
【男子5000m】
性別 氏　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 記録

1 男 ドナルド　ミティ ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ﾐﾃｨ 中電工 1 13.34.67
2 男 東　優汰 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾀ 中電工 2 13.53.37
3 男 熊倉　優介 ｸﾏｸﾗ ﾕｳｽｹ ＮＤソフト 3 13.57.44
4 男 北村　友也 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ OBRS 4 13.58.58
5 男 齋藤　諒 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ ＮＤソフト 5 14.01.42
6 男 小室　翼 ｺﾑﾛ ﾂﾊﾞｻ 愛知製鋼 6 14.05.59
7 男 森井　勇磨 ﾓﾘｲ ﾕｳﾏ ひらまつ病院 7 14.07.55
8 男 山端　哲世 ﾔﾏﾊﾀ ﾃｯｾｲ 山陽特殊製鋼 8 14.10.71
9 男 福永　恭平 ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 広島経済大 9 14.12.78

10 男 嶋谷　鐘二郎 ｼﾏﾀﾆ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 関西大 10 14.14.35
11 男 片山　直人 ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾄ 環太平洋大 11 14.15.34
12 男 大髙　肇 ｵｵﾀｶ ﾊｼﾞﾒ 関西大 12 14.15.42
13 男 時岡　宗生 ﾄｷｵｶ ﾑﾈｵ 京都産大 13 14.16.07
14 男 中前　吉広 ﾅｶﾏｴ ﾖｼﾋﾛ 智辯和歌山高 14 14.22.70
15 男 塚本　亮司 ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ I.A.R.C 15 14.24.30
16 男 脇　健斗 ﾜｷ ﾀｹﾄ 環太平洋大 16 14.24.40
17 男 田中　誉也 ﾀﾅｶ ﾀｶﾔ GRlab 17 14.24.64
18 男 小嶋　郁依斗 ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 京都産大 18 14.26.09
19 男 前山　晃太郎 ﾏｴﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ ＮＤソフト 19 14.26.68
20 男 廣山　誉英 ﾋﾛﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ デンソー 20 14.32.23
21 男 岩田　直人 ｲﾜﾀ ﾅｵﾄ 滋賀陸協 21 14.32.28
22 男 永田　秀悟 ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ 京都府立大 22 14.34.25
23 男 大石　朝陽 ｵｵｲｼ ｱｻﾋ 京都産大 23 14.35.08
24 男 赤井　大樹 ｱｶｲ ﾀﾞｲｷ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ 24 14.35.55
25 男 櫻井　晃平 ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ 佛教大 25 14.37.04
26 男 大倉　秀太 ｵｵｸﾗ ｼｭｳﾀ ＮＤソフト 26 14.38.21
27 男 粟井　駿平 ｱﾜｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 京都産大 27 14.38.60
28 男 山﨑　寛太 ﾔﾏｻｷ ｶﾝﾀ 同志社大 28 14.39.45
29 男 山﨑　優希 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 広島経済大 29 14.42.12
30 男 久保　亮太 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 智辯和歌山高 30 14.42.60
31 男 福島　奈槻 ﾌｸｼﾏ ﾅﾂｷ エクセルAC 31 14.43.46
32 男 杉原　健吾 ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 環太平洋大 32 14.43.63
33 男 勝部　遼 ｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳ 環太平洋大 33 14.45.89
34 男 宮本　優希 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 智辯和歌山高 34 14.46.57
35 男 坂本　亘生 ｻｶﾓﾄ ｺｳｾｲ 関西大 35 14.46.72
36 男 川手　友希 ｶﾜﾃ ﾕｳｷ 智辯和歌山高 36 14.46.96
37 男 山﨑　大空 ﾔﾏｻｷ ﾀｸ 環太平洋大 37 14.47.04
38 男 佐野　圭 ｻﾉ ｹｲ 智辯和歌山高 38 14.47.12
39 男 林本　涼 ﾊﾔｼﾓﾄ ﾘｮｳ 環太平洋大 39 14.48.18
40 男 横田　吏功 ﾖｺﾀ ﾘｸ 広島経済大 40 14.48.65
41 男 吉成　啓介 ﾖｼﾅﾘ ｹｲｽｹ 京都産大 41 14.48.80
42 男 緒方　樹 ｵｶﾞﾀ ｲﾂｷ I.A.R.C 42 14.48.99
43 男 竹平　奏太 ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広島経済大 43 14.49.27
44 男 池村　剛 ｲｹﾑﾗ ﾂﾖｼ 関西大 44 14.49.77
45 男 大川　駿 ｵｵｶﾜ ｼｭﾝ 京都産大 45 14.50.96
46 男 岡　純平 ｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ GRlab 46 14.53.48
47 男 高橋　侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 広島経済大 47 14.53.54
48 男 合川　歩輝 ｱｲｶﾜ ｲﾌﾞｷ 智辯和歌山高 48 14.53.82
49 男 升田　和真 ﾏｽﾀﾞ ﾏｽﾞﾏ 佛教大 49 14.54.15
50 男 坂東　壮琉 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 関西大 50 14.54.53
51 男 大久保　颯汰 ｵｵｸﾎﾞ ｿｳﾀ 京都産大 51 14.54.54
52 男 嘉無木　悟 ｶﾑｷ ｻﾄﾙ I.A.R.C 52 14.54.64
53 男 佐々木　涼介 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 京都産大 53 14.55.06
54 男 松本　直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 同志社大 54 14.55.25
55 男 平田　碧 ﾋﾗﾀ ｿﾗ 比叡山高 55 14.55.30
56 男 大野　佳太朗 ｵｵﾉ ｹｲﾀﾛｳ 関西大 56 14.55.61
57 男 坂東　賢 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹﾝ 大阪大 57 14.55.98
58 男 野上　千尋 ﾉｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ 京都産大 58 14.56.82
59 男 清水　浩介 ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 同志社大 59 14.57.02
60 男 弓取　天喜 ﾕﾐﾄﾘ ﾃﾝｷ 京都産大 60 14.57.39
61 男 松本　拳志郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ 智辯和歌山高 61 14.57.76
62 男 嶋田　匠海 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 東海大大阪仰星高 62 14.58.03
63 男 岡久　広 ｵｶﾋｻ ﾋﾛｼ OBRS 63 14.58.27
64 男 多田　颯太 ﾀﾀﾞ ｿｳﾀ 京都産大 64 14.58.88
65 男 宮川　仁 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 京都産大 65 14.59.37
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【女子3000m】
66 女 田中　希実 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 豊田織機ＴＣ 1 8.40.84
67 女 弟子丸　小春 ﾃﾞｼﾏﾙ ｺﾊﾙ 積水化学 2 9.10.21
68 女 後藤　夢 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 豊田織機ＴＣ 3 9.16.89
69 女 高島　由香 ﾀｶｼﾏ ﾕｶ 資生堂 4 9.22.91
70 女 柴田　彩花 ｼﾊﾞﾀ ｱｲｶ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 5 9.23.97
71 女 松浦　亜依 ﾏﾂｳﾗ ｱｲ キヤノン 6 9.26.40
72 女 山下　瑞月 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 京都外大西高 7 9.26.81
73 女 高橋　明日香 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ JP日本郵政G 8 9.27.83
74 女 菊地　梨紅 ｷｸﾁ ﾘｸ 肥後銀行 9 9.28.41
75 女 福井　彩乃 ﾌｸｲ ｱﾔﾉ 京都外大西高 10 9.30.57
76 女 津熊　彩 ﾂｸﾏ ｱﾔ 大塚製薬 11 9.34.67
77 女 増田　優菜 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾅ センコー 12 9.35.80
78 女 酒井　想 ｻｶｲ ｺｺﾛ シスメックス 13 9.35.91
79 女 上村　琴 ｳｴﾑﾗ ｺﾄ 京都外大西高 14 9.36.79
80 女 柴田　さくら ｼﾊﾞﾀ ｻｸﾗ 京都外大西高 15 9.38.41
81 女 前田　海音 ﾏｴﾀﾞ ｶｲﾝ 資生堂 16 9.39.88
82 女 米澤　杏樹 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 17 9.44.18
83 女 大庭　結菜 ｵｵﾊﾞ ﾕｲﾅ シスメックス 18 9.44.33
84 女 村尾　綾香 ﾑﾗｵ ｱﾔｶ ダイハツ 19 9.46.02
85 女 内田　妃 ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ ノーリツ 20 9.49.28
86 女 川上　望華 ｶﾜｶﾐ ﾓｶ 京セラ 21 9.52.75
87 女 山下　真央 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅｶ キヤノン 22 9.54.36
88 女 橋本　茉渚 ﾊｼﾓﾄ ﾏｵ 京都外大西高 23 9.54.40
89 女 下林　暖 ｼﾀﾊﾞﾔｼ ﾉﾝ 京都外大西高 24 9.54.44
90 女 竹内　ひかり ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 立命館大 25 9.57.13

【女子5000m】
91 女 菅田　雅香 ｽｶﾞﾀ ﾐﾔｶ JP日本郵政G 1 15.31.60
92 女 平井　見季 ﾋﾗｲ ﾐｷ 肥後銀行 2 15.43.42
93 女 日髙　侑紀 ﾋﾀﾞｶ ﾕｷ ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 4 15.52.92 12/10EDCｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ
94 女 北川　星瑠 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 大阪芸術大 5 15.53.31
95 女 川北　陽菜 ｶﾜｷﾀ ﾋﾅ デンソー 6 15.53.92
96 女 星野　輝麗 ﾎｼﾉ ﾙﾙ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 7 15.53.97
97 女 池内　彩乃 ｲｹｳﾁ ｱﾔﾉ デンソー 8 15.54.00 12/10EDCｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ
98 女 山中　柚乃 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾉ 愛媛銀行 9 15.54.92 12/10EDCｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ
99 女 樺沢　和佳奈 ｶﾊﾞｻﾜ ﾜｶﾅ 資生堂 10 15.55.29

100 女 永長　里緒 ｴｲﾅｶﾞ ﾘｵ 大阪学院大学 11 15.55.68 12/10EDCｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ
101 女 山﨑　夢乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒﾉ ユニバーサル 12 15.56.77 12/10EDCｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ
102 女 木之下　沙椰 ｷﾉｼﾀ ｻﾔ 資生堂 13 15.57.70
103 女 野村　蒼 ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 積水化学 14 15.58.89
104 女 松本　夢佳 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ デンソー 15 15.59.22 12/10EDCｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ
105 女 松田　杏奈 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ デンソー 16 15.59.56 12/10EDCｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ
106 女 小泉　直子 ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵｺ デンソー 17 16.02.91
107 女 白石　由佳子 ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ ユニバーサル 18 16.03.59
108 女 鳴瀧　ほのか ﾅﾙﾀｷ ﾎﾉｶ シスメックス 19 16.05.01
109 女 堀江　美里 ﾎﾘｴ ﾐｻﾄ シスメックス 20 16.05.19
110 女 坂本　ちほ ｻｶﾓﾄ ﾁﾎ ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 21 16.08.34
111 女 小林　舞妃留 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾙ 大阪学院大 22 16.08.41
112 女 清水　萌 ｼﾐｽﾞ ﾓｴ ワコール 23 16.09.47
113 女 荻野　実夕 ｵｷﾞﾉ ﾐﾕ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 24 16.09.62
114 女 豊田　由希 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｷ 愛媛銀行 25 16.09.97
115 女 永岡　真衣 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｲ シスメックス 26 16.10.73
116 女 髙野　鈴菜 ﾀｶﾉ ｽｽﾞﾅ 肥後銀行 27 16.11.73
117 女 相原　美咲 ｱｲﾊﾞﾗ ﾐｻｷ ダイソー 28 16.12.01
118 女 松本　のぞみ ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ ダイソー 29 16.12.04
119 女 藤田　正由加 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕｶ ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 30 16.12.08
120 女 萩野　真紀 ﾊｷﾞﾉ ﾏｷ ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 31 16.12.26
121 女 前田　梨乃 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾉ 豊田自動織機 32 16.12.78
122 女 藤村　晶菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾅ ノーリツ 33 16.13.33
123 女 堤　好伽 ﾂﾂﾐ ｽﾐｶ 肥後銀行 34 16.13.95
124 女 土井　葉月 ﾄﾞｲ ﾊﾂﾞｷ JP日本郵政G 35 16.14.41
125 女 加藤　小雪 ｶﾄｳ ｺﾕｷ ダイソー 36 16.15.04
126 女 室伏　香音 ﾑﾛﾌｼ ｶﾉﾝ 大阪学院大 37 16.15.69
127 女 沼田　未知 ﾇﾏﾀ ﾐﾁ 豊田自動織機 38 16.19.35
128 女 小倉　稜央 ｵｸﾞﾗ ﾘｮｵ エディオン 39 16.21.45
129 女 長澤　日桜里 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋｵﾘ 積水化学 40 16.22.05
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130 女 萩原　柚乃 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾉ 岩谷産業 41 16.24.63
131 女 藤村　晴菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾅ ノーリツ 42 16.25.26
132 女 瀬川　帆夏 ｾｶﾞﾜ ｿﾖｶ シスメックス 43 16.25.70
133 女 中尾　有梨沙 ﾅｶｵ ｱﾘｻ メモリ－ド 44 16.26.70
134 女 平村　古都 ﾋﾗﾑﾗ ｺﾄ ダイソー 45 16.28.72
135 女 古原　夏音 ｺﾊﾗ ﾅﾂﾈ 大阪芸術大 46 16.28.74
136 女 加藤　美咲 ｶﾄｳ ﾐｻｷ ダイソー 47 16.29.72
137 女 北村　遥 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ スターツ 48 9.33.08
138 女 川村　楓 ｶﾜﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 岩谷産業 49 9.34.60
139 女 北脇　亮子 ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ シスメックス 50 9.36.32
140 女 津野　優 ﾂﾉ ﾕｳ ノーリツ 51 9.44.20
141 女 川上　さくら ｶﾜｶﾐ ｻｸﾗ ノーリツ 52 9.46.01
142 女 平野　文珠 ﾋﾗﾉ ｱﾔﾐ ノーリツ 53 9.47.20
143 女 松下　茉由 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾕ 肥後銀行 54 9.48.19

【女子10000m】
144 女 大東　優奈 ﾀﾞｲﾄｳ ﾕｳﾅ 天満屋 1 32.42.08
145 女 兼重　志帆 ｶﾈｼｹﾞ ｼﾎ GRlab 2 32.46.83
146 女 山本　明日香 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ エディオン 3 33.04.34
147 女 西谷　沙綾 ﾆｼﾀﾆ ｻﾔ ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ 4 33.04.76
148 女 渡邉　桃子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 天満屋 5 33.09.62
149 女 永長　里緒 ｴｲﾅｶﾞ ﾘｵ 大阪学院大 6 33.15.49
150 女 竹本　香奈子 ﾀｹﾓﾄ ｶﾅｺ ダイハツ 7 33.15.81
151 女 室伏　香音 ﾑﾛﾌｼ ｶﾉﾝ 大阪学院大 8 33.16.50
152 女 関谷　夏希 ｾｷﾔ ﾅﾂｷ 大東文化大 9 33.18.42
153 女 足立　由真 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾏ 京セラ 10 33.18.84
154 女 水口　　瞳 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ ユニクロ 11 33.32.54
155 女 長濱　夕海香 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕﾐｶ ニトリ 12 33.32.89
156 女 西田　留衣 ﾆｼﾀﾞ ﾙｲ 肥後銀行 13 33.35.96
157 女 棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ ﾎﾉｶ 大塚製薬 14 33.44.62
158 女 矢尾　桃子 ﾔｵ ﾓﾓｺ 関西外大 15 33.54.38
159 女 儀藤　優花 ｷﾞﾄｳ ﾕｳｶ 肥後銀行 16 33.57.63
160 女 今井　彩月 ｲﾏｲ ｻﾂｷ 大東文化大 17 33.57.83
161 女 不破　聖衣来 ﾌﾜ ｾｲﾗ 拓殖大 18 15.20.68
162 女 佐藤　成葉 ｻﾄｳ ﾅﾙﾊ 資生堂 19 15.33.73
163 女 長濱　夕海香 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕﾐｶ ニトリ 20 15.49.51
164 女 荘司　麻衣 ｼｮｳｼﾞ ﾏｲ ユニクロ 21 15.49.54
165 女 太田　琴菜 ｵｵﾀ ｺﾄﾅ JP日本郵政G 22 15.50.62
166 女 枚田　茉優 ﾋﾗﾀ ﾏﾕ ワコール 23 15.55.26
167 女 安井　絵理奈 ﾔｽｲ ｴﾘﾅ 岩谷産業 24 16.01.15
168 女 大塚　英梨子 ｵｵﾂｶ ｴﾘｺ キヤノン 25 16.01.50
169 女 尾方　星華 ｵｶﾞﾀ ｾｲｶ ユニクロ 26 16.05.31
170 女 西川　真由 ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ スターツ 27 16.13.54
171 女 杉浦　穂乃加 ｽｷﾞｳﾗ ﾎﾉｶ ニトリ 28 16.24.53
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