
競技 No. 氏名 陸協 所属 2部 組 ﾚｰﾝ･ｵｰﾀﾞｰ
50 川人　敏志 宮　城 筑波大院 4
194 伊藤　太一 茨　城 茨城大院 5
48 梶谷　亮輔 鳥　取 筑波大院 6
479 竹井　尚也 京　都 東大院 7
49 西村　三郎 高　知 筑波大院 8
49 西村　三郎 高　知 筑波大院 予選 2 2
194 伊藤　太一 茨　城 茨城大院 予選 3 2

400m 51 近藤　崇裕 三　重 筑波大院 予選 3 2
310 嶋岡　浩明 千　葉 上智大院 予選 3 2
599 川﨑　正悟 千　葉 千葉大院 予選 4 2
538 柴田　幸樹 東　京 東工大院 予選 2 12
1 池上　聖史 宮　崎 国士大院 予選 3 12

5000m 1 池上　聖史 宮　崎 国士大院 決勝 41
ハーフマラソン 475 秋山　太陽 茨　城 東大院 決勝 74

50 川人　敏志 宮　城 筑波大院 2
476 小久保翔太 愛　知 東大院 3
52 大室　秀樹 茨　城 筑波大院 4
44 粟野　祐弥 山　形 日体大院 5
53 川邉　凱仁 東　京 筑波大院 6
45 赤木健太郎 兵　庫 日体大院 7
620 布田　健人 神奈川 横国大院 8
97 志田　　望 岩　手 東学大院 9
770 依田　幸裕 山　梨 山梨大院 4
63 山田　淳史 山　口 東海大院 5
45 赤木健太郎 兵　庫 日体大院 6
771 上條　俊之 山　梨 山梨大院 予選 1 18
1 池上　聖史 宮　崎 国士大院 予選 2 17
474 増田　結心 千　葉 東大院 14
136 佐久間貴弘 東　京 順大院 15
477 近藤　健一 三　重 東大院 16
133 東中　友哉 京　都 順大院 26
54 衛藤　　昂 三　重 筑波大院 27
132 石橋　哲也 京　都 順大院 28
47 石井　祐人 埼　玉 早大院 18
193 青栁　達也 茨　城 茨城大院 19
242 谷　　優樹 栃　木 首都大院 20
100 三村　瑞樹 長　野 東学大院 21
621 清水　　樂 静　岡 横国大院 24
56 中　宗一郎 岐　阜 筑波大院 25
623 松浦　　晨 茨　城 横国大院 26
478 佐渡　夏紀 秋　田 東大院 27
57 松下　翔一 兵　庫 筑波大院 28
66 小西　康道 北海道 東海大院 29
769 常盤　春輝 山　梨 山梨大院 30
55 大枝　優介 岡　山 筑波大院 31
622 新津　裕大 神奈川 横国大院 32
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56 中　宗一郎 岐　阜 筑波大院 18
46 益本　　悟 広　島 日体大院 19
621 清水　　樂 静　岡 横国大院 20
57 松下　翔一 兵　庫 筑波大院 21
98 横山　巧機 兵　庫 東学大院 22
622 新津　裕大 神奈川 横国大院 23
284 須田　　光 群　馬 群大院 27
480 佐々木　駿 石　川 東大院 28
134 黒田　章裕 大　阪 順大院 29
213 遠島　隆行 栃　木 埼大院 30
99 角田　光洋 東　京 東学大院 31
243 酒井　美孝 富　山 首都大院 32
131 宮内　育大 高　知 日大院 33
284 須田　　光 群　馬 群大院 27
129 犬伏　拓巳 北海道 日大院 28
60 前田　　奎 兵　庫 筑波大院 29
135 山瀬　貴雅 京　都 順大院 30
65 中津川真一 神奈川 東海大院 31
480 佐々木　駿 石　川 東大院 32
285 森尻　　貢 群　馬 群大院 33
99 角田　光洋 東　京 東学大院 34
59 水島　　淳 京　都 筑波大院 35
59 水島　　淳 京　都 筑波大院 20
135 山瀬　貴雅 京　都 順大院 21
619 久治　佑樹 神奈川 横国大院 22
58 保坂雄志郎 埼　玉 筑波大院 23
99 角田　光洋 東　京 東学大院 24
61 眞里谷健司 京　都 筑波大院 27
130 今田　直弥 長　崎 日大院 28
135 山瀬　貴雅 京　都 順大院 29
62 ﾎｱﾝ　ﾃｳｪﾝ 茨　城 筑波大院 30
284 須田　　光 群　馬 群大院 31
213 遠島　隆行 栃　木 埼大院 32

競技 No. 氏名 陸協 所属 1部 組 ﾚｰﾝ･ｵｰﾀﾞｰ
257 西野　愛梨 東　京 東学大院 予選 3 1
573 羽石　成美 栃　木 日女体大院 予選 4 1
257 西野　愛梨 東　京 東学大院 予選 2 2
150 松田　絵梨 長　崎 筑波大院 予選 3 2

3000mSC 151 中村真悠子 茨　城 筑波大院 決勝 18
580 小林　　翠 山　梨 山梨大院 22
152 榎本　優子 千　葉 筑波大院 23
155 山口　真未 茨　城 筑波大院 29
154 吉原　友理 茨　城 筑波大院 30
153 中野　　瞳 兵　庫 筑波大院 31

円盤投 37 酒井　　瞳 東　京 国士大院 決勝 19
やり投 36 右代　織江 北海道 国士大院 決勝 19
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