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競技役員名簿 
 
総務 勝亦 祐⼀     

総務員 勝亦 祐⼀ (兼) 林⽥ 彩     

審判⻑ 峰尾 公次     

アナウンサー 主）貫井 勝之     

      
記録情報員 主）⽯⽥ 葵結 桐野 真⾐（補）    

      

⽤器具係 主）勝亦 祐⼀ (兼)     
      

決勝審判員 
＆周回記録員 

主）堀⼝ 豊 林 潤⼆ 鈴⽊ ⻯太朗（補） 野村 昭夢（補）  

     
      

写真判定員 主）横井 令⼦ 畑 耕⼀ 岩野 典章 ⾦⼦ 勲 伊藤 福美 

      

監察員 
主）⽔⽊ 茂 伊藤 ⽂博 中平 朋⼦ ⼤杉 柊平（補）  

     
      

マーシャル 主）伊藤 雅⼀ (兼)     

      
スターター 
＆リコーラー 

主）⼤久保 憲郎 原 徹    

      

出発係 主）⼩室 智 林⽥ 彩    
      
競技者係 
＆競技者受付係 

主）中村 ⽔優 ⽩⽯ 優樹（補）    

      

庶務係 廣井 桃⼦     

医務係 主）伊藤 穂夏     

 ※主）は主任役員 
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 ଉͶͯ͏ͱو .̏

z ຌىճͺ 2022೧ౕೖຌٗڟ࿊وٗڟଉٗڟ;ٶқߴࣆͶΓΕࣰͤࢬΖɽ 
 
̐. ճճ༽Ͷͯ͏ͱ 

(̏) ளऄͶͯ͏ͱ 
z P3ԟҲளऄͳ P4ԟ್ளऄ͗ཤ༽Նɽʤh ளऄͶͯ͏ͱʱলʥ 
z ܗऄͶͯ͏ͱͺ P4 ԟ್ளऄΊ͗ཤ༽Նɽ 
z ளऄͶ͍ͪͮͱͺɼ͖ΔΝਬওͤΖɽ 
z ͏ͥΗளऄ 13:00ʛ20:00ؔͲཤ༽Նɽ 

(̐) ଶؽॶɼߍҧ࣪Ͷͯ͏ͱ 
z ଶؽॶͺ 2αϱαʖηٶ; 2υρΫԥΊཤ༽ΝڒՆͤΖɽʤh ଶؽॶͶͯ͏ͱʱলʥ 
z ߍҧ࣪ͳ͢ͱɼ1ߍҧ࣪͗ཤ༽Նɽʤh  লʥҧ࣪Ͷͯ͏ͱʱߍ

(̑) ճୂͶͯ͏ͱ 
z ୂͺਜ਼ٶؖݲ; 2υρΫΊͳͤΖɽ 
z ٗڟ಼ͶͤΖंͺɼචͥݗԻΝ͑ߨɽ 
z ٗڟୂͶͺɼઅ͠ΗͪΠϩαʖϩভಡӹΝ༽͢ভಡΝ͑͞ߨͳɽ 
z ؖंܐΝસͱཔंͺɼϪʖη͗श྅ɼଐΏ͖Ͷٗڟ಼͖ΔୂͤΖ͞ͳɽ 

(̒) ؏ལੰཤ༽Ͷͯ͏ͱ 
z ؏કͶͺໃྋοίρφखಚ͗චགྷɽ͚͢ͺΠηϨʖφΫϡϨΠιϱνʖHPΝলɽ 

URLʁhttps://www.acckizuna.com/watchinggames  
z ؏ٮͺɼݬଉϟϱηνϱχΊཱིͬΕΝڒՆͤΖɽͪͫ͢ɼਕͳਕֶؔΝ̐ੰఖౕ͜ۯΖ͞
ͳɽ 

z φϧρέͲ؏ལΝسͤΖͺɼࢨఈ͠ΗͪҕΊ̓ϪʖϱΉͲཱིͬΕΝڒՆͤΖɽͪ
ͫ͢ɼࢨఈ͠ΗͪҕͶ͕͏ͱɼҲ෨ཱིͬΕΝޜԗྂ͏͚ͪͫஏ͗͟͡͏Ήͤɽೖͺην
ρϓࣖࢨͶॊͮͱ͏ͪͫ͘ΉͤΓ͕͑͏بਅ͢͝Ήͤɽ 

z ճؖٮ؏;ٶंܐͶΓΖӪΝڒՆͤΖɽͪ ͫ͢ɼYouTubeಊժγφϪʖηໝ༹Νͨ
ΉΉ౦ͤߚΖ͞ͳͺ͕͏͚͓ͫ͠߉ɽ 

z νϞܯΝ͑ߨοʖϞηνρϓͺɼφϧρέ̓ϪʖϱΉͲཱིͬΕΝڒՆͤΖ͗ɼમघ௪գ
ࡏͶɼંৰ͢͵͏Γ͑қͤΖ͞ͳɽ 

(̓) ΤΧʖϝϱήΠρϕͶͯ͏ͱ 
z ٗڟζϥάϱήαʖη͗ཤ༽Նɽͪͫ͢ɼҲൢཤ༽ंΝ࠹༑ͳ͢ɼॄૺߨͺࢯےͳ
ͤΖɽ 

z ٗڟ಼Ͳླྀ͢Ν͑ߨͺɼώρέηφϪʖφΊཤ༽ΝڒՆͤΖɽ 
(̔) મघͶͯ͏ͱ 

z ٗڟझ 1ૌΝঈ͘ɼஸ͢͏बյஙΗ͗ਫ਼ͪ͢ͶͺɼٗڟӣӨ؏͖ΔٗڟΝஇ͢
ͱ͏͚ͪͫ͞ͳ͍͗Ζɽʤٗڟஇ҈ͳ͢ͱͺɼ5000mͲͺ 3000m௪գΉͲؔबյஙΗʥ 

z Ϫʖη͗शΚͮͪं͖ΔଐΏ͖Ͷٗڟ಼͖ΔୂͤΖ͞ͳɽͪͫ͢ɼ1Ғમघͺβʖϩޛɼ
ϱνϑϣʖɼනঞΝࣰࢬ༩ఈɽ 

https://www.acckizuna.com/watchinggames


 
(̕) YouTubeഓ৶Ͷͯ͏ͱ URLʁhttps://www.youtube.com/channel/UCC4pone6U76Md0AbDufYMvg  

z YouTubeʰTeam KIZUNAʱοϡϱϋϩͶͱɼຌىճ༹ࢢΝਫ਼ഓ৶༩ఈɽ 
 

̑. ରणɼंٗڟডॄʀݘؼͶͯ͏ͱ 
(̏) ରणͶͯ͏ͱ 

z સՅରͺɼٗڟ౺ͶචͥରणΝ͑͞ߨͳɽ 
z ରणͺɼେනं̏໌͗͑͞ߨͳɽʤݺਕͲड़͠ΗΖ๏Ͷͯ͏ͱಋ༹ʥ 
z ରणͺɼ1ਜ਼ؖݲͶͱ͑ߨɽ(ݺਕͲड़͠ΗΖ๏Ͷͯ͏ͱಋ༹) 

(̐) ডॄɼψϱώʖΩʖχʀࠌκρίϱͶͯ͏ͱ 
z Ҳডॄͺɼ֦Ϫʖηηνʖφؔ 30͖Δ͏ߨɼ15સ྅ͳͤΖɽਜ਼ؖݲʤφϧ
ρέଈʥͲࠌκρίϱഓාɼ ༽εϣʖθ֮Ν͑ߨɽͪ ͫ͢ɼड़મघຌਕ͗͑͞ߨͳɽচɼ
ҲডॄͶஙΗͪंͺ֪ࣨʤݘؼʥͳͤΖɽ 

z ࠹शডॄͺɼ֦Ϫʖη 5ͶͱɼηνʖφஏͲ͑ߨɽ 
z ψϱώʖΩʖχͺ֦ࣙͲ༽қ͢ɼϕϫήϧϞࡎىϪʖϱψϱώʖΝപஏͶ਼ࠉͲ֮Ͷॽ͘ɼ
෨ͳഐ෨Ͷͯ͜Ζ͞ͳɽʤ͘͠ʁॐڵ 16cmҐ಼ʹԥ 24ᶴҐ಼ɼଢ͠ʁ2ᶴʥ 

z ࠌκρίϱͺɼϏϱςӊଈͶఈΩϟϧ͖Δ֮ͶࣟͲ͘ΖΓ͑खΕ͜ͱɼϪʖηͶड़ͤ
Ζ͞ͳɽࠌκρίϱͺβʖϩޛศͤ٭Ζɽ 

 
 णͶͯ͏ͱٮ؏ .̒
ʤ̏ʥ؏ٮणͶͯ͏ͱ 
z ؏ٮणͺ 2υρΫͶͱ͑ߨɽචͥରοΥρέߴΝ͏ߨՅͤΖ͞ͳɽ 

 
̓. ͨଠ 

ͺɼΠψΤϱηͶͱ֦ʥ͗ਫ਼ͪ͢ߍೖఖรٗڟʤߴࣆ௧Յқ;ٶߴࣆճӣӨ࿊ཙٗڟ (̏)
ՅରͶ࿊ཙΝ͑ߨɽ 

ޛͺɼଐๅන٠͍͗Ζ߇ҟͶؖͤΖߨՎΉͪͺ݃ٗڟ (̐) 30 Ґ಼ͶճՅਅ͢ࠒΊं͗ण
Ͷਅ͢ड़Ζ͞ͳɽ 

(̑) ౬ೋʀจࣨͶͯ͏ͱ 
कं࠷ଈͲͪ͢ݡͶͯ͏ͱͺɼҲฯ؇ʤҲ͖݆ʥͤΖ͗ɼͨଠͶͯ͏ͱҲΝෝΚ͵
͏ɽ 

 ഃଝͶͯ͏ͱͺɼഃଝंରͲྋۜΝෝ୴ͤΖ͞ͳɽ۫ح (̒)
 Ͷͯ͏ͱބࣆٗڟ (̓)
Յंͺ֦ࣙͺҲෝΚ͵͏ɽޛɼͨΗҐ͗͑ߨଈͲं࠷ॴͺकٺউ֒Ͷͯ͏ͱͺɼԢٗڟ
Ͳʰηϛʖςউ֒ฯݧʱͶͺɼචͥՅ͢ͱ͕͚͞ͳɽ 

(̔) ຌٗڟճ HPߍ͕எΔͦ 
ϕϫήϧϞฦٶ;ψϱώʖɼ݃ՎͺԾىͶͱ֮Ν͕͢͏بΉͤɽ 
z ηνʖφϨηφΝճ̑ೖΉͲͶޮࣞ HPʤACCɼ͕͏ΚͦলʥͶޮͤΖɽ 
z ճೖଐๅ݃Վͺ Twitterʤ@team_kizuna_20ʥͲ͑ߨɽ 
z ޮࣞճ݃Վͺɼճ̑ೖޛҐ಼Ͷޮࣞ HPͶޮͤΖɽচɼٗڟճश྅̑ޛೖҐ಼Ͷىޮ
ਅ੧Ν͑ߨɽ 

(̕) ճͲͺɼༀҽࣖࢨΏқॽ͘ͶॊͮͱߨಊͤΖ͞ͳɽ 

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


 
(̖) ຌىճͺ SDGsʤକՆ͵ඬʥखΕૌΊҲͳ͢ͱɼࢶഉࢯʀ
ుࢢԿʤରοΥρέεʖφɼϕϫήϧϞʥΝͮߨͱ͕ΕΉͤɽ 
 

(̗) ͨ ଠɼ͵ͺԾى࿊ཙٶ;ೖͶճणͶͱ͏ΚͦΖ͞ͳɽ 
ʽ୴ʀ͕͏Κͦʾ 
ΠηϨʖφΫϡϨΠιϱνʖូϧϱωϱήֺ۠෨ ࣆແۃ ґ౽կҲ 
ు൬ߺʁ090-9192-8125  ϟʖϩʁkizuna.taikai@gmail.com  
ACCϙʖϞϘʖζʁ https://www.acckizuna.com 
 

� ளऄͶͯ͏ͱ

 
  

$&&ޮࣞϙʖϞϘʖζ 

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


� ଶؽॶͶͯ͏ͱ 
 ϟϱηνϱχ 2αϱαʖηʤԾਦলɼͪͫ͢ஊΏφϪड़ۛΝঈ͚ʥɼ2υρ
ΫԥʤԾਦ˔Ϝʖέʥ͗ཤ༽Նɽ 
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˽ܗαϫψΤΡϩη֨ࢯଲࡨͶͯ͏ͱ˾ 
 
˗ϜηέʤΠρϕͳϪʖηҐͺϜηέΝ༽ͤΖ͞ͳʥ 
 
 པΉͲͶٗڟ .̏

z ରοΥρέߴʤGoogleϓΧʖϞʥΝཔΉͲͶى͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ 
મघ༽ʀηνρϓ༽ 
https://forms.gle/93MApbU3aQu68c9X6 
 ༼ʀๅಕٮ؏
https://forms.gle/1HwB9aXAk8kmubGC6 
 

 Ͷࡏٗڟ .̐
(Π) ࢨভಡྯߨ 
͞ΉΌͶघજ͏ΉͪͺघࢨভಡΝͮߨͱ͚ͫ͠͏ɽ 

() णͶͱରԻఈ 
(Τ) ๅಕؖंܐͺणͲݗԻश྅ޛϑϔηΝण͜ͳΕɼୂणศ٭ɽ 
 

̑. ͟қ͏ͪͫͪ͘͏͞ͳ 
z βϝͺસͱ͕ͬؾΕ͚ͫ͠͏ɽ 
z ֑ΝͤΖࡏͶͺɼ֑ΦοίρφͶΓΕඊວΝඊͻ͠͵͏Γ͑Ͷ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ 
z ືʤືถؔۯɼືॄॶɼືંʥΝඈ͜ͱ͚ͫ͠͏ɽ 
z ճश྅ޛର؇ཀྵͶॉ͟қ͚ͫ͠͏ɽٗڟճश྅ޛɼ̐ुؔҐ಼Ͷ೦͵ʹয়͍͗ͮͪ
 ͱ͚ͫ͠͏ɽ͢ࠄͶๅं࠷ɼචͥճकޛʀ૮ࠄճɼਏྏॶͶๅࢥΕฯ݊ॶɼҫر࠹Ͷͺ

    
  ԢԋηνϩͶͯ͏ͱ 
  ܗαϫψΤΡϩη֨ࢯଲࡨͪΌɼ؏ٮև͠ΉͶͺɼඊວ״ઝʀંৰ״ઝͶͯ͵͗Ζߨҟ͚͢ͺ     
  ͨϨηέ͍͗ΖߨҟΝ͕ͫͪ͘͏͓߉ΉͤΓ͑͟ཀྵմͳ͟ྙڢΝ͕ͪ͢͏͏بΉͤɽ                   
  চɼҐԾߨҟͺͪ͢͏ࢯےΉͤɽ 

z ਕͳંৰͤΖԢԋ 
z ʰືʱΝࡠΖԢԋ 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/93MApbU3aQu68c9X6
https://forms.gle/1HwB9aXAk8kmubGC6


第5回絆記録挑戦会 確定版
2022年5⽉18⽇(⽔)

【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

17:10 男⼦ 5000m 1 36 16:40 16:55

17:30 男⼦ 5000m 2 34 17:00 17:15

17:50 男⼦ 5000m 3 31 17:20 17:35

18:10 男⼦ 5000m 4 35 17:40 17:55

18:30 男⼦ 5000m 5 34 18:00 18:15

18:50 男⼦ 5000m 6 27 18:20 18:35 【 ★ライズTOKYO杯】

19:10 男⼦ 5000m 7 26 18:40 18:55 【 ★コラントッテ杯】

★スポンサー杯

公認の部

招集
⼈数競技時刻 種⽬ 組 部⾨



男⼦5000m 確定版

1組 申請タイム：14'50~16'20

ORD ⽒名 所属 陸協

1 ⽊村 聖哉 ｷﾑﾗ ｾｲﾔ 4 国⼠舘⼤学 千葉

2 松元 司 ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ 4 国⼠舘⼤学 神奈川

3 落合 倭和 ｵﾁｱｲ ﾔﾏﾄ 3 国⼠舘⼤学 静岡

4 永井 智久 ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾋｻ 3 国⼠舘⼤学 宮崎

5 横内 晴⼈ ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ 3 国⼠舘⼤学 ⼭梨

6 内堀 晴哉 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙｷ 2 国⼠舘⼤学 埼⽟

7 ⼩⾕ 翼咲 ｵﾀﾞﾆ ﾂﾊﾞｻ 1 国⼠舘⼤学 ⾼知

8 酒井 健成 ｻｶｲ ﾀｹﾙ 1 国⼠舘⼤学 愛媛

9 溝部 伊織 ﾐｿﾞﾍﾞ ｲｵﾘ 1 国⼠舘⼤学 熊本

10 ⽮澤 寿基 ﾔｻﾞﾜ ﾄｼｷ 1 国⼠舘⼤学 神奈川

11 ⿊⽥ 光 ｸﾛﾀﾞﾋｶﾙ 2 駿河台⼤学 埼⽟

12 三輪 凌太郎 ﾐﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 1 東京国際⼤学 愛知

13 佐藤 伶 ｻﾄｳ ﾚｲ 1 東京国際⼤学 京都

14 ⻑⾕部 巧⼈ ﾊｾﾍﾞ ﾀｸﾄ 3 駿河台⼤学 埼⽟

15 武下 孝輔 ﾀｹｼﾀ ｺｳｽｹ 3 桜美林⼤学 ⿅児島

16 坪⽥ 海 ﾂﾎﾞﾀ ｶｲ 3 桜美林⼤学 岐⾩

17 佐藤 亘 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 1 桜美林⼤学 北海道

18 荒⽊ 玖仁 ｱﾗｷ ﾋｻﾄ 1 桜美林⼤学 兵庫

19 有本 輝 ｱﾘﾓﾄ ﾋｶﾙ 1 国⼠舘⼤学 和歌⼭

20 勝碕 ⽞ ｶﾂｻﾞｷ ｹﾞﾝ 1 国⼠舘⼤学 神奈川

21 後藤 天⾺ ｺﾞﾄｳ ﾃﾝﾏ 1 国⼠舘⼤学 埼⽟

22 澁⾕ ⿇⼈ ｼﾌﾞﾔ ｱｻﾄ 4 桜美林⼤学 岐⾩

23 ⼭﨑 雄允 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｽｹ 1 桜美林⼤学 佐賀

24 安田 有佑 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 4 東京外国語⼤学 三重

25 ⼭本 陽一朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ 3 東京学芸⼤学 東京

26 安部 嘉葵 ｱﾍﾞ ﾖｼｷ 4 RSLAB 東京

27 須⽥ 由太 ｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 南蛮連合 東京

28 本多 巧樹 ﾎﾝﾀﾞｺｳｷ 1 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

29 南澤 道⼤ ﾐﾅﾐｻﾜﾐﾁﾋﾛ 1 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

30 岡⼾ 優⻁ ｵｶﾄﾞﾏｻﾄﾗ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

31 伊東 駿 ｲﾄｳｼｭﾝ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

32 望⽉ 朝陽 ﾓﾁﾂﾞｷｱｻﾋ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

33 ⼩林 柊 ｺﾊﾞﾔｼｼｭｳ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

34 野⼝ 翔太 ﾉｸﾞﾁｼｮｳﾀ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

35 ⽯原 正翔 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄ 1 ⻘⼭学院⼤学 千葉

36 横⽥ 知⼰ ﾖｺﾀ ﾄﾓｷ 2 ⻘⼭学院⼤学 東京



男⼦5000m 確定版

2組 申請タイム：14'30~14'50

ORD ⽒名 所属 陸協

1 早稲⽥ 蓮 ﾜｾﾀﾞ ﾚﾝ 1 駿河台⼤学 ⿅児島

2 安部  広⼤ ｱﾍﾞ  ｺｳﾀﾞｲ 1 駿河台⼤学 和歌⼭

3 塩路 悠耀 ｼｵｼﾞ ﾕｳｷ 1 駿河台⼤学 埼⽟

4 松尾 陽輝 ﾏﾂｵ ﾊﾙｷ 2 駿河台⼤学 三重

5 秀島 ⼤聖 ﾋﾃﾞｼﾏ ﾀｲｾｲ 3 桜美林⼤学 群⾺

6 ⾼⽊ 優輔 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｽｹ 1 桜美林⼤学 富⼭

7 ⼤塚 蒼 ｵｵﾂｶ ｿｳ 1 桜美林⼤学 群⾺

8 志村 紘佑 ｼﾑﾗ ｺｳｽｹ 1 桜美林⼤学 神奈川

9

10 安⽥ 快聖 ﾔｽﾀﾞ ｶｲﾄ 3 国⼠舘⼤学 茨城

11 川⽥ 敏暉 ｶﾜﾀ ﾄｼｷ 2 国⼠舘⼤学 ⿃取

12 ⼩林 瑠偉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 2 国⼠舘⼤学 神奈川

13 信夫 ⼤輝 ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ 1 国⼠舘⼤学 ⿃取

14 篠原 拓磨 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾏ 1 駿河台⼤学 佐賀

15 上森 界児 ｳｴﾓﾘ ｶｲｼﾞ 3 駿河台⼤学 広島

16 川名 皓詠 ｶﾜﾅ ｺｴ 3 駿河台⼤学 東京

17 ⼭⼝ 真聖 ﾔﾏｸﾞ ﾁ ﾏﾅﾄ 1 駿河台⼤学 福井

18 下村 颯次郎 ｼﾓﾑﾗ ｿｳｼﾞﾛｳ 2 駿河台⼤学 東京

19 伊藤 駿⼈ ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 4 城⻄⼤学 埼⽟

20 齋藤 彰⼈ ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ 2 城⻄⼤学 福島

21 鈴⽊ 仁都 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝﾄ 2 城⻄⼤学 愛知

22 ⾏場 ⽵彦 ｷﾞｮｳﾊﾞ ﾀｹﾋｺ 鳩印G＆T川崎 神奈川

23 安部  諒嘉 ｱﾍﾞ  ﾘｮｳｶ 2 駿河台⼤学 福島

24 ⻑尾 周 ﾅｶﾞｵ ｼｭｳ 4 桜美林⼤学 ⾹川

25 池⽥ 聖 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳ 4 桜美林⼤学 富⼭

26 塚⽥ 雄⼤ ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 3 桜美林⼤学 群⾺

27 海⽼沼 太志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ MKPJT 栃⽊

28 ⼤貫 冬翔 ｵｵﾇｷｶｽﾟﾄ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

29 ⾹取 拓壱 ｶﾄﾘ ﾀｲﾁ 2 国⼠舘⼤学 千葉

30 熊⾕ 澪 ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲ 2 国⼠舘⼤学 岐⾩

31 宮崎 暖⼤ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 1 国⼠舘⼤学 神奈川

32 ⼭本 要 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾒ 1 国⼠舘⼤学 富⼭

33 阿知和 優汰 ｱﾁﾜ ﾕｳﾀ 3 豊川⾼校 愛知

34 安藤 翔吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ 3 豊川⾼校 愛知

35 ⾕⼝ 瞬之介 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾉｽｹ 2 ⼤東⽂化⼤学 ⻑崎



男⼦5000m 確定版

3組 申請タイム：14'30

ORD ⽒名 所属 陸協

1 綱島 ⾠弥 ﾂﾅｼﾏ ﾀﾂﾔ 4 国⼠舘⼤学 神奈川

2 宮元 雄⼤ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀ 4 国⼠舘⼤学 ⿅児島

3 野中 創太 ﾉﾅｶ ｿｳﾀ 3 国⼠舘⼤学 埼⽟

4 福岡 亮宏 ﾌｸｵｶ ｱｷﾋﾛ 3 国⼠舘⼤学 千葉

5 繁永 永遠 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾄﾜ 2 国⼠舘⼤学 ⼤分

6 正⽊ 楓 ﾏｻｷ ｶｴﾃﾞ 2 国⼠舘⼤学 静岡

7 美⾕ 佳輝 ﾐﾀﾆ ﾖｼｷ 2 国⼠舘⼤学 千葉

8 ⼤森 由翔 ｵｵﾓﾘ ﾕｲ 1 国⼠舘⼤学 茨城

9 熊⾕ 奨 ｸﾏｶﾞｴ ｼｮｳ 4 城⻄⼤学 ⼤分

10 久保出 雄太 ｸﾎﾞﾃﾞ ﾕｳﾀ 2 城⻄⼤学 埼⽟

11 ⼩林 翼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 2 城⻄⼤学 岡⼭

12 坂本 滉⽃ ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ 1 駿河台⼤学 三重

13 ⿊川 拓海 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾐ 1 駿河台⼤学 愛知

14 伊藤 太雅 ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 1 駿河台⼤学 熊本

15 倉島 啓⼈ ｸﾗｼﾏ ｹｲﾄ 1 駿河台⼤学 新潟

16 ⻑柄 陽⼤ ﾅｶﾞﾗ ﾖｳﾀ 1 駿河台⼤学 茨城

17 ⻑⽥ 拓⺒ ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾐ 1 駿河台⼤学 福島

18 九嶋 恵帆 ｸｼﾏ ｹｲﾎ 1 国⼠舘⼤学 宮崎

19 笹井 紘汰 ｻｻｲ ｺｳﾀ 1 国⼠舘⼤学 埼⽟

20 菅 優汰 ｽｶﾞ ﾕｳﾀ 1 国⼠舘⼤学 北海道

21 ⻄垣 収悟 ﾆｼｶﾞｷ ｼｭｳｺﾞ 2 東京国際⼤学 福岡

22 ⼭本 泰輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 2 東京国際⼤学 千葉

23 ⻄⽥ 太郎 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾛｳ 2 東京国際⼤学 愛知

24 草苅 成海 ｸｻｶﾘ ﾅﾙﾐ 1 東京国際⼤学 ⼭形

25 ⼩⼭ ⼀太 ｺﾔﾏ ｲｯﾀ 1 東京国際⼤学 新潟

26 ⼀篠 空⾳ ｲﾁｼﾞｮｳ ｿﾗﾈ 1 東京国際⼤学 宮崎

27 ⼭﨑 ⽵丸 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ まるランニングクラブ ⾼知

28
29 中村 颯汰 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 2 ⻘⼭学院⼤学 愛知

30 阿⼾ 将太朗 ｱﾄﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 1 ⻘⼭学院⼤学 京都

31 ⽩⽯ 将隆 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾀｶ 1 ⻘⼭学院⼤学 東京

32

33 添⽥ 陽⼤ ｿｴﾀ ﾋﾅﾀ 2 國學院久我⼭⾼ 東京



男⼦5000m 確定版

4組 申請タイム：14'20~14'30

ORD ⽒名 所属 陸協

1 辻 優輝 ﾂｼﾞ ﾕｳｷ 2 専修⼤学 京都

2 ⽯塚 颯太 ｲｼﾂﾞｶ ｿｳﾀ 2 専修⼤学 神奈川

3 千代島 宗汰 ﾁﾖｼﾞﾏ ｿｳﾀ 2 専修⼤学 佐賀

4 佐藤 翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 2 専修⼤学 福島

5 渡辺 凛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 2 専修⼤学 愛知

6 樋⼝ 拓海 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 1 専修⼤学 富⼭

7 安藤 凛 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 1 専修⼤学 神奈川

8 ⻲之園 京⼠郎 ｶﾒﾉｿﾞﾉ ｷｮｳｼﾛｳ 1 専修⼤学 ⿅児島

9 ⼩江 幸⼈ ｺｴ ﾕｷﾄ 1 駿河台⼤学 広島

10 ⼭内 亮威 ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳｲ 3 駿河台⼤学 静岡

11 遠⼊ 剛 ｴﾝﾆｭｳ ｺﾞｳ 3 国⼠舘⼤学 ⼤分

12 松井 遼太 ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀ 2 国⼠舘⼤学 宮崎

13 ⻄⽥ ⼤智 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 2 国⼠舘⼤学 埼⽟

14 横⽥ 星那 ﾖｺﾀ ｾﾅ 1 国⼠舘⼤学 福島

15 沼⽥ 隼⼀ ﾇﾏﾀ ｼｭﾝｲﾁ 2 城⻄⼤学 埼⽟

16 坪⽥ 開⿓ ﾂﾎﾞﾀ ｶｲﾘ 4 東京国際⼤学 兵庫

17 ⽥中 駿祐 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 3 東京国際⼤学 ⼤阪

18 安達 理陽 ｱﾀﾞﾁ ﾘｵ 3 東京国際⼤学 新潟

19 ⼤林 洸⼰ ｵｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 2 東京国際⼤学 兵庫

20 吉⽥ 武司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 2 東京国際⼤学 ⽯川

21 川内 琉⽣ ｶﾜﾁ ﾘｭｳｾｲ 1 東京国際⼤学 ⻑崎

22 樫村 将⽮ ｶｼﾑﾗ ﾏｻﾔ 1 東京国際⼤学 茨城

23 ⼤平 滉太 ｵｵﾋﾗ ｺｳﾀ 1 東京国際⼤学 ⼤阪

24 前⽥ 寛明 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 1 東京国際⼤学 茨城

25

26 久光 康太 ﾋｻﾐﾂ ｺｳﾀ 3 創価⼤学 熊本

27 樋渡 雄太 ﾋﾜﾀｼ ﾕｳﾀ 2 創価⼤学 愛知

28 安達 隆志 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 1 創価⼤学 ⼤阪

29 菊池 和⼈ ｷｸﾁ ｶｽﾞﾄ 4 国⼠舘⼤学 埼⽟

30 菊池 ⻯⾺ ｷｸﾁ ﾘｮｳﾏ 4 国⼠舘⼤学 福島

31 ⽥中 佑樹 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 4 国⼠舘⼤学 岡⼭

32 和⽥ 瑛登 ﾜﾀﾞｱｷﾄ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

33 渡邊 莉玖 ﾜﾀﾅﾍﾞﾘｸ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

34 太⽥ 蒼⽣ ｵｵﾀ ｱｵｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 福岡

35 ⽚桐 悠⼈ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 2 ⻘⼭学院⼤学 ⻑野

36 ⽩⽯ 光星 ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 宮城



男⼦5000m 確定版

5組 申請タイム：14'15~14'20

ORD ⽒名 所属 陸協

1 勝部 愛太 ｶﾂﾍﾞ ｱｲﾀ 1 国⼠舘⼤学 ⿃取

2 瀬川 翔誠 ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 1 国⼠舘⼤学 埼⽟

3 ⽻藤 隆成 ﾊﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 3 中央⼤学 愛媛

4 ⾼沼 ⼀颯 ﾀｶﾇﾏ ｶｽﾞｻ 2 中央⼤学 静岡

5 加藤 優⽃ ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 3 東京国際⼤学 福島

6 本⽥ ⼀平 ﾎﾝﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 3 東京国際⼤学 神奈川

7 楠⽊ 悠⼈ ｸｽﾉｷ ﾕｳﾄ 2 東京国際⼤学 宮崎

8 松並 昂勢 ﾏﾂﾅﾐ ｺｳｾｲ 3 ⻘⼭学院⼤学 福岡

9 喜多村 慧 ｷﾀﾑﾗ ｹｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 兵庫

10 ⼤須賀 ⾵葵 ｵｵｽｶﾞ ﾌｳｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 福岡

11 島津 太⼀ ｼﾏｽﾞ ﾀｲﾁ 1 桜美林⼤学 兵庫

12 福⼠ 陽都 ﾌｸｼ ﾊﾙﾄ 4 国⼠舘⼤学 神奈川

13 影⼭ 裕⼰ ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 2 国⼠舘⼤学 千葉

14 齋藤 正剛 ｻｲﾄｳ ｾｲｺﾞｳ 2 国⼠舘⼤学 千葉

15 坂本 翔伍 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 2 国⼠舘⼤学 三重

16 ⽣⽥⽬ 惇 ﾅﾏﾀﾒ ｽﾅｵ 2 国⼠舘⼤学 福島

17 ⾼⽊ 葉 ﾀｶｷﾞ ﾖｳ 2 城⻄⼤学 福井

18 磯⻄ 健⼼ ｲｿﾆｼ ｹﾝｼﾝ 1 城⻄⼤学 新潟

19 岡崎 ⽂太 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾀ 1 城⻄⼤学 宮城

20 松永 悠吾 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳｺﾞ 4 ⽇本体育⼤学 ⿅児島

21 ⼭下 ⼤毅 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ 2 ⽇本体育⼤学 岐⾩

22 ⼩⼭ 祐貴 ｵﾔﾏ ﾕｳｷ 東京陸協 東京

23 秋澤 啓尚 ｱｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾅｵ 横須賀市陸協 神奈川

24 寺井 望 ﾃﾗｲ ﾉｿﾞﾑ 4 専修⼤学 京都

25 安達 勇⼈ ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 4 専修⼤学 神奈川

26 ⻑尾 健⽃ ﾅｶﾞｵ ｹﾝﾄ 4 専修⼤学 兵庫

27 宮永 ⼀輝 ﾐﾔﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ 3 専修⼤学 兵庫

28 藤野 隼也 ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 3 専修⼤学 ⼭⼝

29 ⼭村 啓仁 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙﾄ 3 専修⼤学 神奈川

30 ⼩島 光稀 ｺｼﾞﾏﾐﾂｷ 2 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨

31 神⽥ ⼤地 ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 1 ⻘⼭学院⼤学 宮城

32 野⽥ 崇央 ﾉﾀﾞ ﾀｹﾁｶ 2 創価⼤学 熊本

33 森下 治 ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙ 3 創価⼤学 ⿅児島

34 藤ノ⽊ 丈 ﾌｼﾞﾉｷ ｼﾞｮｳ 2 創価⼤学 新潟



男⼦5000m 【 ★ライズTOKYO杯】 確定版

6組 申請タイム：14'10

ORD ⽒名 所属 陸協

1 川勝 悠雅 ｶﾜｶﾂ ﾕｳｶﾞ 1 国⼠舘⼤学 京都

2 佐藤 礼旺 ｻﾄｳ ﾚｵ 4 城⻄⼤学 宮城

3 成⽥ ⿓之介 ﾅﾘﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 3 城⻄⼤学 ⻘森

4 ⼭本 樹 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 3 城⻄⼤学 静岡

5 岩⽥ 真之 ｲﾜﾀ ｻﾈﾕｷ 1 城⻄⼤学 ⿃取

6 桜井 優我 ｻｸﾗｲ ﾕｳｶﾞ 1 城⻄⼤学 福岡

7 ⽵下 史啓 ﾀｹｼﾀ ﾌﾐﾋﾛ 1 ⽇本体育⼤学 福岡

8

9 ⼭森 ⿓暁 ﾔﾏﾓﾘ ﾘｭｳｷ 3 創価⼤学 福井

10 上杉 祥⼤ ｳｴｽｷﾞ ﾋﾛﾄ 3 創価⼤学 東京

11 有⽥ 伊歩希 ｱﾘﾀ ｲﾌﾞｷ 3 創価⼤学 ⼤阪

12

13

14 安坂 光瑠 ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 2 創価⼤学 ⻑野

15 中村 拳⼠郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ 1 創価⼤学 ⿃取

16 中⼭ 敦貴 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ 3 専修⼤学 神奈川

17 中島 琢登 ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾄ 2 専修⼤学 ⿅児島

18 堀野 愛⽃ ﾎﾘﾉ ﾏﾅﾄ 2 専修⼤学 北海道

19 藁科 健⽃ ﾜﾗｼﾅ ｹﾝﾄ 1 専修⼤学 神奈川

20 村上 友哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 1 専修⼤学 千葉

21 福⽥ 達也 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ 1 専修⼤学 神奈川

22 ⿊⽥ 太洋 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 1 専修⼤学 北海道

23 ⼿塚 太⼀ ﾃﾂﾞｶ ﾀｲﾁ 1 専修⼤学 栃⽊

24 ダンカン キサイサ ﾀﾞﾝｶﾝ ｷｻｲｻ 2 専修⼤学 ⼤分

25 古澤 拓樹 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛｷ 4 駿河台⼤学 ⼭形

26 池⽥ 知史 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知

27 多⽥ 奏太 ﾀﾀﾞ ｶﾅﾀ 3 ⻘⼭学院⼤学 北海道

28

29 皆渡 星七 ﾐﾅﾜﾀﾘ ｾﾅ 1 ⻘⼭学院⼤学 ⼤阪
30 成沢 翔英 ﾅﾙｻﾜｼｮｳｴｲ 3 ⼭梨学院⾼等学校 ⼭梨
31 ⽥井野 悠介 ﾀﾉｲ ﾕｳｽｹ 4 中央⼤学 広島



男⼦5000m 【 ★コラントッテ杯】 確定版

7組 申請タイム：13'45~14'00

ORD ⽒名 所属 陸協

1 横⼭ 魁哉 ﾖｺﾔﾏ ｶｲﾔ 4 創価⼤学 静岡

2 ⽯井 ⼤揮 ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ 3 創価⼤学 岡⼭

3 桑⽥ ⼤輔 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 3 創価⼤学 ⿃取

4 ⼭下 蓮 ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ 1 創価⼤学 ⻑崎

5 畦地 貴⽃ ｱｾﾞﾁ ﾀｶﾄ 4 ⻘⼭学院⼤学 宮崎

6 ⼤澤 佑介 ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ 4 ⻘⼭学院⼤学 群⾺

7 中倉 啓敦 ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 4 ⻘⼭学院⼤学 愛知

8 倉本 ⽞太 ｸﾗﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 3 ⻘⼭学院⼤学 広島

9 佐藤 ⼀世 ｻﾄｳ ｲｯｾｲ 3 ⻘⼭学院⼤学 千葉

10 荒巻 朋熙 ｱﾗﾏｷ ﾄﾓｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 福岡

11 塩出 翔太 ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ 1 ⻘⼭学院⼤学 広島

12

13 東海林 宏⼀ ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ 2 中央⼤学 ⼭形

14 藤井 空⼤ ﾌｼﾞｲ ｸｳﾀﾞｲ 1 駿河台⼤学 兵庫

15 ⽚渕 ⼤晴 ｶﾀﾌﾁ ﾀｲｾｲ 2 城⻄⼤学 福岡

16 鈴⽊ 健真 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 1 城⻄⼤学 岩⼿

17 ⼭岸 柊⽃ ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭｳﾄ 2 東京国際⼤学 宮城

18 ⽊村 海⽃ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 2 東京国際⼤学 埼⽟

19 ⼩松 兼梧 ｺﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 2 東京国際⼤学 秋⽥

20 益⽥ 郁也 ﾏｽﾀﾞ ｲｸﾔ 2 東京国際⼤学 熊本

21

22 出仙 ⿓之介 ﾃﾞｾﾝ ﾘｭｳﾉｽｹ 4 駿河台⼤学 福井

23 脇⽥ 幸太朗 ﾜｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ 4 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 志貴 勇⽃ ｼｷ ﾊﾔﾄ 3 ⻘⼭学院⼤学 ⼭形

26 広内 颯 ﾋﾛｳﾁ ｿｳ 1 ⻘⼭学院⼤学 兵庫

27

28 三上 嵩⽃ ﾐｶﾐ ｼｭｳﾄ SGホールディングス 京都

29 ⼤野 陽⼈ ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 4 ⼤東⽂化⼤学 ⼭形



【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


