
 男子5000m

順位 ORD 氏名 所属 記録

ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾄ

1 29 廣澤 優斗 日本体育大学 14:03.79

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ

2 13 富永 椋太 日本体育大学 14:06.20

ﾀｶﾊﾏ ﾀｲｼ

3 14 髙濵 大志 日本体育大学 14:09.67

ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ

4 11 田中 慎梧 日本体育大学 14:18.37

ｷﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ

5 17 金城 岳 日本体育大学 14:18.62

ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘﾔ

6 16 杉本 訓也 日本体育大学 14:21.26

ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ

7 10 北脇 秀人 日本体育大学 14:21.32

ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ

8 24 山下 大毅 日本体育大学 14:22.39

ﾜﾀﾉ ｶﾝﾀ

9 22 渡野 幹大 日本体育大学 14:28.42

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳｺﾞ

10 12 松永 悠吾 日本体育大学 14:28.79

ｶﾜｲ ｴｲｷ

11 19 河合 瑛希 日本体育大学 14:30.75

ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｶﾞ

12 21 石川 龍芽 日本体育大学 14:30.91

ﾏﾂｳﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ

13 23 松浦 凛太郎 日本体育大学 14:31.34

ﾅｶﾀﾞ ｼﾞﾝ

14 7 中田 仁 日本体育大学 14:33.51

ﾐｿﾞｶﾐ ｹﾝｼﾝ

15 9 溝上 賢伸 日本体育大学 14:44.24

ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ

16 18 大谷 翼 日本体育大学 14:45.69

ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ

17 6 鈴木 克彦 日本体育大学 14:45.98

ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ

18 25 濱田 大翔 日本体育大学 14:49.91

ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀ

19 8 藤井 健太 日本体育大学 14:50.13

ｱｵｷ ﾘｸ

20 30 青木 陸 日本体育大学 14:53.79

ﾀｶﾞ ｹﾝﾄ

21 5 多賀 健人 日本体育大学 14:54.40

ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾔ

22 41 唐澤 剣也 群馬社福事業団 14:55.39 T11
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ

(伴)小林 光二
ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ

23 20 平野 亮 日本体育大学 14:56.67

ｷﾉ ｳｷｮｳ

24 26 吉野 右恭 日本体育大学 14:58.47

ﾐﾅｸﾁ ﾕｳﾄ

25 4 水口 裕斗 日本体育大学 15:00.87

ﾔﾏﾄｺ ｹﾝﾄ

26 3 山床 憲翔 日本体育大学 15:14.28

ｾｷ ﾕｳﾄ

27 36 関 優人 日本体育大学 15:29.32

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞﾝ

28 2 坂口 仁 日本体育大学 15:48.92

ﾎﾘｺｼ ﾀﾀﾞｼ

29 40 堀越 信司 NTT西日本 15:51.45 T12
ﾀｶｲ ﾄｼﾊﾙ

30 39 高井 俊治 D2C 16:00.09 T13
ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝｾｲ

31 1 小嶋 隼成 日本体育大学 17:04.73

ｵﾉｷ ｼｭﾝ

15 小野木 俊 日体大AC
ﾀｹｽｴ ﾅｵｷ

27 武居 尚輝 日本体育大学

ｺｲｹ ﾅｵｷ

28 小池 直己 日本体育大学

ｲｶﾞﾗｼ ｼｮｳｴｲ

31 五十嵐 翔英 日本体育大学

ｸﾛｻﾜ ｶｹﾙ

32 黒澤 翔 日本体育大学

ﾀﾅｶ ｺｳｷ

33 田中 孝樹 日本体育大学

ｱｲｶﾜ ﾀｸﾏ

34 相川 拓真 日本体育大学

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ

35 斉藤 陽輝 日本体育大学

ﾌｸﾂﾞｶ ｼｮｳﾀﾛｳ

37 福塚 翔太朗 日本体育大学

ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾀ

38 本間 亮太 日本体育大学

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子3000m
1組 2組
順位ORD 氏名 所属 記録 順位 ORD 氏名 所属 記録

ｲｶﾞｼﾗ ｺﾉｶ ｵｵｶﾞﾈ ﾐﾐ

1 43 猪頭 心花(中学1年) 御殿場中学校 10:33.73 1 44 大鐘 心美 埼玉栄高校 10:26.59

ｶﾜｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ﾑﾗｶﾐ ﾘﾉ

2 35 川口 桃花(2) 市立柏高校 10:36.11 2 36 村上 りの(1) 三浦学苑高校 10:28.60

ﾃﾝﾏﾔ ｺｺﾛ ﾓﾘ ﾐｸ

3 17 天満谷 心(2) 函館大妻高校 10:37.32 3 18 森 美空(3) DeNAアカデミー 10:29.99

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲ ｲﾁﾑﾗ ﾀﾏｷ

4 34 宮崎 真衣(1) 木更津総合高校 10:40.56 4 27 市村 珠季(3) 昌平高校 10:30.75

ﾑﾗﾀ ﾌｳｶ ﾋﾗﾉ ｲｸﾎ

5 6 村田 楓佳(1) 帝京科学大学 10:45.18 5 20 平野 生歩(3) 津商業高校 10:32.59

ｾｷｸﾞﾁ ｱﾕｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ

6 42 関口 歩花(1) 市立柏高校 10:47.31 6 35 小林 凜花(中3) 城南中学校 10:33.84

ｼﾝﾐｮｳ ﾕｽﾞｶ ｶﾜﾂﾗ ﾚｵﾅ

7 22 新明 百寿花(1) 市立柏高校 10:48.71 7 46 川面 怜緒菜(3) 松蔭大学 10:34.06

ｼｵﾐ ﾗﾝ ｵｵｷ ﾏﾅﾐ

8 31 塩見 蘭(2) 木更津総合高校 10:49.05 8 40 大木 愛実 埼玉栄高校 10:35.01

ｶｼﾞﾜﾗ ﾏﾕ ｻｻｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ

9 18 梶原 真由(1) 東京女子体育大学 10:53.76 9 33 笹島 優月(1) 市立船橋高校 10:37.18

ｽｷﾞﾀ ｻﾅ ﾋﾗｵｶ ｱﾔｶ

10 37 杉田 沙那(1) 市立船橋高校 10:54.00 10 2 平岡 彩花(2) 岡崎城西高校　 10:37.52

ﾑﾗｶﾐ ｾﾗ ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ

11 25 村上 星来(2) 市立柏高校 10:56.06 11 37 塚田 絢子(2) 中京学院大学 10:38.26

ﾊﾔｶﾜ ﾘｵﾝ ｼﾝｶｲ ﾙﾅ

12 12 早川 璃音(3) 東京女子体育大学 10:56.50 12 1 新開 月渚(1) 津商業高校 10:39.18

ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ ｶﾐｵｶ ｻﾔ

13 29 平野 夏海(2) 流通経済大学 10:56.69 13 4 上岡 紗彩(2) 市立柏高校 10:39.75

ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲｶ ｱﾀﾞﾁ ﾘﾉ

14 46 小栁 舞夏(3) 東京大学 10:56.83 14 8 安達 梨乃 埼玉栄高校 10:41.79

ｳｼﾉﾊﾏ ｱｽﾞﾐ ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ

15 20 牛之濱 杏美(1) 木更津総合高校 10:56.85 15 31 髙橋 心那(1) 川崎市立橘高校 10:43.58

ﾃﾗｶﾜ ﾅﾅ ﾏｻｷ ﾔﾔｺ

16 11 寺川 奈那(高１) 西高校 10:57.20 16 38 正木 埜耶子(1) 愛知高校 10:43.70

ｼﾊﾞｻｷ ﾐｽｽﾞ ｽｽﾞｷ ｱｵｲ

17 15 柴崎 美鈴(1) 東京女子体育大学 10:58.07 17 7 鈴木 碧依(2) 市立柏高校 10:46.02

ﾀｺｳ ﾏｵ ｲｼﾜﾀﾘ ﾐｶ

18 45 田幸 舞桜(3) 長野日本大学 10:58.62 18 42 石渡 未夏 埼玉栄高校 10:46.17

ﾅﾝﾌﾞ ﾋｶﾘ ｿﾄﾏ ﾕｲﾅ

19 40 南部 ひかり(1) 岡崎城西高校　 10:59.45 19 16 外間 結那(中3) 矢口中学校 10:46.41

ｶﾅﾀﾞ ﾏﾔ ｲﾜﾀﾆ ﾚｲﾅ

20 38 金田 茉耶(1) 岡崎城西高校　 11:05.09 20 6 岩谷 怜奈(3) 津商業高校 10:51.14

ﾓﾘ ﾁﾅﾐ ﾖｼｽﾞﾐ ｳﾐ

21 26 森 千菜実(3) 松蔭大学 11:05.16 21 29 吉住 羽美(1) 市立船橋高校 10:54.15

ｲｽﾞｵｶ ﾐﾕｳ ﾋﾗﾔｽ ﾓﾓｶ

22 21 出岡 美柚(1) 津商業高校 11:06.75 22 43 平安 桃香(1) 新潟医療福祉大学 10:55.23

ﾌｼﾞﾀ ｶﾉ ｳﾗｿﾞｴ ﾁｱｷ

23 28 藤田 栞野(2) 岡崎城西高校　 11:12.49 23 3 浦添 千章(1) 湘南高校 10:56.41

ｼﾝｶｲ ﾐｸ ﾓﾘ ﾁﾋﾛ

24 33 新開 美玖(2) 津商業高校 11:13.25 24 25 森 千紘(３) 岡崎城西高校　 10:56.95

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾈ ｲｼｻﾞｷ ｿﾉｴ

25 10 渡邉 心音(1) 市立船橋高校 11:14.41 25 26 石﨑 園絵(1) 市立船橋高校 10:59.07

ﾔﾊﾀ ﾐｸ ﾄｸﾀﾞ ﾐｸ

26 19 八幡 未来(3) 聖徳大学 11:15.30 26 28 徳田 美薫(1) 美方高校 11:00.23

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏﾅｶ ﾏﾂｻﾞｶ ｱﾘ

27 39 森口 まなか(1) 札幌創成高校 11:15.59 27 32 松坂 在里(1) 札幌創成高校 11:00.75

ﾑﾗﾏﾂ ｵﾄﾊ ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗ

28 30 村松 音波(1) 岡崎城西高校　 11:16.58 28 13 松本 夢来(2) 函館大妻高校 11:01.31

ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ｱﾕﾒ ﾌｸｼﾏ ﾐﾂｷ

29 23 大宮司 愛夢(1) 東京高校 11:18.15 29 41 福島 光姫(1) 東京実業高校 11:01.79

ｸﾗﾏｽ ﾕｳｷ ﾀｷｸﾞﾁ ﾐｸ

30 27 倉益 優希(2) 流通経済大学 11:24.01 30 39 瀧口 美玖(2) 市立船橋高校 11:03.64

ﾌｼﾞﾀ ｱｷ ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ

31 5 藤田 阿生(2) 市立船橋高校 11:25.49 31 34 高橋 実里 日立 11:09.91

ｱﾗｲ ﾕｽﾞ ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾅﾅﾐ

32 32 新井 ゆず(2) 松蔭大学 11:30.36 32 11 上別府 七実(2) 岡崎城西高校　 11:09.95

ﾊｼﾓﾄ ｱﾝｼﾞ ﾂｶﾓﾄ ﾎﾉｶ

33 14 橋本 杏紫(1) 岡崎城西高校　 11:33.58 33 15 塚本 帆乃花(1) 旭野高校 11:12.61

ｵｵｼﾏ ﾋﾅｺ ﾉｼﾞ ﾘﾘﾅ

34 4 大島 陽菜子(2) 本庄東高校 11:36.98 34 24 野地 琳々星(3) 本庄東高校 11:13.40

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｾﾅ ﾅｶｺﾞﾐ ﾓﾓﾈ

35 9 北林 星那(2) 秋田北鷹高校 11:39.25 35 14 中込 百音(1) 韮崎高校 11:17.56

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ

36 24 丸山 美幸(2) 新潟医療福祉大学 11:43.71 36 9 畠山 夢月(1) 秋田北鷹高校 11:18.55

ｻｶｶﾞﾐ ﾐｺﾊ ｶﾝﾀﾞ ﾕｷﾅ

37 1 阪上 美心羽(1) 国士舘大学 11:48.28 37 5 神田 幸奈(2) 立教大学 11:25.32

ｻﾙﾔ ｱﾙｶ ﾁｬﾉｷ ｻｴ

38 3 猿谷 歩香(1) 藤村女子高校 11:54.81 38 22 茶野木 彩瑛(2) 市立柏高校 11:30.51

ﾅﾘﾀ ﾓﾓｺ ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ

39 2 成田 桃子(１) 美方高校 11:56.66 39 12 田中 優里奈(2) 本庄東高校 11:37.01

ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｷ ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏｲ

7 長島 由季(1) 市立船橋高校 40 10 長浜 真衣(1) 中京学院大学 11:48.59

ｶﾈｺ ﾄﾓｶ ﾜﾀﾇｷ ﾘｳ

8 金子 友香(1) 本庄東高校 41 21 綿貫 理生(1) 本庄第一高校 12:12.40

ｲﾏｲ ﾘｻｺ ｵﾘﾀﾆ ﾕｳﾐ

13 今井 梨紗子(1) 土岐商業高校 19 折谷 優実(2) 岡崎城西高校　

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾘ ｵｵﾂﾎﾞ ﾐﾕ

16 小野寺 琳々(2) 木更津総合高校 23 大坪 美優(2) 水城高校
ｲｿﾀﾞ ﾕｳ ﾜﾀﾞ ﾅﾕ

36 磯田 優(1) 津商業高校 30 和田 奈弓(1) 東大阪大敬愛高校

ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ ｵｵｷﾀ ｶﾚﾝ

41 中村 美希(1) 市立船橋高校 45 大北 佳怜(1) 東大阪大敬愛高校

ﾄﾐﾀ ﾘｺ

44 富田 莉子(1) 松蔭大学

凡例  DNS:欠場



女子3000m

3組 4組
順位ORD 氏名 所属 記録 順位 ORD 氏名 所属 記録

ﾂﾁﾔ ｱｲｶ ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ

1 18 土屋 愛佳(2) 東京女子体育大学 10:09.78 1 20 鈴木 綾乃(2) 水城高校 9:54.78
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐｷ

2 16 鈴木 さくら(4) 東洋大学 10:13.16 2 26 畠山 美希(3) 中郷中学校 10:02.57

ﾎﾘ ｽﾐｶ ｶｸﾀ ﾓﾅ

3 13 堀 純花(3) 湘南台高校 10:16.27 3 40 角田 萌奈(2) 木更津総合高校 10:05.72

ﾐﾁﾀﾞ ｴﾏ ﾏｸﾀ ｱｽﾎ

4 34 道田 衣舞(2) 藤村女子高校 10:17.38 4 36 幕田 未来渉(3) 帝京科学大学 10:05.89

ﾀﾝﾄﾞ ﾙﾘ ｳｴﾀﾞ ｶﾅｴ

5 20 丹戸 瑠梨(3) 津商業高校 10:17.73 5 31 上田 佳苗(2) 旭野高校 10:06.74

ﾀｸﾞﾁ ｱｲﾘ ﾅﾏｲｻﾞﾜ ﾕﾅ

6 25 田口 愛栞(1) 三浦学苑高校 10:17.89 6 14 生井沢 優奈(2) 水城高校 10:09.44

ﾀﾅｶ ﾘｺ ﾏｽﾀﾞ ﾋﾏﾘ

7 2 田中 璃子(1) 東洋大学 10:18.15 7 45 増田 向日葵(2) 市立柏高校 10:09.82

ｶﾄｳ ﾐﾅﾐ ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｶ

8 11 加藤 みなみ(1) 本庄第一高校 10:19.49 8 16 杉山 陽香(2) 水城高校 10:10.85

ｶｷｼﾏ ｻﾝｺﾞ ｵｶﾀﾞ ｶﾉﾝ

9 19 柿島 珊瑚(2) 韮崎高校 10:21.41 9 13 岡田 華音(3) 錦城学園高校 10:12.07

ｴﾊﾞﾗ ｳﾐ ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕｲ

10 17 荏原 羽珠(2) 市立柏高校 10:22.91 10 34 二階堂 優衣(2) 帝京科学大学 10:12.14

ｱﾗｲ ｴﾘｶ ｷｸﾁ ｱﾝﾘ

11 37 新井 えりか(1) 東大阪大敬愛高校 10:24.88 11 10 菊池 杏梨(1) 東洋大学 10:13.61

ﾀｶｷﾞ ﾋﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ

12 6 高木 妃菜(2) 本庄第一高校 10:26.42 12 4 山田 晴華(１) 日本体育大学 10:16.01

ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ ﾅｶﾔｽ ﾜｶﾅ

13 45 杉本 桃香(1) 三浦学苑高校 10:29.06 13 7 中安 若菜(2) 中京学院大学 10:17.11

ｸﾏｶﾞｲ ﾓﾓｶ ｲｶﾞｼﾗ ﾌﾕｶ

14 47 熊谷 百花(4) 日本体育大学 10:29.09 14 44 猪頭 冬花(２) 御殿場西高校 10:17.95

ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾉ ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

15 43 黒田 彩乃(2) 本庄第一高校 10:29.12 15 27 野沢 悠(1) 松蔭大学 10:18.28

ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ

16 10 鈴木 瑞生(3) 日本体育大学 10:29.95 16 30 山本 理乃(1) 愛知高校 10:18.35

ﾊﾏﾀﾞ ｱｷ ｻｲﾄｳ ｺﾄﾈ

17 31 濱田 亜妃(2) 滑川中学校 10:30.15 17 5 齋藤 琴音(2) 水城高校 10:18.54

ｷﾇｶﾞﾜ ﾋﾅ ｱｵｷ ﾘｵﾅ

18 15 衣川 陽菜(３) 岡崎城西高校　 10:30.31 18 42 青木 里央菜(1) 本庄第一高校 10:18.59

ｶﾐﾔ ｻｷ ﾔﾉ ﾒｲ

19 40 神谷 咲希(2) 本庄第一高校 10:30.93 19 19 矢野 愛依(1) 健大高崎高校 10:19.27

ﾑﾄｳ ﾏｲｶ ﾅｶｼﾏ ｼｵﾅ

20 41 武藤 苺花(1) 岡崎城西高校　 10:31.32 20 11 中島 汐菜(1) 岡崎学園高校 10:19.39

ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾅ

21 1 高松 いずみ 東京メトロ 10:31.61 21 25 馬場 理奈(1) 会津高校 10:21.04

ﾖｼﾀﾞ ｼｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾅ

22 26 吉田 詩央(２) 日本体育大学 10:32.39 22 33 渡邉 悠希菜(1) 豊川高校 10:21.26

ｺｼﾞﾏ ｴﾅ ｴﾋﾞｻﾜ ﾋｶﾙ

23 14 小島 恵奈(2) 本庄東高校 10:33.20 23 23 海老澤 ひかる(3) 水城高校 10:21.34

ｶﾏﾉ ｱﾕﾐ ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾉ

24 38 鎌野 歩美(3) 東京女子体育大学 10:33.55 24 24 田口 綾乃(4) 帝京科学大学 10:23.29

ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕｳ ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｱ

25 3 野口 実祐(1) 市立柏高校 10:36.42 25 38 岡田 由愛(1) 長野日本大学 10:24.69

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ ｱｵﾔﾏ ﾕｶ

26 39 谷口 晴菜(2) 岡崎城西高校　 10:38.01 26 2 青山 由佳 東京メトロ 10:24.88

ﾊﾏﾉ ｱﾔｶ ﾔﾌﾞｳﾁ ｱﾕﾐ

27 9 濵野 彩花(1) 美方高校 10:39.73 27 22 藪内 あゆみ(3) 草津東高校 10:25.32

ｱﾍﾞ ﾕｱ ｼﾐｽﾞ ﾐｸ

28 5 阿部 優杏(2) 長野日本大学 10:42.08 28 18 清水 美来(3) 岡崎城西高校　 10:25.82

ﾅｶﾉ ﾌｳｶ ﾌｼﾞﾀ ﾐｸ

29 12 中野 風夏(2) 水城高校 10:43.82 29 3 藤田 未来(2) 秋田北鷹高校 10:29.62

ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾅ ﾆｼﾀﾞﾃ ﾙﾅ

30 4 松田 悠那(1) 秋田北鷹高校 10:44.55 30 6 西舘 瑠菜(2) 川崎市立橘高校 10:29.88

ﾅｶｼﾏ ﾅﾅﾐ ﾏｽｲ ﾊﾙﾅ

31 32 中島 七海(3) 土岐商業高校 10:45.80 31 37 舛井 遥南(2) 水城高校 10:30.47

ｵｸﾑﾗ ｽﾐｶ ｵｵｺｼ ﾕｲ

32 23 奧村 純夏 東京メトロ 10:46.51 32 35 大越 優衣(2) 水城高校 10:34.59

ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾐ

33 22 有賀 由紀恵(2) 中京学院大学 10:47.64 33 28 松本 怜美(3) 福島東高校 10:37.50

ﾅｶﾔ ｶﾉ ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾅ

34 28 中谷 佳乃(2) 本庄東高校 10:51.04 34 17 萩原 紗菜(1) 健大高崎高校 10:42.01

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｶ ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ

35 42 山本 朋佳(1) 聖徳大学 10:51.64 35 32 佐々木 希(2) 東京高校 10:43.83

ｵｶﾀﾞ ﾐｵ ﾂｼﾞ ﾁﾋﾛ

36 21 岡田 海緒 三菱UFJRC 10:57.75 36 15 辻 千尋(2) 愛知高校 10:44.28

ﾌﾙｶﾜ ﾕｱ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ

37 44 古川 悠茜(1) 愛知高校 10:57.95 37 29 松田 有加(1) 本庄第一高校 10:47.07

ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾅ ｳｻﾞﾜ ﾐﾅ

38 27 横山 純奈(2) 土岐商業高校 11:12.49 38 43 鵜沢 美奈(4) 千葉大学 10:47.75

ｲﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾞﾅ ｱﾋﾞﾙ ﾕｳﾅ

39 8 岩渕 涼那(1) 札幌創成高校 11:19.40 39 9 阿比留 悠奈(1) 中京学院大学 10:54.89

ｳｼﾛﾀﾞ ﾏﾕｺ ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ

40 30 後田 真結子(1) 岡崎学園高校 11:19.81 40 12 北沢 凜夏(2) 長野日本大学 11:14.42

ﾐﾔｼﾞﾏ ｽｽﾞﾘ ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞﾐ

41 36 宮島 涼浬(1) 本庄第一高校 11:31.58 41 21 松本 愛澄(1) 本庄東高校 11:45.41

ﾌﾙﾀ ｱﾔ ﾎﾝﾀﾞ ｻｸﾗ

7 古田 愛弥(1) 東海大学 1 本田 桜(1) 秋田北鷹高校

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾁｶ ｺﾑﾚ ｼﾞｭﾘ

24 小林 真知香(1) 玉川大学 8 小牟礼 珠璃(2) 拓殖大学
ﾕﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ ｼﾝﾄﾞｳ ｺﾊﾙ

29 湯田 向日葵 埼玉医科大学G 39 進藤 小春(2) 川崎市立橘高校

ﾛｸﾀﾝ ｶﾝﾅ ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅｶ

33 六反 栞奈(1) 東大阪大敬愛高校 41 山下 真央 キヤノンアスリートクラブ九州

ｼﾓｵｵｻｺ ﾋﾗﾘ ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉｴ

35 下大迫 葉里(1) 東大阪大敬愛高校 46 金城 野風(2) 沖縄カトリック高校

ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂｷ

46 横山 美月(1) 東大阪大敬愛高校
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女子3000m
5組 6組
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ｼｮｳｼﾞ ｺﾄﾐ ﾌｼﾞﾀ ｱｲｺ

1 8 庄司 琴美 愛知電機 9:47.53 1 2 藤田 愛子 愛知電機 9:41.92
ｲｼｶﾜ ｱｲ ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ

2 23 石川 藍(H3) ランナー塾 9:48.36 2 39 清水 杏夏(3) 昌平高校 9:42.18
ｲﾄｳ ｱｽｶ ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ

3 40 伊東 明日香(4) 東洋大学 9:50.62 3 22 吉田 香澄 愛知電機 9:44.72
ｺﾞﾄｳ ﾏｵ ｼﾉﾂﾞｶ ﾏｲ

4 10 後藤 舞桜(2) 昌平高校 9:53.81 4 14 篠塚 麻衣 ユニバーサルエンターテインメント 9:45.10
ｽｷﾞﾔﾏ ｱｽﾅ ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ

5 22 杉山 明沙 センコー 9:54.52 5 4 清水 愛実(1) 健大高崎高校 9:46.31
ｻﾄｳ ｱﾔﾉ ｸｼﾞﾗｲ ﾏｻﾐ

6 16 佐藤 彩乃(2) 昌平高校 9:55.18 6 27 鯨井 聖美(1) 東海大学 9:46.51
ｲｿﾉ ﾕｷ ｴﾋﾞﾅ ｶﾉﾝ

7 29 磯野 友希(2) 東京実業高校 9:55.67 7 12 蛯名 夏音(2) 昌平高校 9:46.69

ｱﾗｲ ｻｷ ｱｸﾀｶﾞﾜ ケイ

8 19 新井 沙希(3) 秦野高校 9:56.57 8 15 芥川 慧 日本体育大学 9:49.78
ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾘﾝ

9 1 阿部 ひなた(1) 大東文化大学 9:56.93 9 17 原田 まりん 豊田自動織機 9:51.58
ﾊﾔｼ ﾅﾕ ｵｻﾞﾜ ｺﾊﾈ

10 36 林 那優(2) 豊川高校 9:57.06 10 29 小澤 心羽(2) 日大三島高校 9:52.00
ﾀｶﾖｼ ﾓﾓｺ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｸﾗﾗ

11 3 高吉 ももこ(2) 岡崎城西高校　 9:57.74 11 31 立花 來星々(3) 矢巾北中学校 9:53.09
ｶｲ ｺﾄﾉ ｼﾗﾊｾ ｱﾔ

12 26 甲斐 琴乃(2) 岡崎城西高校　 10:00.25 12 1 白波瀬 彩(1) 立命館宇治高校 9:53.29
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾘ ｼﾗｶｼ ﾉﾘｺ

13 44 山口 莉理(2) 東洋大学 10:00.47 13 37 白樫 典子(3) 帝京科学大学 9:53.71
ｳｽｲ ｶﾉ ﾏﾂｵｶ ﾏｷ

14 17 臼井 香乃(1) 玉川大学 10:01.24 14 40 松岡 真姫(2) 本庄東高校 9:54.98
ｵｵﾀ ﾐﾕ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ

15 35 太田 実優 スズキ 10:05.35 15 38 渡邉 凛(1) 愛知高校 9:55.44
ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅ

16 37 福田 幸来(3) 玉川大学 10:06.56 16 30 雨宮 氷奈 東京メトロ 9:55.45
ﾖｼﾀﾞ ﾘﾎ ｽｽﾞｷ ﾃﾝｶ

17 30 吉田 莉帆(2) 豊川高校 10:06.83 17 13 鈴木 天華(2) 市立船橋高校 9:56.08
ｵｶﾀﾞ ﾁﾊﾅ ﾉﾓ ﾏﾐｻ

18 31 岡田 智花(4) 東洋大学 10:07.17 18 33 野茂 真美咲(2) 岡崎学園高校 9:56.31
ﾄｸﾞﾁ ｼｵﾘ ｻﾅﾀﾞ ｺﾉﾊ

19 6 戸口 しおり(1) 滑川中学校 10:07.21 19 21 眞田 木葉 東京メトロ 9:56.35
ｶﾅｶﾞﾜ ｺｺﾅ ｶﾜｻｷ ﾘﾂﾞｷ

20 28 神奈川 心菜(3) 下館南中学校 10:08.09 20 32 川﨑 椋月(3) 市立船橋高校 9:56.38
ﾂﾑﾗ ﾙｶ ｽｽﾞｷ ﾘｵ

21 2 津村 流香(3) 玉川大学 10:10.22 21 25 鈴木 凜皇(3) 中郷中学校 9:57.49
ｶﾅﾀﾞ ｴﾐ ﾐﾊﾗ ﾀﾏｷ

22 14 金田 衣望(3) 岡崎城西高校　 10:12.56 22 5 三原 環 ルートインホテルズ 9:58.27
ｵｵﾉ ﾐｻｷ ﾌｸﾀﾞ ｲｽﾞﾐ

23 18 大野 實咲(2) 東京高校 10:15.47 23 19 福田 泉美(3) 市立船橋高校 9:58.99
ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶ

24 11 佐藤 晴奈(2) 新潟医療福祉大学 10:16.77 24 7 青栁 朋花(3) 市立船橋高校 9:59.18
ｱﾈｻﾞｷ ﾘﾝ ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾔｶ

25 39 姉﨑 りん(2) 横手清陵学院高校 10:19.06 25 36 橋爪 彩夏(2) 川崎市立橘高校 10:00.65

ﾊﾞﾊﾞ ﾐｳ ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾖ

26 4 馬場 海羽(4) 玉川大学 10:19.38 26 11 飯田 和代(1) 市立船橋高校 10:04.06

ﾎ ｺﾅﾂ ﾏｽﾀﾞ ﾕﾅ

27 12 保 こなつ(3) 豊川高校 10:20.96 27 34 増田 優菜 センコー 10:05.80

ﾓﾛﾇｷ ﾋﾒﾉ ｸﾎﾞﾀ ｶｴﾃﾞ

28 9 諸貫 姫乃(1) 滑川中学校 10:22.10 28 28 久保田 かえで コモディイイダ 10:09.31

ﾂﾙｵｶ ﾕｳｷ ｵｶﾀﾞ ｸﾚｱ

29 20 鶴岡 優妃(3) 市立船橋高校 10:25.24 29 8 岡田 紅愛(1) 長野日本大学 10:09.48

ﾊｾｶﾞﾜ ｺﾉﾐ ｱﾗｲ ﾐﾜﾅ

30 24 長谷川 このみ(1) 東京高校 10:28.00 30 6 新井 美和菜(3) 昌平高校 10:12.97

ｱｶｲ ﾂｷ ﾑﾗ ﾄﾓｶ

31 5 赤井 月(1) 健大高崎高校 10:30.20 31 35 村 朋香(2) 帝京科学大学 10:13.32

ｲﾘﾔﾏ ﾋﾅﾉ ﾅﾗｵｶ ｺｺﾛ

32 34 入山 ひなの(2) 愛知高校 10:30.76 32 18 奈良岡 心 立命館宇治高校 10:17.63

ﾅｶﾑﾗ ﾙｶ ｲｼｶﾜ ﾁﾎ

33 32 中村 流歌(中3) 轟AC 10:43.46 33 10 石川 知歩(1) 立命館宇治高校 10:28.17

ｱｻｶ ﾘﾘ ﾂﾂﾞﾗ ﾏｲ

34 45 浅香 莉里(3) 健大高崎高校 11:14.86 3 黒葛 真愛(1) 川崎市立橘高校

ｺｼﾞﾏ ｾﾗ ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ

35 38 小嶋 聖來(1) 愛知高校 11:21.13 9 鈴木 愛美(3) 東大阪大敬愛高校

ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｺﾅ ﾆﾜ ﾊﾙﾅ

36 13 谷口 心渚(1) 滑川中学校 11:51.58 16 丹羽 遥奈(3) 昌平高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｶ ｲﾂｶｲﾁ ﾘﾎ

7 渡辺 笑夏(3) 市立船橋高校 20 五日市 莉歩(3) 立教大学
ﾌｼﾞｶﾜ ﾊﾙｶ ｲﾜｲ ﾗﾝ

15 藤川 遥 キヤノンアスリートクラブ九州 23 岩井 蘭(2) 市立船橋高校

ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ ｳﾒﾑﾗ ﾏﾅ

21 阿部 知宙(3) 東洋大学 24 梅村 茉那(1) 旭野高校
ｺﾞﾄｳ ｱｲｺ ﾋﾄﾂｶﾌﾞﾄ ｻｷｺ

25 後藤 藍子(3) 東洋大学 26 一兜 咲子(1) 大宮中学校
ｼｵﾉ ﾐﾕ

27 塩野 未侑(2) 東洋大学
ｴｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

33 江口 春姫(2) 東洋大学
ｽｽﾞﾑﾗ ｱｲﾅ

41 鈴村 愛菜(1) 愛知高校
ｻﾀｹ ﾕｲ

42 佐竹 結衣(3) 東洋大学
ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ

43 樋口 美久(1) 横手清陵学院高校

凡例  DNS:欠場
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ﾓｶﾔ ﾏｰﾀ

1 32 モカヤ マータ キヤノンアスリートクラブ九州 9:02.66
ｼｮｳｼﾞ ﾏｲ

2 34 荘司 麻衣 ユニクロ 9:24.09
ｲｹﾀﾞ ﾁｾﾉ

3 3 池田 悠音(1) 立命館宇治高校 9:26.49
ｲﾄｳ ﾅﾐ

4 37 伊藤 南美(3) 川崎市立橘高校 9:29.07
ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ

5 35 木下 紗那(3) 昌平高校 9:33.28
ﾔｽﾓﾄ ｶﾘﾝ

6 23 康本 花梨 ユニクロ 9:34.39
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ

7 20 近藤 希美(1) 東海大相模高校 9:35.76

ﾑﾗｶﾐ ｻﾗ

8 7 村上 彩楽(2) 川崎市立橘高校 9:35.99
ｺｳﾉ ﾊﾅ

9 31 河野 花(2) 東京高校 9:36.57
ﾅｶﾆｼ ﾘﾝｶ

10 6 仲西 梨花(2) 昌平高校 9:37.50
ﾖｼｲ ﾕｲ

11 38 吉井 優唯(2) 市立船橋高校 9:39.74
ｱｻﾋ ﾊﾙﾙ

12 18 朝日 春瑠(4) 日本体育大学 9:43.14
ｻｶﾓﾄ ﾅｵ

13 8 坂本 奈穂(2) 札幌創成高校 9:43.98
ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾗﾝ

14 33 杉浦 未蘭(2) 岡崎学園高校 9:44.69
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ

15 30 渡邉 葵(3) 長野日本大学 9:45.13
ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ

16 27 浜野 光(3) 本庄第一高校 9:48.09
ｱﾍﾞ ﾏﾙﾐ

17 13 阿部 円海(3) 横手清陵学院高校 9:49.41
ﾏﾂｳﾗ ｱｲ

18 25 松浦 亜依 キヤノンアスリートクラブ九州 9:49.86
ﾉｶﾞﾐ ﾅﾅ

19 4 野上 菜那(1) 東大阪大敬愛高校 9:50.06
ﾂﾁﾀﾞ ｶﾅ

20 29 土田 佳奈 埼玉医科大学G 9:50.21
ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

21 14 鈴木 理菜(3) 本庄第一高校 9:52.99
ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ

22 2 前田 彩花(2) 愛知高校 9:53.22
ﾓﾘ ｱﾔｶ

23 5 森 彩夏(3) 東京実業高校 9:53.40
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾎ

24 12 西澤 果穂 コモディイイダ 9:55.58
ﾁｭｳｺﾞ ｺﾊﾙ

25 1 中後 心晴(1) 市立船橋高校 9:55.90
ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ

26 19 柴田 桃花(1) 愛知高校 9:58.79
ｲｼｶﾜ ﾗﾝ

27 36 石川 蘭(3) 小樽西陵中学校 9:59.58
ﾎｿﾔ ﾐｽｽﾞ

28 9 細谷 美鈴(3) 川崎市立橘高校 10:02.49

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾘﾝ

29 22 藤岡 加梨 第一生命グループ 10:06.21

ｻﾄｳ ﾌｳﾜ

30 28 佐藤 鳳羽(2) 美方高校 10:07.45

ｳﾒｻﾞｷ ｶｱｲ

31 11 梅﨑 可愛(1) 拓殖大学 10:11.49

ｿﾄﾏ ﾚｲﾅ

32 39 外間 礼那(3) 東京高校 10:12.00

ｻｲﾄｳ ﾋﾌﾐ

33 24 齊藤 日歩美(3) 本庄東高校 10:12.91

ｽｽﾞｷ ﾋﾅ

34 40 鈴木 陽渚(2) 昌平高校 10:24.33

ｼﾞｭﾃﾞｨ ｼﾞｪﾌﾟﾝｸﾞﾃｨﾁ

10 ジュディ ジェプングティチ 資生堂
ｷﾞｭｳ ｶｴ

15 牛 佳慧(3) 拓殖大学
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｶﾘ

16 石澤 ゆかり 日立
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ

17 松下 輝来(2) 東海大諏訪高校

ｲﾏﾆｼ ｻﾖ

21 今西 紗世(3) 八木中学校
ﾏﾂｳﾗ ﾋﾅ

26 松浦 陽菜(1) 三浦学苑高校

凡例  DNS:欠場



女子5000m
1組 2組
順位ORD 氏名 所属 記録 順位 ORD 氏名 所属 記録

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ ｻｲﾄｳ ｱｷ

1 38 山口 あずさ(1) 帝京科学大学 17:21.45 1 9 齋藤 暁 しまむら 16:37.59

ｽｽﾞｷ ﾏﾐ ﾏﾅﾍﾞ ｱｷ

2 33 鈴木 真実 東京メトロ 17:23.11 2 22 真部 亜樹 ルートインホテルズ 16:47.57

ｵｵﾆｼ ｶﾎ ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾖ

3 24 大西 夏帆(3) 聖徳大学 17:26.70 3 30 大坪 沙代 TOTO 16:48.43

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ アベ ﾐｶｺ

4 27 中村 由奈(2) 日大三島高校 17:27.05 4 18 安部 実伽子 日本体育大学 16:57.29

ｽｽﾞｷ ｺﾅﾂ ｱｻﾋﾅ ｱｷﾉ

5 28 鈴木 こなつ(3) 新潟医療福祉大学 17:28.03 5 33 朝比奈 亜妃乃(4) 国士舘大学 17:04.81

ｵｵｻﾜ ﾕｲﾅ ｱｻﾀﾞ ﾊﾙｶ

6 30 大澤 由菜(4) 東京農業大学 17:31.71 6 32 浅田 遥香(3) 東京農業大学 17:05.70

ﾋｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ ｵｵﾇﾏ ｱｲ

7 35 樋口 穂南 東京メトロ 17:31.99 7 39 大沼 亜衣(2) 城西国際大学 17:06.22

ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ ｼｶﾅｲ ﾔﾖｲ

8 8 上田 絢加 東京陸協 17:35.33 8 15 鹿内 弥生 厚木陸協 17:07.33

ﾉﾀﾞ ﾙﾐ ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ

9 26 野田 るみ(1) 中京学院大学 17:42.65 9 25 林 愛望(2) 岡崎城西高校　 17:09.21

ｻﾅﾀﾞ ﾋｶﾙ ﾓﾘﾀ ｱﾕﾐ

10 11 眞田 ひかる(3) 日大三島高校 17:43.38 10 24 森田 歩実 センコー 17:09.68

ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷｶ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ

11 32 遠藤 咲果(3) 松蔭大学 17:48.05 11 20 髙橋 優菜 しまむら 17:10.03

ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｲ ｵｵﾆｼ ｾﾅ

12 31 水沼 結衣 埼玉医科大学G 17:48.52 12 13 大西 世那(2) 札幌国際大学 17:12.92

ｸﾛﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾌﾙﾀﾞﾃ ｼｵﾘ

13 23 黒田 なつみ GRlab関東 17:49.24 13 5 古舘 栞莉 花巻AC 17:13.38

ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾔｼﾞ ﾘｽﾞﾅ

14 7 木村 悠花(3) 松蔭大学 17:52.25 14 7 矢治 璃瑞奈(3) 東京女子体育大学 17:16.14

ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ ﾎﾘｵ ｶﾎ

15 40 岡田 優花(2) 中京学院大学 17:53.17 15 16 堀尾 和帆(4) 環太平洋大学 17:17.19

ﾌｶｻﾜ ﾐｽｽﾞ ｸﾎﾞﾀ ﾐｽﾞｷ

16 22 深澤 実鈴(2) 玉川大学 17:54.65 16 12 久保田 みずき コモディイイダ 17:17.74

ｱﾘﾓﾄ ｻﾔﾊ ﾓﾘｶﾜ ｱﾔﾒ

17 14 有本 爽羽(1) 国士舘大学 17:57.70 17 14 森川 彩夢(1) 松蔭大学 17:17.95

ﾖｼｵｶ ﾋﾄﾐ ﾓﾘｽﾞﾐ ｻｴ

18 17 吉岡 瞳(2) 聖徳大学 17:58.24 18 28 守角 彩絵(3) 東京女子体育大学 17:19.08

ﾅｶﾞｲ ｱｲﾅ ﾏｴﾉﾊﾗ ﾙｲ

19 6 長井 愛奈(1) 立教大学 18:00.98 19 27 前之原 瑠衣 TOTO 17:19.10

ﾏﾂｻﾞｷ ﾒｸﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴ

20 9 松﨑 愛(2) 東京農業大学 18:13.19 20 37 山本 千絵 スターツ 17:21.27

ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗ ﾀｶﾉ ﾐﾕｷ

21 34 藤田 咲良(2) 日大三島高校 18:17.16 21 3 髙野 美幸 埼玉医科大学G 17:22.23

ﾀﾅｶ ﾕﾏ ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ

22 2 田中 優麻(3) 新潟医療福祉大学 18:17.24 22 38 近藤 紗貴(4) 環太平洋大学 17:22.98

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾐﾎ ｶｼﾏ ﾆｲﾅ

23 5 海老原 美保(一般) AC・KITA 18:19.69 23 29 鹿嶋 仁渚(2) 大阪学院大学 17:31.12

ﾆｼｷ ﾈｲ ｶﾄｳ ﾚﾅ

24 25 錦 寧(1) 札幌国際大学 18:21.47 24 10 加藤 玲那(2) 城西国際大学 17:36.86

ｳｴﾉ ﾕｳｶ ﾖﾈﾊﾗ ﾁﾋﾛ

25 21 上野 夕夏(2) 松蔭大学 18:24.48 25 34 米原 千尋(2) 大阪学院大学 17:43.06

ｱﾏﾘ ﾊﾙｶ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾉﾉｶ

26 12 甘利 晴香(3) 東京農業大学 18:27.40 26 11 長峯 野々花 日立 17:45.44

ｶﾅﾓﾘ ﾊﾙｶ ｶﾏﾀ ｺﾏﾁ

27 20 金森 遥(4) 東京農業大学 18:39.88 27 1 鎌田 小町(2) 東京女子体育大学 17:57.32

ｲｹｶﾞﾒ ｱﾔﾐ ﾊｼｸﾞﾁ ﾘﾘｶ

28 10 池亀 綾実(一般) AC・KITA 18:41.81 28 4 橋口 凜花(2) 玉川大学 18:08.14

ﾂｶﾞﾜ ﾏｵ ｽｽﾞｷ ｴﾐﾘ

29 4 津川 真生(1) 城西国際大学 18:48.02 29 36 鈴木 笑理(1) 大阪学院大学 18:40.60

ﾌｼﾞｲ ｷﾖ ｵｶﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

30 18 藤井 聖(4) 東京農業大学 18:48.37 2 岡田 柚希(3) 大阪学院大学

ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ ｲﾜｲ ｻｷ

31 39 佐藤 楓(1) 松蔭大学 19:07.79 6 岩井 沙祈(1) 東海大学
ｵｶﾓﾄ ｴﾘ ｺﾏﾂ ﾅｺﾞﾐ

32 1 岡本 英里(2) 国士舘大学 19:24.48 8 小松 和(1) 東海大学
ｸｼﾀﾞ ｻﾕﾐ ﾊﾅﾉ ﾓﾓｺ

15 櫛田 沙弓(1) 東海大学 17 花野 桃子 日立
ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾂﾘ

36 飯田 夏生 日本学連クラブ 19 原田 まつり 第一生命グループ

ｵﾀﾞｷﾞ ﾋﾖﾘ ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ

3 小田木 陽和(1) 東京農業大学 21 村上 愛華 東京メトロ
ｻﾄｳ ﾊﾅﾙｲｰｽﾞ ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｶ

13 佐藤 華 ルイーズ(2) 城西国際大学 23 ?山 朋佳(1) 城西国際大学

ｲｲ ｴﾐﾎ ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ

16 伊井 笑歩(3) 武蔵野大学 26 田中 毬愛(2) 大阪学院大学

ﾈﾓﾄ ﾘﾘｶ ｽｽﾞｷ ﾏｵ

19 根本 梨里加(1) 城西国際大学 31 鈴木 麻少(3) 大阪学院大学

ﾀﾀﾞ ｼｵﾘ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕﾘ

29 多田 汐里(2) 城西国際大学 35 藤村 優李(1) 玉川大学
ﾑﾛﾔﾏ ﾕｳﾅ

37 室山 優奈(3) 東大阪大敬愛高校

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子5000m
3組 4組
順位ORD 氏名 所属 記録 順位 ORD 氏名 所属 記録

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾙ ｺﾞｼﾏ ﾘﾉ

1 21 小林 舞妃留(1) 大阪学院大学 16:15.28 1 18 五島 莉乃 資生堂 15:19.58

ﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾓﾓｶ

2 19 田邉 美咲 三井住友海上 16:17.92 2 21 川口 桃佳 豊田自動織機 15:40.86

ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ ｼﾞｭﾃﾞｨ ｼﾞｪﾌﾟﾝｸﾞﾃｨﾁ

3 29 金子 陽向(3) 川崎市立橘高校 16:18.32 3 16 ジュディ ジェプングティチ 資生堂 15:47.69

ﾂﾉ ﾕｳ ｻﾄｳ ﾅﾙﾊ

4 11 津野 優 ノーリツ 16:19.68 4 20 佐藤 成葉 資生堂 15:47.85

ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ ｶﾊﾞｻﾜ ﾜｶﾅ

5 17 寺島 優奈 ホクレン 16:20.13 5 6 樺沢 和佳奈 資生堂 15:50.07

ﾏｴﾀﾞ ｶｲﾝ ﾋﾀﾞｶ ﾕｷ

6 5 前田 海音 資生堂 16:22.13 6 29 日髙 侑紀 ルートインホテルズ 15:52.98

ｴｲﾅｶﾞ ﾘｵ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾉ

7 12 永長 里緒(1) 大阪学院大学 16:24.80 7 34 前田 梨乃 豊田自動織機 15:53.57

ﾎｻｶ ﾉｺｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ

8 39 保坂 野恋花 ホクレン 16:39.67 8 30 山口 遥(一般) AC・KITA 15:55.12

ｽｷﾞｳﾗ ﾎﾉｶ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾐ

9 36 杉浦 穂乃加 ニトリ 16:43.23 9 14 古川 結美 第一生命グループ 15:56.97

ﾓﾘ ﾕｲ ﾃﾞｼﾏﾙ ｺﾊﾙ

10 34 森 結唯(2) 松蔭大学 16:43.80 10 1 弟子丸 小春 積水化学 15:57.06

ﾌﾙｶﾜ ﾘｵﾝ ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾏｷ

11 13 古川 璃音 ニトリ 16:44.12 11 28 出水田 眞紀 第一生命グループ 15:57.59

ｽｶﾞﾉ ｷｮｳｶ ｲﾜﾃﾞ ﾚｲｱ

12 2 菅野 杏華 ニトリ 16:46.30 12 25 岩出 玲亜 千葉陸協 15:57.71

ｺｶﾞ ﾊﾅﾐ ｾｷﾔ ﾅﾂｷ

13 23 古賀 華実(3) 大阪芸術大学 16:49.03 13 13 関谷 夏希(M2) 大東文化大学 15:57.75

ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ ｶﾈｼｹﾞ ｼﾎ

14 33 西川 真由 スターツ 16:49.15 14 24 兼重 志帆 GRlab関東 15:57.77

ｶﾄｳ ｱﾔｶ ｱｵﾔﾏ ﾙｲ

15 37 加藤 綾華 ユニクロ 16:49.52 15 31 青山 瑠衣 ユニバーサルエンターテインメント 15:59.44

ﾉｻﾞｷ ﾋｶﾙ ｽｽﾞｷ ｱｵｲ

16 30 野崎 光(3) 大阪学院大学 16:50.52 16 8 鈴木 葵 ニトリ 15:59.49

ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ ﾅﾙﾀｷ ﾎﾉｶ

17 8 下山田 絢香(4) 椙山女学園大学 16:51.66 17 7 鳴瀧 ほのか シスメックス 15:59.96

ﾋﾗｼﾏ ﾐｸ ﾔﾀﾞ ﾐｸﾆ

18 18 平島 美来 ユニクロ 16:52.41 18 17 矢田 みくに デンソー 16:02.10

ｻｶﾞｸﾁ ｱｲﾜ ﾏﾁ ﾏﾘﾝ

19 38 坂口 愛和(2) 東京農業大学 16:54.53 19 32 町 碧海 スズキ 16:06.79

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾉﾉｶ ﾑﾛﾌｼ ｱｶﾘ

20 10 今泉 野乃香 埼玉医科大学G 16:54.98 20 5 室伏 杏花里 埼玉医科大学G 16:18.91

ﾜﾀﾞ ﾐﾐﾘ ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕﾐｶ

21 6 和田 美々里 積水化学 16:58.10 21 11 長濱 夕海香 ニトリ 16:19.74

ﾊﾔｶﾜ ｶﾅｺ ｾｷﾉ ｱｶﾈ

22 25 早川 可奈子 TOTO 17:01.43 22 23 関野 茜 コモディイイダ 16:19.96

ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ ｻｶﾓﾄ ﾁﾎ

23 7 高橋 ひより(4) 東京農業大学 17:01.74 23 12 坂本 ちほ ルートインホテルズ 16:23.64

ﾅｶﾞｲ ﾁｻﾄ ｺｳﾀﾞ ﾓｴ

24 1 永井 智里 資生堂 17:10.00 24 9 幸田 萌(1) 東京農業大学 16:26.89

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ ｷﾉｼﾀ ｻﾔ

25 26 飯島 理子 積水化学 17:11.26 25 3 木之下 沙椰 資生堂 16:28.52

ｶﾜｷﾀ ﾋﾅ ｶﾝﾀﾞ ﾐｻ

26 15 川北 陽菜 デンソー 17:16.93 26 4 神田 美沙 ルートインホテルズ 16:30.96

ﾊｶﾏﾀ ｶﾎ ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷｴ

27 27 袴田 華帆(3) 大阪学院大学 17:36.67 27 37 松村 幸栄 埼玉陸協　 16:31.87

ﾎｼﾉ ﾘﾝ ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ

28 4 星野 凜(1) 東海大学 17:42.48 28 10 白石 由佳子 ユニバーサルエンターテインメント 16:33.06

ｲﾘｴ ﾁﾊﾕ ﾓﾘ ｱｽﾐ

3 入江 ちはゆ(4) 大阪学院大学 29 15 森 彩純(2) 豊川高校 16:33.86

ｲﾏﾀﾞ ﾏﾘｴ ｷｸﾁ ﾕｳｺ

9 今田 麻里絵 キヤノンアスリートクラブ九州 30 2 菊地 優子 ホクレン 16:55.58

ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｼﾞｪﾘ

14 佐藤 千紘(2) 大阪学院大学 36 エリザベス ジェリ(2) 城西国際大学

ﾖﾀﾞ ｸﾙﾐ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｭﾘ

16 依田 来巳(1) 大阪学院大学 19 小笠原 朱里 デンソー
ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾗﾝ ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ

20 杉浦 未蘭(2) 岡崎学園高校 22 木村 友香 資生堂
ｸｼﾞﾗｲ ﾏｻﾐ ｷﾞｭｳ ｶｴ

22 鯨井 聖美(1) 東海大学 26 牛 佳慧(3) 拓殖大学
ﾑﾛﾌｼ ｶﾉﾝ ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵｺ

24 室伏 香音(4) 大阪学院大学 27 小泉 直子 デンソー
ﾌｸｲ ｻｷ ｻｶｼﾞﾘ ﾕｳｶ

28 福居 紗希 三井住友海上 33 坂尻 有花(4) 立命館大学
ｲﾄｳ ﾅﾐ ﾏｶﾗ ｱｵｲ

31 伊藤 南美(3) 川崎市立橘高校 35 真柄 碧 福井陸協
ｵｵﾂｶ ｴﾘｺ

32 大塚 英梨子 キヤノンアスリートクラブ九州

ﾊｷﾞﾉ ﾏｷ

35 萩野 真紀 ルートインホテルズ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権


