
※男子3部・女子2部に出場される方へ

競技 レース No 氏名 県 所属 組 ﾚｰﾝ・ｵｰﾀﾞｰ

決勝 71 九鬼　靖太(M2) 和歌山 筑波大院 3

決勝 570 伊藤　亮輔(M2) 静　岡 東工大院 4

決勝 266 安部　文隆(M2) 群　馬 群大院 5

決勝 72 西村　三郎(M2) 高　知 筑波大院 6

決勝 266 安部　文隆(M2) 群　馬 群大院 1 2

決勝 72 西村　三郎(M2) 高　知 筑波大院 2 2

決勝 36 野上　政彦(M2) 神奈川 順大院 3 8

決勝 154 山岡　卓弥(M2) 三　重 日大院 4 8

１５００ｍ 決勝 30 清沢　創一(M2) 長　野 東学大院 2 14

５０００ｍ 決勝 73 丹治　史弥(M2) 奈　良 筑波大院 39

１００００ｍ 決勝 31 三上　哲史(M2) 青　森 東学大院 45

ハーフマラソン 決勝 31 三上　哲史(M2) 青　森 東学大院 118

決勝 75 川邉　凱仁(M1) 東　京 筑波大院 3

決勝 1 粟野　祐弥(M1) 山　形 日体大院 4

決勝 33 志田　望(M1) 岩　手 東学大院 5

決勝 74 大室　秀樹(M1) 茨　城 筑波大院 6

決勝 569 伊東　成晃(M2) 北海道 東工大院 3

決勝 669 依田　幸裕(M1) 山　梨 山梨大院 4

決勝 83 石井　祐人(M1) 埼　玉 早大院 5

決勝 73 丹治　史弥(M2) 奈　良 筑波大院 1 16

決勝 31 三上　哲史(M2) 青　森 東学大院 2 16

決勝 560 瀧川　朗(M1) 兵　庫 東大院 51

決勝 37 田口　雄助(M2) 福　島 順大院 52

４×４００ｍ 決勝 電通大院 学　連 2 1

決勝 76 衛藤　昴(M1) 三　重 筑波大院 18

決勝 38 石橋　哲也(M1) 京　都 順大院 19

決勝 32 岩科　伶(M1) 茨　城 東学大院 20

決勝 718 谷　優樹(M1) 栃　木 首都大院 17

決勝 196 青柳　達也(M1) 千　葉 茨城大院 18

決勝 83 石井　祐人(M1) 埼　玉 早大院 19

決勝 77 松下　翔一(M2) 兵　庫 筑波大院 25

決勝 116 木村　考宏(M2) 茨　城 国武大院 26

決勝 3 相前　有哉(M2) 群　馬 国士大院 27

決勝 659 清水　樂(M1) 静　岡 横国大院 28

決勝 670 常盤　春輝(M1) 山　梨 山梨大院 29

決勝 561 武安　光太郎(D3) 東　京 東大院 20

決勝 77 松下　翔一(M2) 兵　庫 筑波大院 21

決勝 29 横山　巧機(M1) 兵　庫 東学大院 22

決勝 659 清水　樂(M1) 静　岡 横国大院 23

決勝 3 相前　有哉(M2) 群　馬 国士大院 24

決勝 78 林　陵平(M2) 山　形 筑波大院 25

決勝 2 益本　悟(M1) 広　島 日体大院 26
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男子2・3部または女子1・2部合同レースの場合、タイムレース1組・2組と表示されていても、

必ずしもレースにおいて1組・2組であるとは限りません。

必ず以下の表で組・レーンを確認するようにしてください。

<男子3部>



決勝 153 宮内　育大(M1) 高　知 日大院 29

決勝 265 村木　瑞穂(M2) 秋　田 群大院 30

決勝 34 加藤　和樹(M2) 愛　知 東学大院 31

決勝 79 久次米　裕介(M2) 徳　島 筑波大院 32

決勝 81 前田　奎(M1) 兵　庫 筑波大院 23

決勝 264 森尻　貢(M1) 群　馬 群大院 24

決勝 151 犬伏　拓巳(M1) 北海道 日大院 25

決勝 80 小野　真弘(M2) 三　重 筑波大院 26

決勝 34 加藤　和樹(M2) 愛　知 東学大院 24

決勝 658 久治　佑樹(M2) 神奈川 横国大院 25

決勝 265 村木　瑞穂(M2) 秋　田 群大院 26

決勝 82 小林　龍太(M2) 長　野 筑波大院 27

決勝 272 遠島　隆行(M1) 栃　木 埼大院 19

決勝 35 石川　淳太郎(M2) 栃　木 東学大院 20

決勝 150 稲垣　裕太(M2) 埼　玉 大東大院 21

決勝 152 今田　直弥(M1) 長　崎 日大院 22

競技 レース No 氏名 県 所属 組 ﾚｰﾝ・ｵｰﾀﾞｰ

１００ｍ 決勝 191 中野　瞳(M1) 兵　庫 筑波大院 1 1

４００ｍ 決勝 192 松田　絵梨(M1) 長　崎 筑波大院 3 1

１５００ｍ 決勝 193 中村　真悠子(M1) 静　岡 筑波大院 1 16

決勝 196 上田　美鈴(M1) 福　井 筑波大院 1 1

決勝 551 羽石　成美(M1) 栃　木 日女体大院 2 1

４００ｍＨ 決勝 192 松田　絵梨(M1) 長　崎 筑波大院 4 2

決勝 191 中野　瞳(M1) 兵　庫 筑波大院 32

決勝 194 吉原　友理(M1) 茨　城 筑波大院 33

決勝 194 吉原　友理(M1) 茨　城 筑波大院 28

決勝 552 橘　香住(M2) 愛　媛 日女体大院 29

決勝 338 遠藤　園子(M2) 宮　城 茨城大院 30

円盤投 決勝 195 髙橋　亜弓(M2) 宮　城 筑波大院 18

やり投 決勝 87 右代　織江(M1) 北海道 国士大院 20
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<女子2部>


