
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 16.4℃ 湿度 21% 晴れ 2019.4.13

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 和家　睦昌 ﾜｹ ﾄﾓｱｷ (大塚製薬) 徳島県 (　　) DNS

2 2 佐藤　孝哉 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ (中国電力) 広島県 (11) 15.18.60

3 3 新井　和貴 ｱﾗｲ ｶｽﾞｷ (大塚製薬) 徳島県 (6) 14.59.92

4 4 藤井　貴大 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ (日鉄日新製鋼) 広島県 (7) 15.04.81

5 5 奥谷　裕一 ｵｸﾀﾆ ﾕｳｲﾁ (大塚製薬) 徳島県 (3) 14.49.87

6 6 仲山　大輝 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ (武田薬品) 山口県 (1) 14.41.30

7 7 江浪　修平 ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ (ﾆｯﾃﾂｽﾃﾝﾚｽ) 山口県 (5) 14.53.03

8 8 福永　恭平 ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ (広島経済大学) 兵庫県 (12) 15.27.66

9 9 佐藤　慶一 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ (広島経済大学) 岡山県 (19) 15.54.91

10 10 木村　直樹 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ (トクヤマ) 山口県 (8) 15.06.75

11 11 一宮　颯斗 ｲﾁﾐﾔ ﾊﾔﾄ (広島経済大学) 愛媛県 (2) 14.48.86

12 12 脇田　怜司 ﾜｷﾀﾞ ﾚｲｼﾞ (広島経済大学) 広島県 (9) 15.08.84

13 13 河原　洋太 ｶﾜﾊﾗ ﾖｳﾀ (広島経済大学) 広島県 (16) 15.36.64

14 14 山崎　達也 ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ (広島経済大学) 岡山県 (4) 14.52.64

15 15 澤田　幸治 ｻﾜﾀﾞ ﾕｷﾊﾙ (日鉄日新製鋼) 広島県 (13) 15.29.05

16 16 児玉　優生 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ (広島修道大学) 広島県 (10) 15.15.67

17 17 餘多分　亮雅 ﾖﾀﾌﾞﾝ ﾘｮｳｶﾞ (広島工大高校) 広島県 (18) 15.50.69

18 18 藤本　正洋 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ (金近産業) 山口県 (22) 16.04.14

19 19 前田　篤 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ (広島修道大学) 広島県 (25) 16.49.21

20 20 宮沢　将幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ (くれせん) 広島県 (14) 15.29.18

21 21 冨田　卓未 ﾄﾐﾀ ﾀｸﾐ (日鉄日新製鋼) 広島県 (15) 15.35.53

22 22 長田　泰史 ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｼ (日鉄日新製鋼) 広島県 (20) 15.55.58

23 23 金子　和弘 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ (トクヤマ) 山口県 (17) 15.42.94

24 24 越智　健一朗 ｵﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ (くれせん) 広島県 (21) 16.03.40

25 25 藤田　悠 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ (岩国消防) 山口県 (　　) DNS

26 26 平垣内　章久 ﾋﾗｶﾞｷｳﾁ ｱｷﾋｻ (くれせん) 広島県 (23) 16.06.77

27 27 山野　渉太 ﾔﾏﾉ ｼｮｳﾀ (自衛隊山口) 山口県 (　　) DNS

28 28 本廣　仁 ﾓﾄﾋﾛ ﾋﾄｼ (自衛隊山口) 山口県 (24) 16.31.24

29 29 酒井　大地 ｻｶｲ ﾀﾞｲﾁ (くれせん) 広島県 (26) 16.54.23

【ラップタイム】

距離 ORD/ﾅﾝﾊﾞｰ タイム

1000m 9 02.54.05

2000m 13 05.51.59

3000m 13 08.52.58

4000m 6 11.52.83
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第1レース 女子5000m １組(決) 17:30 日本記録   14.53.22　福士加代子(ﾜｺｰﾙ)  2005.7.8

気温 16.4℃ 湿度 21% 晴れ 2019.4.13

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

30 30 秋山　あみる ｱｷﾔﾏ ｱﾐﾙ (大塚製薬) 徳島県 (1) 17.03.10

【ラップタイム】

距離 ORD/ﾅﾝﾊﾞｰ タイム

1000m 30 03.10.38

2000m 30 06.30.36

3000m 30 09.58.13

4000m 30 13.30.45
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第2レース 男子5000m２組(決) 17:50

気温 16.4℃ 湿度 Lo % 晴れ 2019.4.13

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

31 1 ｻｲﾗｽ ｷﾝｺﾞﾘ ｻｲﾗｽ ｷﾝｺﾞﾘ (ＳＧＨグループ) 京都府 (　　) DNS

32 2 向　晃平 ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ (マツダ) 広島県 (　　) DNS

33 3 風岡　永吉 ｶｻﾞｵｶ ｴｲｷﾁ (ＪＦＥスチール) 岡山県 (1) 14.09.87

34 4 藤井　祐希 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ (トクヤマ) 山口県 (6) 14.21.27

35 5 大谷　健太 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ (ＪＦＥスチール) 岡山県 (9) 14.24.68

36 6 松井　智靖 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾔｽ (中国電力) 広島県 (3) 14.14.95

37 7 山崎　亮平 ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾍｲ (中国電力) 広島県 (　　) DNS

38 8 飯沼　健太 ｲｲﾇﾏ ｹﾝﾀ (ＳＧＨグループ) 京都府 (5) 14.19.10

39 9 堤　悠生 ﾂﾂﾐ ﾕｳｾｲ (ＪＦＥスチール) 広島県 (8) 14.24.41

40 10 斉藤　翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ (ＪＦＥスチール) 岡山県 (13) 14.35.91

41 11 牧野　俊紀 ﾏｷﾉ ﾄｼｷ (中電工) 広島県 (19) 15.08.11

42 12 田中　瑞穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ (マツダ) 広島県 (11) 14.30.54

43 13 岡田　竜治 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ (大塚製薬) 徳島県 (12) 14.32.82

44 14 新井　翔理 ｱﾗｲ ｼｮｳﾘ (マツダ) 広島県 (2) 14.10.34

45 15 秋山　雄飛 ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾋ (中国電力) 広島県 (14) 14.36.37

46 16 大谷　康太 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀ (ＪＦＥスチール) 岡山県 (　　) DNS

47 17 千葉　直輝 ﾁﾊﾞ ﾅｵｷ (ＳＧＨグループ) 京都府 (7) 14.22.40

48 18 八巻　雄飛 ﾔﾏｷ ﾕｳﾄ (ＳＧＨグループ) 京都府 (4) 14.17.65

49 19 橋本　雅史 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ (武田薬品) 山口県 (10) 14.29.37

50 20 竹下　凱 ﾀｹｼﾀ ｶｲ (ＳＧＨグループ) 京都府 (　　) DNS

51 21 鮫島　紋二郎 ｻﾒｼﾞﾏ ﾓﾝｼﾞﾛｳ (中電工) 広島県 (15) 14.38.82

52 22 木邑　駿 ｷﾑﾗ ｼｭﾝ (広島経済大学) 広島県 (17) 14.46.11

53 23 大下　浩平 ｵｵｼﾀ ｺｳﾍｲ (日鉄日新製鋼) 広島県 (16) 14.42.48

54 24 岩田　拓海 ｲﾜﾀ ﾀｸﾐ (ＪＦＥスチール) 広島県 (18) 15.04.96

【ラップタイム】

距離 ORD/ﾅﾝﾊﾞｰ タイム

1000m 9 02.48.01

2000m 9 05.40.16

3000m 14 08.33.78

4000m 17 11.27.32
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