・茨　城 25:48.03

 13   9  540
小島  颯翔(高1)
ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ

丸子修学館高  ・長　野 26:16.23

  4  502 小柳  祐介
ｵﾔﾅｷﾞ ﾕｳｽｹ

さいたま市陸協・埼　玉 DQ  *K2

 13  503
最上  雅仁(高2)
ﾓｶﾞﾐ ﾏｻﾄ

西武台髙      ・埼　玉 DNS

 15  517
根本  一輝(大1)
ﾈﾓﾄ ｶｽﾞｷ

国士舘大学    ・埼　玉 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16  507
村手  光樹(大3)
ﾑﾗﾃ ﾐﾂｷ

東京学芸大    ・三　重 19:50.87

  2  15  515
柳橋  和輝(大3)
ﾔﾅﾊｼ ｶｽﾞｷ

国士舘大学    ・富　山 20:02.79

  3  13  508
吉川  絢斗(大2)
ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾄ

東京学芸大    ・神奈川 20:05.53

  4  17  520
伊藤  佑樹
ｲﾄｳ ﾕｳｷ

ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ ・東　京 20:09.62

  5  11  512
長山  達彦(大4)
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ

東洋大        ・埼　玉 20:25.44

  6   8  528
姫野  稀央(大2)
ﾋﾒﾉ ｷｵ

山梨学院大    ・佐　賀 20:40.35

  7   6  526
安  夏都起(大1)
ﾔｽ  ﾅﾂｷ

山梨学院大    ・三　重 20:41.43

  8   9  509
長谷川  智里(大1)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｻﾄ
東京学芸大    ・福　島 20:45.20

  9   3  525
中垣  遥暉(大1)
ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙｷ

山梨学院大    ・佐　賀 20:45.46

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 10  14  506
戸田  祐真(大3)
ﾄﾀﾞ ﾕｳﾏ

高知大学      ・高　知 20:51.97

 11   4  521
佐藤  晋太(高3)
ｻﾄｳ ｼﾝﾀ

長野工業高    ・長　野 21:13.06

 12   7  518
和家  昂太郎(大1)

ﾜｹ ｺｳﾀﾛｳ
国士舘大学    ・愛　媛 21:44.03

 13   2  530
海老原  健太(大3)

ｴﾋﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ
山梨学院大    ・山　梨 21:44.80

 14  10  513
北村  修大(大3)
ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾀ

国士舘大学    ・大　阪 23:11.22

  1  529
横田  浩人(大2)
ﾖｺﾀ ﾋﾛﾄ

山梨学院大    ・山　梨 DQ  *K2

  5  516
久原  崇遥(大2)
ｸﾊﾗ ﾀｶﾊﾙ

国士舘大学    ・神奈川 DNS

 12  523
鈴木  淳也(高2)
ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ

長野商業高    ・長　野 DNS

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)）



男子一般・高校 ５０００ｍＷ タイムレース(3) 12月18日 11:10

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  507
村手  光樹(大3)
ﾑﾗﾃ ﾐﾂｷ

東京学芸大    ・三　重 19:50.87

  2  15  515
柳橋  和輝(大3)
ﾔﾅﾊｼ ｶｽﾞｷ

国士舘大学    ・富　山 20:02.79

  3  13  508
吉川  絢斗(大2)
ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾄ

東京学芸大    ・神奈川 20:05.53

  4  17  520
伊藤  佑樹
ｲﾄｳ ﾕｳｷ

ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ ・東　京 20:09.62

  5  11  512
長山  達彦(大4)
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ

東洋大        ・埼　玉 20:25.44

  6   8  528
姫野  稀央(大2)
ﾋﾒﾉ ｷｵ

山梨学院大    ・佐　賀 20:40.35

  7   6  526
安  夏都起(大1)
ﾔｽ  ﾅﾂｷ

山梨学院大    ・三　重 20:41.43

  8   9  509
長谷川  智里(大1)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｻﾄ
東京学芸大    ・福　島 20:45.20

  9   3  525
中垣  遥暉(大1)
ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙｷ

山梨学院大    ・佐　賀 20:45.46

 10  14  506
戸田  祐真(大3)
ﾄﾀﾞ ﾕｳﾏ

高知大学      ・高　知 20:51.97

 11   4  521
佐藤  晋太(高3)
ｻﾄｳ ｼﾝﾀ

長野工業高    ・長　野 21:13.06

 12   7  518
和家  昂太郎(大1)

ﾜｹ ｺｳﾀﾛｳ
国士舘大学    ・愛　媛 21:44.03

 13   2  530
海老原  健太(大3)

ｴﾋﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ
山梨学院大    ・山　梨 21:44.80

 14   8  527 渡口  怜(大1)
ﾄｸﾞﾁ ﾚｲ

山梨学院大    ・沖　縄 21:56.22

 15  16  535
布施  大貴(大3)
ﾌｾ ﾀﾞｲｷ

玉川大        ・神奈川 22:22.10

 16   5  524
仲田  知弘(高2)
ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

長野商業高    ・長　野 22:25.44

 17   6  539
大神  健太(高2)
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ

丸子修学館高  ・長　野 22:41.64

 18   3  541
武藤  佳暉(大3)
ﾑﾄｳ ﾖｼｷ

上智大        ・神奈川 22:50.71

 19  10  513
北村  修大(大3)
ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾀ

国士舘大学    ・大　阪 23:11.22

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 20   2  546
高田  悠生(高3)
ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ

八王子高      ・東　京 23:19.53

 21  11  514
中村  有汰(大3)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ

国士舘大学    ・千　葉 23:33.36

 22  14  532 石田  優希
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ

SNE           ・神奈川 24:08.71

 23   7  533
及川  知大
ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

SNE           ・神奈川 24:12.73

 24  10  501 土濃塚  渉
ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ

さいたま市陸協・埼　玉 24:28.70

 25   1  531
森  博優
ﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ

SNE           ・神奈川 24:28.86

 26  12  534
佐々木  和暉
ｻｻｷ ｶｽﾞｱｷ

SNE           ・神奈川 25:24.45

 27  14  522
西方  蓮太郎(高1)

ﾆｼｶﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ
長野工業高    ・長　野 25:34.05

 28  10  511
山本  陵弥(高1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

市立長野高    ・長　野 25:35.72

 29  12  545
矢島  朋幸
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ

阿見ＡＣ      ・茨　城 25:48.03

 30   9  540
小島  颯翔(高1)
ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ

丸子修学館高  ・長　野 26:16.23

 31   3  549
岡田  大輝(高1)
ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

明星学園高    ・東　京 26:16.53

 32   2  510
遊馬  健一
ｱｿﾏ ｹﾝｲﾁ

岩槻AC        ・埼　玉 26:22.67

 33   7  538 浅海  昴(大2)
ｱｻﾐ ｽﾊﾞﾙ

武蔵大        ・千　葉 26:52.09

 34   8  547
四谷  渉真(高2)
ﾖﾂﾔ ｼｮｳﾏ

八王子高      ・東　京 27:43.09

 35   6  519 鈴木  敬
ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ

ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ ・東　京 28:27.73

 36   4  543
真島  健人(高2)
ﾏｼﾞﾏ ｹﾝﾄ

武蔵野北高    ・東　京 29:27.58

 37   9  504
小野  昭弘
ｵﾉ ｱｷﾋﾛ

青梅市陸協    ・東　京 29:57.09

 38  11  505 石毛  仁
ｲｼｹﾞ ﾋﾄｼ

千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ    ・千　葉 30:16.48



男子中学 ３０００ｍ タイムレース(2) 12月18日  9:45

タイムレース 全2組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  305
新井  絢人(中2)
ｱﾗｲ ｱﾔﾄ

川崎・菅生中  ・神奈川 10:48.18

  2   1  309
濱子  優斗(中1)
ﾊﾏｺ ﾕｳﾄ

川崎・菅生中  ・神奈川 10:49.14

  3   6  302
高崎  颯太(中2)
ﾀｶｻｷ ｿｳﾀ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 10:58.19

  4  15  306
勝田  敦麒(中1)
ｶﾂﾀ ｱﾂｷ

川崎・菅生中  ・神奈川 10:58.85

  5   8  308
久保木  慎平(中1)

ｸﾎﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ
川崎・菅生中  ・神奈川 11:00.36

  6  14  322
福井  徹也(中2)
ﾌｸｲ ﾃﾂﾔ

つくし野中    ・東　京 11:11.33

  7  12  324
谷口  永遠(中1)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾜ

つくし野中    ・東　京 11:29.31

  8  10  303
中原  靖仁(中2)
ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 11:41.27

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9   5  323
若菜  康輝(中2)
ﾜｶﾅ ｺｳｷ

つくし野中    ・東　京 11:49.93

 10   7  327
西中  絆理(中1)
ﾆｼﾅｶ ﾊﾞﾝﾘ

相模原中等    ・神奈川 11:51.65

 11  11  310
安河  弘睦(中1)
ﾔｽｶﾜ ﾋﾛﾑ

川崎・菅生中  ・神奈川 12:23.09

 12   9  325
山崎  逞(中1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾏ

つくし野中    ・東　京 12:30.74

 13   3  311
吉川  櫂叶(中1)
ﾖｼｶﾜ ｶｲﾄ

川崎・菅生中  ・神奈川 12:30.78

 14   4  307
木村  優斗(中1)
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

川崎・菅生中  ・神奈川 13:17.34

 13  301
村山  樟乃介(中2)

ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾉｽｹ
ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  316
瀬口  祥丸(中2)
ｾｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ

つくし野中    ・東　京  9:53.97

  2  11  331
清田  康貴(中3)
ｷﾖﾀ ｺｳｷ

相模原中等    ・神奈川  9:56.26

  3   7  312
田端  悠(中3)
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ

八王子・横山中・東　京  9:56.60

  4   1  320
西平  晃大(中2)
ﾆｼﾋﾗ ｺｳﾀ

つくし野中    ・東　京  9:58.08

  5   3  321
平山  藍斗(中2)
ﾋﾗﾔﾏ ｱｲﾄ

つくし野中    ・東　京  9:58.11

  6  14  304 杉山  諒(中2)
ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 10:14.13

  7  10  318
羽根木  就(中2)
ﾊﾈｷﾞ ｼｭｳ

つくし野中    ・東　京 10:19.65

  8   4  326
髙井  勇慶(中1)
ﾀｶｲ ﾕｳｷ

相模原中等    ・神奈川 10:30.68

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9   2  317
亀山  愛瑠(中2)
ｶﾒﾔﾏ ｱｲﾙ

つくし野中    ・東　京 10:33.63

 10  15  329
田代  空(中2)
ﾀｼﾛ ｿﾗ

相模原中等    ・神奈川 10:34.34

 11   8  330
和田  悠佑(中2)
ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ

相模原中等    ・神奈川 10:35.48

 12  16  319
和田谷  心那(中2)

ﾜﾀﾞﾀﾆ ｺﾅ
つくし野中    ・東　京 10:38.22

 13  12  313
飯塚  力斗(中2)
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｷﾄ

堺中          ・東　京 11:34.51

 14   9  314
雨宮  悠之(中1)
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾕｷ

堺中          ・東　京 11:47.37

  5  328
小菅  航大(中2)
ｺｽｹﾞ ｺｳﾀ

相模原中等    ・神奈川 DNS

 13  315
山本  琉生(中2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲ

つくし野中    ・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   6  316
瀬口  祥丸(中2)
ｾｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ

つくし野中    ・東　京  9:53.97

  2  11  331
清田  康貴(中3)
ｷﾖﾀ ｺｳｷ

相模原中等    ・神奈川  9:56.26

  3   7  312
田端  悠(中3)
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ

八王子・横山中・東　京  9:56.60

  4   1  320
西平  晃大(中2)
ﾆｼﾋﾗ ｺｳﾀ

つくし野中    ・東　京  9:58.08

  5   3  321
平山  藍斗(中2)
ﾋﾗﾔﾏ ｱｲﾄ

つくし野中    ・東　京  9:58.11

  6  14  304
杉山  諒(中2)
ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 10:14.13

  7  10  318
羽根木  就(中2)
ﾊﾈｷﾞ ｼｭｳ

つくし野中    ・東　京 10:19.65

  8   4  326
髙井  勇慶(中1)
ﾀｶｲ ﾕｳｷ

相模原中等    ・神奈川 10:30.68

  9   2  317
亀山  愛瑠(中2)
ｶﾒﾔﾏ ｱｲﾙ

つくし野中    ・東　京 10:33.63

 10  15  329
田代  空(中2)
ﾀｼﾛ ｿﾗ

相模原中等    ・神奈川 10:34.34

 11   8  330
和田  悠佑(中2)
ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ

相模原中等    ・神奈川 10:35.48

 12  16  319
和田谷  心那(中2)

ﾜﾀﾞﾀﾆ ｺﾅ
つくし野中    ・東　京 10:38.22

 13   2  305
新井  絢人(中2)
ｱﾗｲ ｱﾔﾄ

川崎・菅生中  ・神奈川 10:48.18

 14   1  309
濱子  優斗(中1)
ﾊﾏｺ ﾕｳﾄ

川崎・菅生中  ・神奈川 10:49.14

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 15   6  302
高崎  颯太(中2)
ﾀｶｻｷ ｿｳﾀ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 10:58.19

 16  15  306
勝田  敦麒(中1)
ｶﾂﾀ ｱﾂｷ

川崎・菅生中  ・神奈川 10:58.85

 17   8  308
久保木  慎平(中1)

ｸﾎﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ
川崎・菅生中  ・神奈川 11:00.36

 18  14  322
福井  徹也(中2)
ﾌｸｲ ﾃﾂﾔ

つくし野中    ・東　京 11:11.33

 19  12  324
谷口  永遠(中1)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾜ

つくし野中    ・東　京 11:29.31

 20  12  313
飯塚  力斗(中2)
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｷﾄ

堺中          ・東　京 11:34.51

 21  10  303
中原  靖仁(中2)
ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 11:41.27

 22   9  314
雨宮  悠之(中1)
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾕｷ

堺中          ・東　京 11:47.37

 23   5  323
若菜  康輝(中2)
ﾜｶﾅ ｺｳｷ

つくし野中    ・東　京 11:49.93

 24   7  327
西中  絆理(中1)
ﾆｼﾅｶ ﾊﾞﾝﾘ

相模原中等    ・神奈川 11:51.65

 25  11  310
安河  弘睦(中1)
ﾔｽｶﾜ ﾋﾛﾑ

川崎・菅生中  ・神奈川 12:23.09

 26   9  325
山崎  逞(中1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾏ

つくし野中    ・東　京 12:30.74

 27   3  311
吉川  櫂叶(中1)
ﾖｼｶﾜ ｶｲﾄ

川崎・菅生中  ・神奈川 12:30.78

 28   4  307
木村  優斗(中1)
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

川崎・菅生中  ・神奈川 13:17.34

凡例（DNS:欠    場）



女子一般・高校 ５０００ｍ 決勝 12月18日 11:50

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  401
吉田  葵(高1)
ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ

都立成瀬高    ・東　京 19:51.72

  2   2  402
岡田  奈月(高1)
ｵｶﾀﾞ ﾅﾂｷ

武蔵野北高    ・東　京 20:26.08

女子一般・高校 ５０００ｍＷ 決勝 12月18日 10:20

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11  614
杉山  佳愛(大3)
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｴ

東海大        ・東　京 24:17.72

  2   4  601
玉利  朱音(大3)
ﾀﾏﾘ ｱｶﾈ

東京学芸大    ・兵　庫 24:48.20

  3   7  603
井上  香里(大2)
ｲﾉｳｴ ｶｵﾘ

静岡陸協      ・静　岡 25:10.95

  4  10  602
数間  あかり(大1)

ｶｽﾞﾏ ｱｶﾘ
東京学芸大    ・福　島 25:39.02

  5   2  605
矢吹  彩音(大3)
ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾈ

国士舘大学    ・福　島 26:05.18

  6  13  607
小杉  ひかり(高2)

ｺｽｷﾞ ﾋｶﾘ
逗子高校      ・神奈川 27:28.08

  7  12  610
大出  真由(大1)
ｵｵｲﾃﾞ ﾏﾕ

昭和女子大    ・茨　城 27:29.45

  8   1  606
諸岡  明日佳(高1)

ﾓﾛｵｶ ｱｽｶ
長野工業高    ・長　野 27:57.84

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9  15  615
河口  緋留妃(高2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ
相模原中等    ・神奈川 29:04.96

 10  14  604
遊馬  歩翔(高2)
ｱｽﾏ ｱﾕﾊ

久喜高        ・埼　玉 29:49.48

 11   3  612
仲田  萌絵(高2)
ﾅｶﾀﾞ ﾓｴ

武蔵野北高    ・東　京 32:47.90

 12   9  613
矢野  陽菜(高1)
ﾔﾉ ﾊﾙﾅ

武蔵野北高    ・東　京 40:56.22

 13   5  608
嶋津  愛海(高1)
ｼﾏﾂﾞ ﾏﾘﾝ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 41:49.90

  6  609
中島  萌香(高3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ

和光国際高    ・埼　玉 DQ  *K2

  8  611
奥野  紗(中3)
ｵｸﾉ ｽｽﾞ

堺金岡南中    ・大　阪 DNS

女子中学 ３０００ｍ 決勝 12月18日  9:30

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  204
松田  悠楽(中2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾗ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 10:59.79

  2   9  212
吉村  こころ(中3)

ﾖｼﾑﾗ ｺｺﾛ
相模原中等    ・神奈川 11:14.23

  3   3  203
鈴木  結衣(中3)
ｽｽﾞｷ ﾕｲ

ＫＭＣ陸上ク  ・東　京 11:32.27

  4  10  206
菊地  花音(中2)
ｷｸﾁ ｶﾉﾝ

つくし野中    ・東　京 12:04.51

  5   1  211
橋本  怜(中2)
ﾊｼﾓﾄ ﾚｲ

相模原中等    ・神奈川 12:15.15

  6   2  205
矢澤  もも(中1)
ﾔｻﾞﾜ ﾓﾓ

堺中          ・東　京 12:16.49

  7  11  209
富田  眞叶(中1)
ﾄﾐﾀ ﾏｶﾅ

相模原中等    ・神奈川 12:19.50

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8   6  213
内藤  瑠菜(中3)
ﾅｲﾄｳ ﾙﾅ

相模原中等    ・神奈川 12:21.19

  9  13  210
寺西  優杏(中1)
ﾃﾗﾆｼ ﾕｱ

相模原中等    ・神奈川 12:55.87

 10   4  201
遊馬  柚翔(中2)
ｱｿﾏ ﾕｽﾞﾊ

さいたま城南中・埼　玉 13:14.46

 11  12  207 古内  碧(中1)
ﾌﾙｳﾁ ｱｵ

つくし野中    ・東　京 13:34.09

 12   7  208
松本  美咲(中1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻｷ

つくし野中    ・東　京 13:53.93

  5  202
坂元  唯花(中2)
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ

長野・辰野中  ・長　野 DNS

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)）


