
第1レース 男子5000m 1組(決) 17:30 日本記録   13.08.40  大迫　傑(ﾅｲｷｵﾚｺﾞﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)  2015.7.17

気温 13.4℃ 湿度 83% 雨 2018.4.14

個人ID ORD/ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録陸協 順位 記　録

1 1 新井 翔理 ｱﾗｲ ｼｮｳﾘ (マツダ) 広島県 (2) 14.34.50

2 2 山本 憲二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ (マツダ) 広島県 (3) 14.45.31

3 3 向 晃平 ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ (マツダ) 広島県 (1) 14.25.25

4 4 延藤 潤 ﾉﾌﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝ (マツダ) 広島県 (9) 14.54.13

5 5 清谷 匠 ｷﾖﾀﾆ ﾀｸﾐ (中国電力) 広島県 (7) 14.52.52

6 6 藤森 憲秀 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾘﾋﾃﾞ (中国電力) 広島県 (　　) DNS

7 7 西岡 喬介 ﾆｼｵｶ ｷｮｳｽｹ (中電工) 広島県 (6) 14.51.90

8 8 田中 瑞穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ (マツダ) 広島県 (8) 14.53.62

9 9 橋本 澪 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲ (マツダ) 広島県 (　　) DNF

10 10 山本 雄大 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ (マツダ) 広島県 (4) 14.48.14

11 11 兼実 省伍 ｶﾈｻﾞﾈ ｼｮｳｺﾞ (中国電力) 広島県 (5) 14.49.63

【ラップタイム】

距離 ORD/ﾅﾝﾊﾞｰ タイム

1000m 9 02.48

2000m 9 05.40

3000m 3 08.37

4000m 3 11.35
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第２レース 男子5000m 2組(決) 17:50

気温 13.5℃ 湿度 84% 雨 2018.4.14

個人ID ORD/ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録陸協 順位 記　録

12 1 篠原 楓 ｼﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ (新居浜東高校) 愛媛県 (1) 15.04.49

13 2 宮本 健太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ (広島経済大学) 鳥取県 (8) 15.32.68

14 3 芦田 隼人 ｱｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ (広島修道大学) 島根県 (24) 16.37.29

15 4 松石 啓輔 ﾏﾂｲｼ ｹｲｽｹ (広島経済大学) 三重県 (　　) DNS

16 5 佐古田 暁斗 ｻｺﾀﾞ ｱｷﾄ (高知農業高校) 高知県 (　　) DNS

17 6 坂口 礼章 ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ (広島大学) 広島県 (　　) DNS

18 7 中村 祐希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ (豊國) 広島県 (7) 15.25.48

19 8 河原 洋太 ｶﾜﾊﾗ ﾖｳﾀ (広島経済大学) 広島県 (21) 16.15.57

20 9 森 大志 ﾓﾘ ﾀｲｼ (高知農業高校) 高知県 (　　) DNS

21 10 田中 将文 ﾀﾅｶ ﾏｻﾌﾐ (広島経済大学) 広島県 (　　) DNS

22 11 川上 依武輝 ｶﾜｶﾐ ｲﾌﾞｷ (高知農業高校) 高知県 (　　) DNS

23 12 鍋島 尚哉 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾅｵﾔ (広島修道大学) 広島県 (15) 15.56.00

24 13 河合 勇樹 ｶﾜｲ ﾕｳｷ (広島経済大学) 兵庫県 (　　) DNS

25 14 横山 登頼 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾗｲ (新居浜東高校) 愛媛県 (16) 15.56.69

26 15 寺元 颯一 ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｲﾁ (倉敷高校) 岡山県 (12) 15.42.94

27 16 角南 隆行 ｽﾅﾐ ﾘｭｳｺｳ (倉敷高校) 岡山県 (2) 15.06.34

28 17 宇都 駿介 ｳﾄ ｼｭﾝｽｹ (倉敷高校) 岡山県 (　　) DNS

29 18 山中 陽太 ﾔﾏﾅｶ ﾖｳﾀﾞｲ (広島経済大学) 愛媛県 (5) 15.23.88

30 19 山崎 達哉 ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ (広島経済大学) 岡山県 (6) 15.24.85

31 20 藤田 隆ノ介 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ (武田薬品) 山口県 (18) 15.59.56

32 21 奥野 奏輝 ｵｸﾉ ｿｳｷ (倉敷高校) 岡山県 (4) 15.21.21

33 22 一宮 颯斗 ｲﾁﾐﾔ ﾊﾔﾄ (広島経済大学) 愛媛県 (9) 15.35.01

34 23 浅先 将大 ｱｻｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ (広島修道大学) 広島県 (13) 15.44.20

35 24 児玉 優生 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ (広島修道大学) 広島県 (19) 16.01.21

36 25 眞鍋 聖良 ﾏﾅﾍﾞ ｾｲﾗ (新居浜東高校) 愛媛県 (14) 15.55.47

37 26 伊藤 秀汰 ｲﾄｳ ｼｭｳﾀ (新居浜東高校) 愛媛県 (10) 15.37.52

38 27 菊川 淳 ｷｸｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ (新居浜東高校) 愛媛県 (3) 15.19.58

39 28 武 純也 ﾀｹ ｼﾞｭﾝﾔ (倉敷高校) 岡山県 (20) 16.11.99

40 29 中野 和哉 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ (広島修道大学) 広島県 (23) 16.23.47

41 30 井口 駆 ｲｸﾞﾁ ｶｹﾙ (倉敷高校) 岡山県 (　　) DNS

42 31 脇田 怜司 ﾜｷﾀ ﾚｲｼﾞ (広島経済大学) 広島県 (11) 15.38.75

43 32 藤田 悠 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ (岩国消防) 山口県 (22) 16.20.18

44 33 越智 健一朗 ｵﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ (くれせん) 広島県 (25) 16.46.59

45 34 山田 拓人 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ (倉敷高校) 岡山県 (17) 15.59.40

【ラップタイム】

距離 ORD/ﾅﾝﾊﾞｰ タイム

1000m 2 02.55.62

2000m 8 05.58.03

3000m 16 09.01.58

4000m 16 12.01.43
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第３レース 男子5000m ３組(決) 18:10

気温 14.2℃ 湿度 81% 雨 2018.4.14

個人ID ORD/ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録陸協 順位 記　録

46 1 ﾎﾟｰﾙ ｶﾏｲｼ ﾎﾟｰﾙ ｶﾏｲｼ (中国電力) 広島県 (　　) DNS

47 2 ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ (ＪＦＥスチール) 広島県 (　　) DNF

48 3 秦 将吾 ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ (大塚製薬) 徳島県 (　　) DNS

49 4 松村 陣之助 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞﾝﾉｽｹ (ＪＦＥスチール) 広島県 (4) 14.29.22

50 5 岡本 雄大 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ (ＪＦＥスチール) 岡山県 (2) 14.22.72

51 6 ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｷﾏﾆ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｷﾏﾆ (ＪＦＥスチール) 広島県 (3) 14.28.05

52 7 奥谷 裕一 ｵｸﾀﾆ ﾕｳｲﾁ (大塚製薬) 徳島県 (19) 14.54.04

53 8 菅 真大 ｶﾝ ﾏｻﾋﾛ (ＪＦＥスチール) 岡山県 (26) 15.11.31

54 9 上門 大祐 ｳｴｶﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ (大塚製薬) 徳島県 (24) 15.01.74

55 10 大谷 健太 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ (ＪＦＥスチール) 岡山県 (16) 14.47.36

56 11 藤井 祐希 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ (トクヤマ) 山口県 (27) 15.15.57

57 12 篠藤 淳 ｼﾉﾄｳ ｼﾞｭﾝ (山陽特殊製鋼) 兵庫県 (1) 14.22.22

58 13 上村 和生 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞｷ (大塚製薬) 徳島県 (　　) DNS

59 14 熊橋 弘将 ｸﾏﾊｼ ﾋﾛﾏｻ (山陽特殊製鋼) 兵庫県 (12) 14.44.52

60 15 久保岡 諭司 ｸﾎﾞｵｶ ｻﾄｼ (ＪＦＥスチール) 広島県 (10) 14.42.07

61 16 風岡 永吉 ｶｻﾞｵｶ ｴｲｷﾁ (ＪＦＥスチール) 広島県 (8) 14.40.79

62 17 中西 健 ﾅｶﾆｼ ｹﾝ (NTT西日本) 大阪府 (7) 14.38.91

63 18 村上 優輝 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ (ＪＦＥスチール) 岡山県 (5) 14.31.85

64 19 牧野 俊紀 ﾏｷﾉ ﾄｼｷ (中電工) 広島県 (15) 14.46.95

65 20 岡田 竜治 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ (大塚製薬) 徳島県 (11) 14.44.26

66 21 堤 悠生 ﾂﾂﾐ ﾕｳｾｲ (ＪＦＥスチール) 広島県 (22) 15.00.95

67 22 土久岡 陽祐 ﾄｸｵｶ ﾖｳｽｹ (ＪＦＥスチール) 広島県 (13) 14.44.97

68 23 橋本 雅史 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ (武田薬品) 山口県 (18) 14.47.90

69 24 松村 元輝 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾞﾝｷ (ＪＦＥスチール) 広島県 (6) 14.35.15

70 25 大下 浩平 ｵｵｼﾀ ｺｳﾍｲ (広島経済大学) 広島県 (23) 15.01.26

71 26 木邑 駿 ｷﾑﾗ ｼｭﾝ (広島経済大学) 広島県 (21) 14.57.27

72 27 山端 哲世 ﾔﾏﾊﾀ ﾃｯｾｲ (山陽特殊製鋼) 兵庫県 (25) 15.04.25

73 28 廣瀬 岳 ﾋﾛｾ ｶﾞｸ (武田薬品) 山口県 (28) 15.27.40

74 29 岡本 哲平 ｵｶﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ (山陽特殊製鋼) 兵庫県 (20) 14.54.39

75 30 藤井 翔太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ (武田薬品) 山口県 (9) 14.41.90

76 31 大根田 航太 ｵｵﾈﾀﾞ ｺｳﾀ (山陽特殊製鋼) 兵庫県 (17) 14.47.66

77 32 松藤 仁 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾄｼ (武田薬品) 山口県 (29) 15.29.46

78 33 大谷 康太 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀ (ＪＦＥスチール) 岡山県 (14) 14.46.62

79 34 岩田 拓海 ｲﾜﾀ ﾀｸﾐ (ＪＦＥスチール) 広島県 (30) 15.32.81

【ラップタイム】

距離 ORD/ﾅﾝﾊﾞｰ タイム

1000m 2 02.43.22

2000m 2 05.27.52

3000m 6 08.37.11

4000m 18 11.35.20
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第1回中国実業団長距離記録会　総合成績　（2018年4月14日（土）　呉市総合スポーツセンター陸上競技場）

男子5000ｍ

順位 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録陸協 記　録 組 順位

1 篠藤 淳 ｼﾉﾄｳ ｼﾞｭﾝ (山陽特殊製鋼) 兵庫県 14.22.22 3 - 1

2 岡本 雄大 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ (ＪＦＥスチール) 岡山県 14.22.72 3 - 2

3 向 晃平 ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ (マツダ) 広島県 14.25.25 1 - 1

4 ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｷﾏﾆ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｷﾏﾆ (ＪＦＥスチール) 広島県 14.28.05 3 - 3

5 松村 陣之助 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞﾝﾉｽｹ (ＪＦＥスチール) 広島県 14.29.22 3 - 4

6 村上 優輝 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ (ＪＦＥスチール) 岡山県 14.31.85 3 - 5

7 新井 翔理 ｱﾗｲ ｼｮｳﾘ (マツダ) 広島県 14.34.50 1 - 2

8 松村 元輝 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾞﾝｷ (ＪＦＥスチール) 広島県 14.35.15 3 - 6

9 中西 健 ﾅｶﾆｼ ｹﾝ (NTT西日本) 大阪府 14.38.91 3 - 7

10 風岡 永吉 ｶｻﾞｵｶ ｴｲｷﾁ (ＪＦＥスチール) 広島県 14.40.79 3 - 8

11 藤井 翔太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ (武田薬品) 山口県 14.41.90 3 - 9

12 久保岡 諭司 ｸﾎﾞｵｶ ｻﾄｼ (ＪＦＥスチール) 広島県 14.42.07 3 - 10

13 岡田 竜治 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ (大塚製薬) 徳島県 14.44.26 3 - 11

14 熊橋 弘将 ｸﾏﾊｼ ﾋﾛﾏｻ (山陽特殊製鋼) 兵庫県 14.44.52 3 - 12

15 土久岡 陽祐 ﾄｸｵｶ ﾖｳｽｹ (ＪＦＥスチール) 広島県 14.44.97 3 - 13

16 山本 憲二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ (マツダ) 広島県 14.45.31 1 - 3

17 大谷 康太 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀ (ＪＦＥスチール) 岡山県 14.46.62 3 - 14

18 牧野 俊紀 ﾏｷﾉ ﾄｼｷ (中電工) 広島県 14.46.95 3 - 15

19 大谷 健太 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ (ＪＦＥスチール) 岡山県 14.47.36 3 - 16

20 大根田 航太 ｵｵﾈﾀﾞ ｺｳﾀ (山陽特殊製鋼) 兵庫県 14.47.66 3 - 17

21 橋本 雅史 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ (武田薬品) 山口県 14.47.90 3 - 18

22 山本 雄大 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ (マツダ) 広島県 14.48.14 1 - 4

23 兼実 省伍 ｶﾈｻﾞﾈ ｼｮｳｺﾞ (中国電力) 広島県 14.49.63 1 - 5

24 西岡 喬介 ﾆｼｵｶ ｷｮｳｽｹ (中電工) 広島県 14.51.90 1 - 6

25 清谷 匠 ｷﾖﾀﾆ ﾀｸﾐ (中国電力) 広島県 14.52.52 1 - 7

26 田中 瑞穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ (マツダ) 広島県 14.53.62 1 - 8

27 奥谷 裕一 ｵｸﾀﾆ ﾕｳｲﾁ (大塚製薬) 徳島県 14.54.04 3 - 19

28 延藤 潤 ﾉﾌﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝ (マツダ) 広島県 14.54.13 1 - 9

29 岡本 哲平 ｵｶﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ (山陽特殊製鋼) 兵庫県 14.54.39 3 - 20

30 木邑 駿 ｷﾑﾗ ｼｭﾝ (広島経済大学) 広島県 14.57.27 3 - 21

31 堤 悠生 ﾂﾂﾐ ﾕｳｾｲ (ＪＦＥスチール) 広島県 15.00.95 3 - 22

32 大下 浩平 ｵｵｼﾀ ｺｳﾍｲ (広島経済大学) 広島県 15.01.26 3 - 23

33 上門 大祐 ｳｴｶﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ (大塚製薬) 徳島県 15.01.74 3 - 24

34 山端 哲世 ﾔﾏﾊﾀ ﾃｯｾｲ (山陽特殊製鋼) 兵庫県 15.04.25 3 - 25

35 篠原 楓 ｼﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ (新居浜東高校) 愛媛県 15.04.49 2 - 1

36 角南 隆行 ｽﾅﾐ ﾘｭｳｺｳ (倉敷高校) 岡山県 15.06.34 2 - 2

37 菅 真大 ｶﾝ ﾏｻﾋﾛ (ＪＦＥスチール) 岡山県 15.11.31 3 - 26

38 藤井 祐希 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ (トクヤマ) 山口県 15.15.57 3 - 27

39 菊川 淳 ｷｸｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ (新居浜東高校) 愛媛県 15.19.58 2 - 3

40 奥野 奏輝 ｵｸﾉ ｿｳｷ (倉敷高校) 岡山県 15.21.21 2 - 4

41 山中 陽太 ﾔﾏﾅｶ ﾖｳﾀﾞｲ (広島経済大学) 愛媛県 15.23.88 2 - 5

42 山崎 達哉 ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ (広島経済大学) 岡山県 15.24.85 2 - 6
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43 中村 祐希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ (豊國) 広島県 15.25.48 2 - 7

44 廣瀬 岳 ﾋﾛｾ ｶﾞｸ (武田薬品) 山口県 15.27.40 3 - 28

45 松藤 仁 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾄｼ (武田薬品) 山口県 15.29.46 3 - 29

46 宮本 健太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ (広島経済大学) 鳥取県 15.32.68 2 - 8

47 岩田 拓海 ｲﾜﾀ ﾀｸﾐ (ＪＦＥスチール) 広島県 15.32.81 3 - 30

48 一宮 颯斗 ｲﾁﾐﾔ ﾊﾔﾄ (広島経済大学) 愛媛県 15.35.01 2 - 9

49 伊藤 秀汰 ｲﾄｳ ｼｭｳﾀ (新居浜東高校) 愛媛県 15.37.52 2 - 10

50 脇田 怜司 ﾜｷﾀ ﾚｲｼﾞ (広島経済大学) 広島県 15.38.75 2 - 11

51 寺元 颯一 ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｲﾁ (倉敷高校) 岡山県 15.42.94 2 - 12

52 浅先 将大 ｱｻｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ (広島修道大学) 広島県 15.44.20 2 - 13

53 眞鍋 聖良 ﾏﾅﾍﾞ ｾｲﾗ (新居浜東高校) 愛媛県 15.55.47 2 - 14

54 鍋島 尚哉 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾅｵﾔ (広島修道大学) 広島県 15.56.00 2 - 15

55 横山 登頼 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾗｲ (新居浜東高校) 愛媛県 15.56.69 2 - 16

56 山田 拓人 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ (倉敷高校) 岡山県 15.59.40 2 - 17

57 藤田 隆ノ介 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ (武田薬品) 山口県 15.59.56 2 - 18

58 児玉 優生 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ (広島修道大学) 広島県 16.01.21 2 - 19

59 武 純也 ﾀｹ ｼﾞｭﾝﾔ (倉敷高校) 岡山県 16.11.99 2 - 20

60 河原 洋太 ｶﾜﾊﾗ ﾖｳﾀ (広島経済大学) 広島県 16.15.57 2 - 21

61 藤田 悠 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ (岩国消防) 山口県 16.20.18 2 - 22

62 中野 和哉 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ (広島修道大学) 広島県 16.23.47 2 - 23

63 芦田 隼人 ｱｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ (広島修道大学) 島根県 16.37.29 2 - 24

64 越智 健一朗 ｵﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ (くれせん) 広島県 16.46.59 2 - 25

橋本 澪 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲ (マツダ) 広島県 DNF 1 - 　　

ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ (ＪＦＥスチール) 広島県 DNF 3 - 　　

藤森 憲秀 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾘﾋﾃﾞ (中国電力) 広島県 DNS 1 - 　　

松石 啓輔 ﾏﾂｲｼ ｹｲｽｹ (広島経済大学) 三重県 DNS 2 - 　　

佐古田 暁斗 ｻｺﾀﾞ ｱｷﾄ (高知農業高校) 高知県 DNS 2 - 　　

坂口 礼章 ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ (広島大学) 広島県 DNS 2 - 　　

森 大志 ﾓﾘ ﾀｲｼ (高知農業高校) 高知県 DNS 2 - 　　

田中 将文 ﾀﾅｶ ﾏｻﾌﾐ (広島経済大学) 広島県 DNS 2 - 　　

川上 依武輝 ｶﾜｶﾐ ｲﾌﾞｷ (高知農業高校) 高知県 DNS 2 - 　　

河合 勇樹 ｶﾜｲ ﾕｳｷ (広島経済大学) 兵庫県 DNS 2 - 　　

宇都 駿介 ｳﾄ ｼｭﾝｽｹ (倉敷高校) 岡山県 DNS 2 - 　　

井口 駆 ｲｸﾞﾁ ｶｹﾙ (倉敷高校) 岡山県 DNS 2 - 　　

ﾎﾟｰﾙ ｶﾏｲｼ ﾎﾟｰﾙ ｶﾏｲｼ (中国電力) 広島県 DNS 3 - 　　

秦 将吾 ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ (大塚製薬) 徳島県 DNS 3 - 　　

上村 和生 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞｷ (大塚製薬) 徳島県 DNS 3 - 　　

【ラップタイム　3組】

距離 氏名 所属 タイム

1000m ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ (ＪＦＥスチール) 02.43.22

2000m ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ (ＪＦＥスチール) 05.27.52

3000m ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｷﾏﾆ (ＪＦＥスチール) 08.37.11

4000m 村上 優輝 (ＪＦＥスチール) 11.35.20
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