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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：https://www.nozuta-park.com/parking.html?msclkid=bf2d019eafaf11ec97e8b0069f73a04c 

z 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 ⼊退場は正⾯玄関及び 2階デッキ口のみとする。 

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/application 

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.nozuta-park.com/parking.html?msclkid=bf2d019eafaf11ec97e8b0069f73a04c
https://www.acckizuna.com/application
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 

mailto: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://forms.gle/pGHCSoheMoPoM6xV7 
観客・報道⽤ 
https://forms.gle/pu52o8qAnTfjgZCj9 

 
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://forms.gle/pGHCSoheMoPoM6xV7
https://forms.gle/pu52o8qAnTfjgZCj9


第7回絆記録挑戦会 確定版

2022年9⽉24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

16:40 男⼥ 1500m 1 13 16:10 16:25 アスリートキャリアセンター認定の部

16:55 男⼦ 5000m 1 37 16:25 16:40

17:15 男⼦ 5000m 2 36 16:45 17:00

17:40 男⼦ 10000m 1 27 17:10 17:25 【 ★ライズTOKYO杯】

18:25 男⼦ 5000m 3 40 17:55 18:10 【 ★コラントッテ杯】

18:45 男⼦ 5000m 4 36 18:15 18:30 【 ★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 16:55開始 申請タイム：14'50~19'30

ORD ⽒名 所属 陸協

1 鈴⽊ 塁⼈ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ SGホールディングス 京都

2 藤原 ⼤⻯ ﾌｼﾞﾜﾗ ｵｳﾘ 2 相洋⾼校 神奈川

3 渡辺 涼太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 2 相洋⾼校 神奈川

4 杉原 ⾛ ｽｷﾞﾊﾗ ﾗﾝ 2 相洋⾼校 神奈川

5 岡⼾ 優⻁ ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

6 望⽉ 朝陽 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｻﾋ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

7 若林 千⼤ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 2 相洋⾼校 神奈川

8 陶⼭ 丈太朗 ｽﾔﾏｼﾞｮｳ ﾀﾛｳ 2 相洋⾼校 神奈川

9 増⽥ 雄樹 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 東京陸協 東京

10 ⻄岡 裕喜 ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ 1 川崎市⽴橘⾼校 神奈川

11 菊池 陸⽃ ｷｸﾁ ﾘｸﾄ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

12 檜垣 隆⽃ ﾋｶﾞｷ ﾘｭｳﾄ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

13 渡邉 ⼤雅 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｲｶﾞ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

14 本多 巧樹 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 1 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

15 稗村 泰吾 ﾋｴﾑﾗ ﾀｲｺﾞ 1 相洋⾼校 神奈川

16 湯沢 ⼒⽃ ﾕｻﾞﾜ ﾘｷﾄ ⽇野⾃動⾞陸上競技部 東京

17 ⻄郷 武史 ｻｲｺﾞｳ ﾀｹﾌﾐ 2 相洋⾼校 神奈川

18 ⽯川 雄太 ｲｼｶﾜﾕｳﾀ SMILEY 静岡

19 望⽉ 淳聖 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 1 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

20 須崎 稜介 ｽｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 2 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

21 深澤 ⾶翔 ﾌｶｻﾜ ﾋﾀﾞｶ 1 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

22 三崎 ⼀輝  ﾐｻｷｶｽﾞｷ 2 明治⼤学体同連陸上競技部 神奈川

23 清⽔ 思温 ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ 3 明和県央⾼校 群⾺

24 管原 英⼈ ｽｶﾞﾊﾗ ｴｲﾄ 東京陸協 東京

25 中村 颯汰 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 2 ⻘⼭学院⼤学 愛知

26 横⽥ 知⼰ ﾖｺﾀ ﾄﾓｷ 2 ⻘⼭学院⼤学 東京

27 ⽯原 正翔 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄ 1 ⻘⼭学院⼤学 千葉

28 ⽩⽯ 将隆 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾀｶ 1 ⻘⼭学院⼤学 東京

29 ⽩⽯ 優樹 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 東京

30 ⼤和⽥ 純平 ｵｵﾜﾀﾞｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 3 中部⼤学第⼀⾼等学校 愛知

31 林 知毅 ﾊﾔｼﾄﾓｷ 2 中部⼤学第⼀⾼等学校 愛知

32 徳丸 涼⼤ ﾄｸﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 2 ⻘⼭学院⼤学 福岡

33 若林 宏樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 2 ⻘⼭学院⼤学 和歌⼭

34 荒巻 朋熙 ｱﾗﾏｷ ﾄﾓｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 福岡

35 松下 勇樹 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 ⻑崎

36 広内 颯 ﾋﾛｳﾁ ｿｳ 1 ⻘⼭学院⼤学 兵庫

37 柿本 友哉 ｶｷﾓﾄﾕｳﾔ 1 中部⼤学第⼀⾼等学校 愛知



男⼦5000m 確定版

2組 17:15開始 申請タイム：14'40~14'50

ORD ⽒名 所属 陸協

1 鈴⽊ 塁⼈ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ SGホールディングス 京都

2 菅井 優太 ｽｶﾞｲ ﾕｳﾀ 3 川崎市⽴橘⾼校 神奈川

3 友永 健太 ﾄﾓﾅｶﾞ ｹﾝﾀ 2 川崎市⽴橘⾼校 神奈川

4 ⼩林 柊 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

5 望⽉ 瑠希哉 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙｷﾔ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

6 南澤  道⼤ ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 1 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

7 野⼝ 翔太 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

8 勝 琉⽃ ｶﾂ ﾘｭｳﾄ 3 ⼤阪⾼校 ⼤阪

9 ⼭形 晃誠 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｾｲ 3 ⼤阪⾼校 ⼤阪

10 ⼩澤 智宏 ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 東京都庁 東京

11 早川 晴仁 ﾊﾔｶﾜ ﾊﾙﾋﾄ 3 相洋⾼校 神奈川

12 徳永 航⼤ ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳﾀﾞｲ 1 川崎市⽴橘⾼校 神奈川

13 ⾦銅 友雅 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶﾞ 1 清⾵⾼校 ⼤阪

14 丸岡 春翔 ﾏﾙｵｶ ﾊﾙﾄ 3 清⾵⾼校 ⼤阪

15 ⻄⽥ 良太 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 2 清⾵⾼校 ⼤阪

16 垣内 詠太 ｶｷｳﾁ ｴｲﾀ 1 ⼤阪⾼校 ⼤阪

17 ⾓⾕ 和磨 ｶｸﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 3 ⼤阪⾼校 ⼤阪

18 内堀 柊 ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭｳ 3 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

19 須崎 康聖 ｽｻﾞｷ ｺｳｾｲ 3 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

20 ⽮﨑 那央 ﾔｻﾞｷ ﾅｵ 3 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

21 村松 福太郎 ﾑﾗﾏﾂ ﾌｸﾀﾛｳ 2 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

22 望⽉ 玲佑 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ 2 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

23 ⼤堀 陽⼠ ｵｵﾎﾘ ﾊﾙﾄ 1 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

24 ⽶原 ⼤祐 ﾖﾈﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 3 相洋⾼校 神奈川

25 松下  稜 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳ 三好市陸協 徳島

26 阿⼾ 将太朗 ｱﾄﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 1 ⻘⼭学院⼤学 京都

27 ⼤須賀 ⾵葵 ｵｵｽｶﾞ ﾌｳｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 福岡

28 ⽚桐 悠⼈ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 2 ⻘⼭学院⼤学 ⻑野

29 ⽚⼭ 宗哉 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾔ 2 ⻘⼭学院⼤学 愛知

30 喜多村 慧 ｷﾀﾑﾗ ｹｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 兵庫

31 中倉 啓敦 ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 4 ⻘⼭学院⼤学 愛知

32 佐々⽊ 塁 ｻｻｷ ﾙｲ 3 ⻘⼭学院⼤学 岩⼿

33 太⽥ 蒼⽣ ｵｵﾀ ｱｵｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 福岡

34

35 ⼩原 響 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ 3 ⻘⼭学院⼤学 宮城

36 熊井 志岳 ｸﾏｲ ｼﾀｶ 3 相洋⾼校 神奈川

37 新家 蒼吾 ﾆｲﾅｴ ｿｳｺﾞ 3 ⼤阪⾼校 ⼤阪



男⼦10000m 【 ★ライズTOKYO杯】 確定版

1組 17:40開始 申請タイム：28'30~39'00

ORD ⽒名 所属 陸協

1 管原 英⼈ ｽｶﾞﾊﾗ ｴｲﾄ 東京陸協 東京

2 ⽯⾶ 朝陽 ｲｼﾄﾋﾞｱｻﾋ 4 埼⽟⼤学 埼⽟

3 阪本 ⾥⽮ ｻｶﾓﾄ ｻﾄﾔ 2 埼⽟⼤学 埼⽟

4 冨⽥ ⾵⽻ ﾄﾐﾀ ﾌｳ 2 埼⽟⼤学 埼⽟

5 宮下 泰智 ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ 1 埼⽟⼤学 ⻑野

6 岩井 凌真 ｲﾜｲ ﾘｮｳﾏ 3 東京⼯業⼤学 東京

7 仙波 祐太 ｾﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 2 東京⼯業⼤学 茨城

8 森下 聖 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳ 1 東京⼯業⼤学 福井

9 岩⽥ 和⼤ ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 1 東京⼯業⼤学 福岡

10 裏野 凌央 ｳﾗﾉ ﾘｮｳ 2 東京⼯業⼤学 神奈川

11 藤澤 圭祐 ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 2 東京⼯業⼤学 埼⽟

12 池⽥ ⻯⾺ ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 4 帝京平成⼤学 栃⽊

13 横⼭ 陽佑 ﾖｺﾔﾏ ﾖｳｽｹ 4 帝京平成⼤学 福島

14 ⽯堂 爽空 ｲｼﾄﾞｳ ｿﾗ 3 帝京平成⼤学 宮城

15 佐塚 勇介 ｻﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 3 帝京平成⼤学 神奈川

16 佐藤 元 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 2 帝京平成⼤学 茨城

17 ⼩杉 優太 ｺｽｷﾞ ﾕｳﾀ 1 帝京平成⼤学 神奈川

18 橋本 凌空 ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ 1 帝京平成⼤学 福島

19 樋⼝ 克海 ﾋｸﾞﾁ ｶﾂﾐ 1 帝京平成⼤学 埼⽟

20 島貫 聖吾 ｼﾏﾇｷ ｾｲｺﾞ 4 帝京平成⼤学 福島

21 ⻄河 豪志 ﾆｼｶﾜ ﾂﾖｼ 4 帝京平成⼤学 愛媛

22 北林 拓也 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 3 帝京平成⼤学 埼⽟
23 服部 尚輝 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵｷ 4 帝京平成⼤学 埼⽟
24 森⼭ 功稀 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｷ 3 帝京平成⼤学 東京

25 桃澤 ⼤祐 ﾓﾓｻﾞﾜﾀﾞｲｽｹ サンベルクス 東京

26 島津  太⼀ ｼﾏﾂﾞ ﾀｲﾁ 1 桜美林⼤学 兵庫

27 湯野川 創 ﾕﾉｶﾜ ｿｳ 1 東海⼤学 神奈川



男⼦5000m 【 ★コラントッテ杯】 確定版

3組 18:25開始 申請タイム：14'10~14'35

ORD ⽒名 所属 陸協

1 鈴⽊ 塁⼈ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ SGホールディングス 京都

2 ⼩島 光稀 ｺｼﾞﾏ ﾐﾂｷ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

3 渡邊 莉玖 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

4 篠原 ⼀希 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

5 ⽊島 陸 ｷｼﾞﾏﾘｸ 3 相洋⾼校 神奈川

6 林 祐正 ﾘﾝ ﾕｳｾｲ 3 清⾵⾼校 ⼤阪

7 安達 悠雅 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 3 清⾵⾼校 ⼤阪

8 松⽥ 煌希 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 2 清⾵⾼校 ⼤阪

9 原 悠太 ﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 3 ⼤阪⾼校 ⼤阪

10 井元 陸⼒ ｲﾉﾓﾄ ﾘｸ 3 ⼤阪⾼校 ⼤阪

11 市川 ⼤世 ｲﾁｶﾜ ﾀｲｾｲ 3 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

12 和⽥ 瑛登 ﾜﾀﾞ ｱｷﾄ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

13 鈴⽊ 智 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ ⼋王⼦富⼠森⾛友会 東京

14 ⾓川 夢有⼈ ｽﾐｶﾜ ﾕｳﾄ 2 清⾵⾼校 ⼤阪

15 伊東 駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

16 林 ⿓正 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 3 ⼤阪⾼校 ⼤阪

17 松⽥ 爽汰 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳﾀ 4 創価⼤学 滋賀

18 ⻄久保 遼 ﾆｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ 4 ⻘⼭学院⼤学 佐賀

19 池⽥ 知史 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知

20 家⼊ 勇⽃ ｲｴｲﾘ ﾕｳﾄ 1 創価⼤学 熊本

21 鈴⽊ ⻯太朗 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知

22 多⽥ 奏太 ﾀﾀﾞ ｶﾅﾀ 3 ⻘⼭学院⼤学 北海道

23 松並 昂勢 ﾏﾂﾅﾐ ｺｳｾｲ 3 ⻘⼭学院⼤学 福岡

24 ⼭下 悠河 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶﾞ 3 ⻘⼭学院⼤学 福井

25 ⽩⽯ 光星 ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 宮城

26 志村 健太 ｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 2 創価⼤学 ⼤阪

27 神⽥ ⼤地 ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 1 ⻘⼭学院⼤学 宮城

28 ⼭下 唯⼼ ﾔﾏｼﾀ ﾕｲﾄ 3 創価⼤学 岐⾩

29 吉⽥ 凌 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 2 創価⼤学 福島

30 岸本 ⼤紀 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 4 ⻘⼭学院⼤学 新潟

31 皆渡 星七 ﾐﾅﾜﾀﾘ ｾﾅ 1 ⻘⼭学院⼤学 ⼤阪

32 平松 ⿓⻘ ﾋﾗﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ 3 中部⼤学第⼀⾼等学校 愛知

33 近藤 ⼤智 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 3 中部⼤学第⼀⾼等学校 愛知

34 阿部 紘也 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ 2 中部⼤学第⼀⾼等学校 愛知

35 本⽥ 晃⼠郎 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 4 創価⼤学 ⼤阪

36 濱⼝ 直⼈ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 2 創価⼤学 神奈川

37 原嶋 渓 ﾊﾗｼﾏ ｹｲ 中央発條 愛知

38 ⽮嶋 謙悟 ﾔｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 中央発條 愛知

39 ルンガル ジェームス ﾙﾝｶﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ 中央発條 愛知

40 松井 寛翔 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 3 豊⽥⼤⾕⾼校 愛知



男⼦5000m 【 ★妙⾼市杯】 確定版

4組 18:45開始 申請タイム:13'45~14'05

ORD ⽒名 所属 陸協

1 嶋津 雄⼤ ｼﾏﾂﾞﾕｳﾀﾞｲ 4 創価⼤学 東京

2 フィリップ ムルワ ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾑﾙﾜ 4 創価⼤学 東京

3 新家 裕太郎 ﾆｲﾅｴ ﾕｳﾀﾛｳ 4 創価⼤学 ⼤阪

4 桑⽥ ⼤輔 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 3 創価⼤学 ⿃取

5 リーキー カミナ ﾘｰｷｰ ｶﾐﾅ 2 創価⼤学 東京

6 ⽯川 裕之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 愛三⼯業 愛知

7 ⿃井 健太 ﾄﾘｲ ｹﾝﾀ 3 清⾵⾼校 ⼤阪

8 濱野 将基 ﾊﾏﾉ ﾏｻｷ 4 創価⼤学 ⻑野

9 ⼤澤 佑介 ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ 4 ⻘⼭学院⼤学 群⾺

10 関⼝ 雄⼤ ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 4 ⻘⼭学院⼤学 愛知

11 ネルソン ンビディ ﾈﾙｿﾝ ﾝﾋﾞﾃﾞｨ 1 桜美林⼤学 東京

12

13 内堀 勇 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳ 2 ⼭梨県巨摩⾼校 ⼭梨

14 成沢 翔英 ﾅﾙｻﾜｼｮｳｴｲ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

15 ⼾⽥ 雅稀 ﾄﾀﾞ ﾏｻｷ SGホールディングス 京都

16 ⼄守 勇志 ｵﾄﾓﾘ ﾕｳｼ 3 ⼤阪⾼校 ⼤阪

17 ⿊⽥ 朝⽇ ｸﾛﾀﾞ ｱｻﾋ 1 ⻘⼭学院⼤学 岡⼭

18 宇⽥川 瞬⽮ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 1 ⻘⼭学院⼤学 埼⽟

19 佐藤 有⼀ ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 1 ⻘⼭学院⼤学 東京

20 塩出 翔太 ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ 1 ⻘⼭学院⼤学 広島

21 近藤 幸太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 4 ⻘⼭学院⼤学 愛知

22 中村 唯翔 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ 4 ⻘⼭学院⼤学 千葉

23 ⻄川 魁星 ﾆｼｶﾜ ｶｲｾｲ 4 ⻘⼭学院⼤学 群⾺

24 ⽬⽚ 将⼤ ﾒｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 4 ⻘⼭学院⼤学 兵庫

25 横⽥ 俊吾 ﾖｺﾀ ｼｭﾝｺﾞ 4 ⻘⼭学院⼤学 新潟

26 倉本 ⽞太 ｸﾗﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 3 ⻘⼭学院⼤学 広島

27 佐藤 ⼀世 ｻﾄｳ ｲｯｾｲ 3 ⻘⼭学院⼤学 千葉

28 志貴 勇⽃ ｼｷ ﾊﾔﾄ 3 ⻘⼭学院⼤学 ⼭形

29 ⽥中 悠登 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 3 ⻘⼭学院⼤学 福井

30 鶴川 正也 ﾂﾙｶﾜ ﾏｻﾔ 3 ⻘⼭学院⼤学 熊本

31 平松 享祐 ﾋﾗﾏﾂ ｷｮｳｽｹ 3 中部⼤学第⼀⾼等学校 愛知

32 畦地 貴⽃ ｱｾﾞﾁ ﾀｶﾄ 4 ⻘⼭学院⼤学 宮崎

33 宮坂 ⼤器 ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ 4 ⻘⼭学院⼤学 埼⽟

34 脇⽥ 幸太朗 ﾜｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ 4 ⻘⼭学院⼤学 愛知

35 ⼭内 健登 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾄ 3 ⻘⼭学院⼤学 ⿅児島

36 野村 昭夢 ﾉﾑﾗ ｱｷﾑ 2 ⻘⼭学院⼤学 ⿅児島

37 下⽥ 裕太 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳﾀ GMOインターネット 東京



【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


