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〜公認の部〜 

≪⼤会及び競技注意事項≫ 
 
１. 規則について 

z 本記録会は 2022年度⽇本陸上競技連盟競技規則及び競技注意事項により実施する。 
 
２. ⼤会会場の使⽤について 

(１) 駐⾞場について 
z P3中央第一駐⾞場と P4中央第⼆駐⾞場が利⽤可能。（「駐⾞場について」参照） 
z 駐⾞料金については町⽥市野津⽥公園駐⾞場案内を参考にすること。 

URL 
⼤型⾞については P4 中央第⼆駐⾞場のみが利⽤可能。 

z 駐⾞にあたっては、北口からの⼊場を推奨する。 
(２) 待機場所、更衣室について 

z 待機場所は 2階コンコース及び 2階デッキ口横のみ利⽤を許可する。（「待機場所について」参照） 
z 更衣室として、1階更衣室が利⽤可能。（「更衣室について」参照） 

(３) 会場の⼊退場について 
z ⼊退場は正⾯玄関のみとする。 
z 競技場内に⼊場する者は、必ず検温を行う。 
z 競技場の⼊退場時には、設置されたアルコール消毒液を使⽤し消毒を行うこと。 
z 関係者を含む全ての来場者は、レースが終了次第、速やかに競技場内から退場すること。 

(４) 観覧席の利⽤について 
z 観戦には無料チケットの取得が必要。詳しくはアスリートキャリアセンターHPを参照。 

URL：https://www.acckizuna.com/watchinggames  
z 観客は、原則メインスタンドのみ⽴ち⼊りを許可する。ただし、⼈と⼈の間隔を２席程度空けるこ
と。 

z ⼤会関係者及び観客による撮影を許可する。ただし、YouTube等動画サイトへレースの模様をその
まま投稿することはお控えください。 

(５) ウォーミングアップについて 
z 競技場外のジョギングコースが利⽤可能。ただし、一般の利⽤者を最優先とし、集団⾛行は禁止と
する。 

z 競技場内で流しを行う場合は、バックストレートのみ利⽤を許可する。 
(６) 選⼿について 

z 競技種⽬の 1組⽬を除き、著しい周回遅れが発⽣した場合には、競技運営の観点から競技を中断し
ていただくことがある。（競技中断の⽬安としては、5000mでは 3000m通過までの間の周回遅れ） 

z レースが終わった者から速やかに競技場内から退場すること。ただし、1位の選⼿はゴール後、イ
ンタビュー、表彰を実施予定。 

(７) YouTube配信について  
z YouTube「Team KIZUNA」チャンネルにて、本記録会の様子を⽣配信予定。 

   URL：https://www.youtube.com/channel/UCC4pone6U76Md0AbDufYMvg 
 

https://www.acckizuna.com/watchinggames
https://www.youtube.com/channel/UCC4pone6U76Md0AbDufYMvg


 
３. 団体受付、競技者の招集・棄権について 

(１) 団体受付について 
z 全参加団体は、競技場到着時に必ず団体受付を行うこと。 
z 団体受付は、代表者１名が行うこと。（個⼈で出場される⽅についても同様） 
z 団体受付は、1階正⾯玄関にて行う。(個⼈で出場される⽅についても同様) 

(２) 招集、ナンバーカード・腰ゼッケンについて 
z 一次招集は、各レースのスタート時間 30分前から行い、15分前完全完了とする。正⾯玄関（トラ
ック側）で腰ゼッケンの配布、使⽤シューズの確認を行う。ただし、出場選⼿本⼈が行うこと。尚、
一次招集に遅れた者は失格（棄権）とする。 

z 最終招集は、各レースの 5分前にて、スタート地点で行う。 
z ナンバーカードは各自で⽤意し、プログラム記載のレーンナンバーを⽩地に黒数字で明確に書き、
胸部と背部につけること。（⼤きさ：縦 16cm以内×横 24㎝以内、字の太さ：2㎝） 

z 腰ゼッケンは、パンツの右側に判定カメラから明確に認識できるよう取り付けて、レースに出場す
ること。腰ゼッケンはゴール後返却する。 

 
４. その他 

(１) 競技会運営上の連絡事項及び追加注意事項（競技⽇程変更等）が発⽣した場合は、アナウンスにて各参
加団体に連絡を行う。 

(２) 競技結果または行為に関する抗議がある場合は、速報発表後 30 分以内に⼤会参加申し込み責任者が受
付に申し出ること。 

(３) 盗難・紛失について 
主催者側で発見した物品については、一時保管（一か月）するが、その他について一切の責任を負わな
い。 

(４) 器具の破損については、破損者の団体で料金を負担すること。 
(５) 競技中の事故等について 
競技の傷害については、応急処置は主催者側で行うが、それ以後の責任は一切負わない。参加者は各自
で「スポーツ傷害保険」には、必ず加⼊しておくこと。 

(６) 本競技会の HP更新のお知らせ 
プログラム編成及びナンバー、結果等は下記にて確認をお願いします。 
z スタートリストを⼤会３⽇前までに当公式 HP（ACC、お問い合わせ先参照）に公開する。 
z ⼤会当⽇の速報結果は Twitter（@team_kizuna_20）で行う。 
z 公式⼤会結果は、⼤会３⽇後以内に当公式 HPに公開する。尚、競技会終了後３⽇以内に記録公認
申請を行う。 

(７) 会場では、役員の指示や注意書き等に従って行動すること。 
(８) 本記録会は SDGs（持続可能な開発⽬標）への取り組みの一環として、紙の廃止・電子化（体調チェッ
クシート、プログラム等）を行っております。 

(９) その他、不明な点は下記連絡先及び当⽇に⼤会受付にて問い合わせること。 
＜担当・お問い合わせ先＞ 
アスリートキャリアセンター絆ランニング倶楽部 事務局 伊藤雅一 
電話番号：090-9192-8125  メール：kizuna.taikai@gmail.com 
ACCホームページ： https://www.acckizuna.com 

ACC公式ホームページ 

kizuna.taikai@gmail.com
https://www.acckizuna.com/


 
� 駐⾞場について

 
  



� 待機場所について 
 メインスタンド 2階のコンコース（下図参照、ただし階段やトイレ等の出⼊口付近を除く）、2階デッ
キ口横（下図★マーク）が利⽤可能。 

  （1F） 



1. 更⾐室について 
1階更衣室が利⽤可能。（下図参照） 

 
 

2. 競技場内について 
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≪新型コロナウィルス拡散防⽌対策について≫ 
 
◎マスク（アップとレース以外はマスクを着⽤すること） 
 
１. 競技場来場までに 

z 体調チェック項⽬（Googleフォーム）を来場までに記⼊してください。 
選⼿⽤・スタッフ⽤ 
https://docs.google.com/forms/d/1rF86pVm-s1mB4bVpQdM21WSOCnZrKE9JAMODm4Xd1yg/edit 
観客・報道⽤ 
https://docs.google.com/forms/d/18EzDzNxIpZE6kdZVSxY4K4IOx13-qjQvn-b2UUZhamo/edit 
 
 

２. 競技場⼊場の際に 
(ア) 指先消毒励行 
こまめに⼿洗いまたは⼿指の消毒を行ってください。 

(イ) 受付にて体温測定 
(ウ) 報道関係者は⼊場時受付での検温終了後ビブスを受けとり、退場時受付へ返却。 
 

３. ご注意いただきたいこと 
z ゴミは全てお持ち帰りください。 
z 咳をする際には、咳エチケットにより⾶沫を⾶ばさないようにしてください。 
z 三密（密閉空間、密集場所、密接場⾯）を避けてください。 
z ⼤会終了後も体調管理に⼗分ご注意ください。競技会終了後、２週間以内に発熱などの症状があった場
合には最寄りの保健所、医師会、診療所等に報告・相談後、必ず⼤会主催者に報告してください。 

    
  応援スタイルについて 
  新型コロナウィルス拡散防止対策のため、観客の皆さまには、⾶沫感染・接触感染につながる行為もしくは     
  そのリスクがある行為をお控えいただきますようご理解とご協⼒をお願いいたします。                   
  尚、以下の行為は禁止いたします。 

z ⼈と接触する応援 
z 「密」を作る応援 

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1rF86pVm-s1mB4bVpQdM21WSOCnZrKE9JAMODm4Xd1yg/edit
https://docs.google.com/forms/d/18EzDzNxIpZE6kdZVSxY4K4IOx13-qjQvn-b2UUZhamo/edit


第6回絆記録挑戦会 確定版

2022年7⽉9⽇(⼟)

【競技⽇程】 ★のついている組は優勝景品を⽤意しております。

開始 完了

17:30 男⼥ 1500m 1 4 17:00 17:15 アスリートキャリアセンター認定の部

17:50 男⼦ 5000m 1 34 17:20 17:35

18:10 男⼦ 5000m 2 34 17:40 17:55

18:30 男⼦ 5000m 3 33 18:00 18:15 【 ★コラントッテ杯】

18:50 男⼦ 5000m 4 34 18:20 18:35 【 ★ライズTOKYO杯】

19:10 男⼦ 5000m 5 31 18:40 18:55 【 ★妙⾼市杯】

★スポンサー杯

公認の部

競技時刻 種⽬ 組 ⼈数
招集

部⾨



男⼦5000m 確定版

1組 17:50開始 申請タイム：14'50~19'00

ORD ⽒名 所属 陸協

1 松下 稜 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳ 三好市陸協 徳島

2 篠原 亮太 ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 放送⼤関⻄ ⼤阪

3 ⽩坂 秀⻁ ｼﾗｻｶ ﾋﾃﾞﾄﾗ 2 亜細亜⼤学 東京

4 中坂 洸晟 ﾅｶｻｶ ｺｳｾｲ 3 駿河台⼤学 徳島

5 ⾼⽊ 元郁 ﾀｶｷ ﾓﾄｲ 2 駿河台⼤学 広島

6 永井 蒼⼰ ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ 1 駿河台⼤学 ⻑野

7 柏俣 海⽃ ｶｼﾜﾏﾀ ｶｲﾄ 3 駿河台⼤学 埼⽟

8 芝上 丞乃助 ｼﾊﾞｳｴ ｼﾞｮｳﾉｽｹ 2 駿河台⼤学 ⿅児島

9 岡⽥ ⿓聖 ｵｶﾀﾞﾘｭｳｾｲ 4 駿河台⼤学 栃⽊

10 ⽯井 琉聖 ｲｼｲ ﾘｭｳｾｲ 2 明治⼤学陸上同好会 伊勢原市

11 有福 悠汰 ｱﾘﾌｸ ﾕｳﾀ 東京陸協 東京

12 ⼤和⽥ 純平 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 3 中部⼤第⼀⾼等学校 愛知

13 有本 輝 ｱﾘﾓﾄ ﾋｶﾙ 1 国⼠舘⼤学 和歌⼭

14 島岡 優 ｼﾏｵｶ ﾕｳ 3 駿河台⼤学 千葉

15 下村 柊太郎 ｼﾓﾑﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ 2 駿河台⼤学 埼⽟

16 阿久津 隼司 ｱｸﾂ ｼｭﾝｼﾞ 1 駿河台⼤学 群⾺

17 稲光 希⻯ ｲﾅﾐﾂ ｷﾘｭｳ 1 駿河台⼤学 神奈川

18 瀬川 晃成 ｾｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 2 駿河台⼤学 兵庫

19 ⾦⼭ 裕⽣ ｶﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 東京陸協 東京

20 中野 康太郎 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 4 学習院⼤学 神奈川

21 ⼤貫 冬翔 ｵｵﾇｷｶｽﾟﾄ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

22 望⽉ 朝陽 ﾓﾁﾂﾞｷｱｻﾋ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

23 南澤 道⼤ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾐﾁﾋﾛ 1 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

24 岡⼾ 優⻁ ｵｶﾄﾞﾏｻﾄﾗ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

25 ⼭添 智広 ﾔﾏｿﾞｴ ﾄﾓﾋﾛ 2 明治⼤学陸上同好会 東京

26 管原 英⼈ ｽｶﾞﾊﾗ ｴｲﾄ 東京都陸上競技連盟 東京

27

28 横⽥ 知⼰ ﾖｺﾀ ﾄﾓｷ 2 ⻘⼭学院⼤学 東京

29 ⽯原 正翔 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄ 1 ⻘⼭学院⼤学 千葉

30 松下 勇樹 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 ⻑崎

31 野村 昭夢 ﾉﾑﾗ ｱｷﾑ 2 ⻘⼭学院⼤学 ⿅児島

32 ⽚⼭ 宗哉 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾔ 2 ⻘⼭学院⼤学 愛知

33 宮坂 ⼤器 ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ 4 ⻘⼭学院⼤学 埼⽟

34 平塚 宏伸 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1 東京経済⼤学 千葉

35 ⽥中 悠登 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 2 ⻘⼭学院⼤学 福井



男⼦5000m 確定版

2組 18:10開始 申請タイム：14'40~14'49

ORD ⽒名 所属 陸協

1 加藤 直⼈ ｶﾄｳ ﾅｵﾄ 埼⽟陸協 埼⽟

2 内⽥ 翔也 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾔ 1 東京経済⼤学 ⿅児島

3 根本 樹 ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ 1 東京経済⼤学 埼⽟

4 曽根 直也 ｿﾈ ﾅｵﾔ 1 東京経済⼤学 神奈川

5 ⽥中 暁翔 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 2 東京経済⼤学 新潟

6 名取 空悟 ﾅﾄﾘ ｸｳｺﾞ 3 東京経済⼤学 埼⽟

7 遠藤 滉⼤ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ 1 東京経済⼤学 神奈川

8 阿部 紘也 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ 2 中部⼤第⼀⾼等学校 愛知

9 ⽥中 海吏 ﾀﾅｶ ｶｲﾘ 2 中京⼤学 三重

10 ⻘⽊ ⼀真 ｱｵｷｶｽﾞﾏ 1 桜美林⼤学 富⼭

11 塩路 悠耀 ｼｵｼｼﾞ ﾕｳｷ 1 駿河台⼤学 埼⽟

12 篠原 拓磨 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾏ 1 駿河台⼤学 佐賀

13 清野 太成 ｷﾖﾉ ﾀｲｾｲ 4 駿河台⼤学 埼⽟

14 町⽥ 康誠 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｾｲ 4 駿河台⼤学 栃⽊

15 下村 颯次郎 ｼﾓﾑﾗ ｿｳｼﾞﾛｳ 2 駿河台⼤学 東京

16 野⼝ 翔太 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

17 伊東 駿 ｲﾄｳｼｭﾝ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

18 阿知和 優汰 ｱﾁﾜ ﾕｳﾀ 3 豊川⾼校 愛知

19 夏⽬ 拓 ﾅﾂﾒ ﾀｽｸ 3 豊川⾼校 愛知

20 野村 慈⾳ ﾉﾑﾗ ｼｵﾝ 3 豊川⾼校 愛知

21 松下 永明 ﾏﾂｼﾀ ﾄｱ 3 豊川⾼校 愛知

22 安部 諒嘉 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｶ 2 駿河台⼤学 福島

23 ⼩泉 謙 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝ 4 駿河台⼤学 新潟

24 福本 聖真 ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾏ 2 駿河台⼤学 ⼤坂

25 ⾺場 楓 ﾊﾞﾊﾞ ｶｴﾃﾞ 2 駿河台⼤学 福島

26 沖 勘太郎 ｵｷ ｶﾝﾀﾛｳ 1 駿河台⼤学 愛媛

27 岡﨑 樹 ｵｶｻﾞｷ ｲﾂｷ 1 駿河台⼤学 岐⾩

28 吉野 恭平 ﾖｼﾉ ｷｮｳﾍｲ 2 駿河台⼤学 神奈川

29 川名 皓詠 ｶﾜﾅ ｺｴ 3 駿河台⼤学 東京

30 中村 颯汰 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 2 ⻘⼭学院⼤学 愛知

31 ⽩⽯ 将隆 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾀｶ 1 ⻘⼭学院⼤学 東京

32 ⽩⽯ 優樹 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 東京

33 福世 翔哉 ﾌｸﾖ ｼｮｳﾔ 1 東京経済⼤学 静岡

34 近藤 幸太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 4 ⻘⼭学院⼤学 愛知



男⼦5000m 【 ★コラントッテ杯】 確定版

3組 18:30開始 申請タイム：14'20~14'35

ORD ⽒名 所属 陸協

1 平松 ⿓⻘ ﾋﾗﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ 3 中部⼤第⼀⾼等学校 愛知

2 藪⽥ ⻁志朗 ﾔﾌﾞﾀ ｺｼﾞﾛｳ 3 豊川⾼校 愛知

3 蟹江 達樹 ｶﾆｴ ﾀﾂｷ 3 東京経済⼤学 埼⽟

4 新⽥ 涼晴 ｱﾗﾀ ﾘｮｳｾｲ 3 中京⾼等学校 岐⾩

5 ⾼⽊ 結⾶ ﾀｶｷﾞ ﾕｲﾄ 3 中京⾼等学校 岐⾩

6

7 ⻲井 ⼤⽣ ｶﾒｲ ﾋﾛｵ 1 東京経済⼤学 栃⽊

8 ⼭⽥ 拓哉 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 1 東京経済⼤学 岐⾩

9 本⽥ ⼤和 ﾎﾝﾀﾞ ﾔﾏﾄ 2 東京経済⼤学 熊本

10 下津 開⽣ ｼﾓﾂ ｶｲｾｲ 2 東京経済⼤学 和歌⼭

11 後藤 亮介 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 2 東京経済⼤学 栃⽊

12 ⼩⼭ 優輝 ｺﾔﾏ ﾕｳｷ 2 東京経済⼤学 埼⽟

13 置⽥ 晴 ｵｷﾀ ｱｵ 1 亜細亜⼤学 東京

14 志村 紘佑 ｼﾑﾗ ｺｳｽｹ 1 桜美林⼤学 神奈川

15 坂本 滉⽃ ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ 1 駿河台⼤学 三重

16 ⼭⼝ 真聖 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ 1 駿河台⼤学 福井

17 ⻑⽥ 拓⺒ ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾐ 1 駿河台⼤学 福島

18 ⿊川 拓海 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾐ 1 駿河台⼤学 愛知

19 加藤 亮太 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 2 駿河台⼤学 ⼭形

20 ⼩江 幸⼈ ｺｴ ﾕｷﾄ 1 駿河台⼤学 広島

21 佐々⽊ 瑠希 ｻｻｷ ﾙｷ 2 駿河台⼤学 熊本

22 松尾 陽輝 ﾏﾂｵ ﾊﾙｷ 2 駿河台⼤学 三重
23 ⽜澤 彗 ｳｼｻﾞﾜ ｽｲ 2 駿河台⼤学 ⼭形
24 濱本 零⼠ ﾊﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 2 駿河台⼤学 広島

25 倉島 啓⼈ ｸﾗｼﾏ ｹｲﾄ 1 駿河台⼤学 新潟

26 髙橋 将英 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｴｲ 3 東京経済⼤学 東京

27 ⼤道 隆之介 ｵｵﾐﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 3 駿河台⼤学 兵庫

28 ⽚桐 悠⼈ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 2 ⻘⼭学院⼤学 ⻑野

29 阿⼾ 将太朗 ｱﾄﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 1 ⻘⼭学院⼤学 京都

30 ⼤須賀 ⾵葵 ｵｵｽｶﾞ ﾌｳｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 福岡

31 多⽥ 奏太 ﾀﾀﾞ ｶﾅﾀ 3 ⻘⼭学院⼤学 北海道

32 宮坂 ⼤器 ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ 4 ⻘⼭学院⼤学 埼⽟

33 ⽥中 悠登 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 2 ⻘⼭学院⼤学 福井

34 秋澤 啓尚 ｱｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾅｵ 横須賀市陸協 神奈川



男⼦5000m 【 ★ライズTOKYO杯】 確定版

4組 18:50開始 申請タイム：14'05~14'20

ORD ⽒名 所属 陸協

1 織橋 巧 ｵﾘﾊｼ ﾀｸﾐ 3 中京⾼等学校 岐⾩

2 加藤 優弥 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 3 中京⾼等学校 岐⾩

3 平松 享祐 ﾋﾗﾏﾂ ｷｮｳｽｹ 3 中部⼤第⼀⾼等学校 愛知

4 齋藤 正剛 ｻｲﾄｳ ｾｲｺﾞｳ 2 国⼠舘⼤学 千葉

5 ⽣駒 直幸 ｲｺﾏ ﾅｵﾕｷ 1 国⼠舘⼤学 埼⽟

6 町⽥ 康誠 ﾏﾁﾀﾞ  ｺｳｾｲ 4 駿河台⼤学 栃⽊

7

8 永井 ⻯⼆ ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ 4 駿河台⼤学 埼⽟

9 ⼩島 光稀 ｺｼﾞﾏ ﾐﾂｷ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

10 和⽥ 瑛登 ﾜﾀﾞｱｷﾄ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

11 近藤 ⼤智 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 3 中部⼤第⼀⾼等学校 愛知

12 ⻤頭 神威 ｷﾄｳｶﾑｲ 3 亜細亜⼤学 東京

13 ⼩⾕ 翼咲 ｵﾀﾞﾆ ﾂﾊﾞｻ 1 国⼠舘⼤学 ⾼知

14 九嶋 恵帆 ｸｼﾏ ｹｲﾎ 1 国⼠舘⼤学 宮崎

15 島津 太⼀ ｼﾏﾂﾞﾀｲﾁ 1 桜美林⼤学 兵庫

16 増⽥ 悠希 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 4 専修⼤学 兵庫

17 賀来 葵伊 ｶﾗｲ ｱｵｲ 2 駿河台⼤学 ⿅児島

18 古澤 拓樹 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛｷ 4 駿河台⼤学 ⼭形

19 松本 圭悟 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ 4 駿河台⼤学 熊本

20 ⻑嶺 ⿓之介 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ 3 駿河台⼤学 広島

21 清野 太成 ｷﾖﾉ ﾀｲｾｲ 4 駿河台⼤学 埼⽟

22 渡邊 莉玖 ﾜﾀﾅﾍﾞﾘｸ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

23 池⽥ 知史 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知

24 佐々⽊ 塁 ｻｻｷ ﾙｲ 3 ⻘⼭学院⼤学 岩⼿

25 鈴⽊ ⻯太朗 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知

26 松並 昂勢 ﾏﾂﾅﾐ ｺｳｾｲ 3 ⻘⼭学院⼤学 福岡

27 ⼭下 悠河 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶﾞ 3 ⻘⼭学院⼤学 福井

28 広内 颯 ﾋﾛｳﾁ ｿｳ 1 ⻘⼭学院⼤学 兵庫

29 神⽥ ⼤地 ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 1 ⻘⼭学院⼤学 宮城

30 藤井 空⼤ ﾌｼﾞｲ ｸｳﾀﾞｲ 1 駿河台⼤学 兵庫

31 鈴⽊ 雄登 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 4 中京⼤学 愛知

32 喜多村 慧 ｷﾀﾑﾗ ｹｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 兵庫

33 徳丸 涼⼤ ﾄｸﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 2 ⻘⼭学院⼤学 福岡

34 宇⽥川 瞬⽮ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 1 ⻘⼭学院⼤学 埼⽟

35 皆渡 星七 ﾐﾅﾜﾀﾘ ｾﾅ 1 ⻘⼭学院⼤学 ⼤阪



男⼦5000m 【 ★妙⾼市杯】 確定版

5組 19:10開始 申請タイム：13'45~13'55

ORD ⽒名 所属 陸協

1

2 古川 ⼤晃 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ D2 東京⼤学⼤学院 熊本

3 阿部 ⾶雄⾺ ｱﾍﾞ ﾋｭｳﾏ 滝沢市陸協 岩⼿

4 ⽚川 祐⼤ ｶﾀｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 2 亜細亜⼤学 兵庫

5 池原 悠⽉ ｲｹﾊﾗ ﾕﾂｽﾞｷ 2 駿河台⼤学 群⾺

6

7 出仙 ⿓之介 ﾃﾞｾﾝ ﾘｭｳﾉｽｹ 4 駿河台⼤学 福井

8 成沢 翔英 ﾅﾙｻﾜ ｼｮｳｴｲ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

9 藤⽥ 寛⼤ ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ 4 亜細亜⼤学 福岡

10 畦地 貴⽃ ｱｾﾞﾁ ﾀｶﾄ 4 ⻘⼭学院⼤学 宮崎

11 ⼤澤 佑介 ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ 4 ⻘⼭学院⼤学 群⾺

12 岸本 ⼤紀 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 4 ⻘⼭学院⼤学 新潟

13 中倉 啓敦 ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 4 ⻘⼭学院⼤学 愛知

14 中村 唯翔 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ 4 ⻘⼭学院⼤学 千葉

15 ⻄川 魁星 ﾆｼｶﾜ ｶｲｾｲ 4 ⻘⼭学院⼤学 群⾺

16 ⽬⽚ 将⼤ ﾒｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 4 ⻘⼭学院⼤学 兵庫

17 横⽥ 俊吾 ﾖｺﾀ ｼｭﾝｺﾞ 4 ⻘⼭学院⼤学 新潟

18 ⽩⽯ 光星 ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 宮城

19

20 鶴川 正也 ﾂﾙｶﾜ ﾏｻﾔ 2 ⻘⼭学院⼤学 熊本

21 若林 宏樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 2 ⻘⼭学院⼤学 和歌⼭

22 荒巻 朋熙 ｱﾗﾏｷ ﾄﾓｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 福岡

23 佐藤 有⼀ ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 1 ⻘⼭学院⼤学 東京

24 塩出 翔太 ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ 1 ⻘⼭学院⼤学 広島

25 ⼭内 健登 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾄ 3 ⻘⼭学院⼤学 ⿅児島

26 ⼩原 響 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ 3 ⻘⼭学院⼤学 宮城

27 倉本 ⽞太 ｸﾗﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 3 ⻘⼭学院⼤学 広島

28 志貴 勇⽃ ｼｷ ﾊﾔﾄ 3 ⻘⼭学院⼤学 ⼭形

29 太⽥ 蒼⽣ ｵｵﾀ ｱｵｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 福岡

30 近藤 幸太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 4 ⻘⼭学院⼤学 愛知

31 関⼝ 雄⼤ ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 4 ⻘⼭学院⼤学 埼⽟

32 ⻄久保 遼 ﾆｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ 4 ⻘⼭学院⼤学 佐賀

33 脇⽥ 幸太朗 ﾜｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ 4 ⻘⼭学院⼤学 愛知

34 佐藤 ⼀世 ｻﾄｳ ｲｯｾｲ 3 ⻘⼭学院⼤学 千葉



【主催】

【オフィシャルスポンサー】

一般社団法人 アスリートキャリアセンター

ライズTOKYO株式会社

アディダスジャパン株式会社

株式会社相鉄ピュアウォーター

日本道路株式会社

株式会社makes 株式会社コラントッテ

株式会社中国放送

SGホールディングス株式会社

競技会中ライセンス使⽤曲出典：
D-elf.com( https://www.d-elf.com/ )dova-syndrome( https://dova-s.jp/_mobile/ )

株式会社ブルボン 妙高市


