
タイムテーブル

開始時刻 種⽬ 組
13:30 男⼦100m 4
13:55 男⼦200m 3
14:20 男⼦1500m 1
14:50 男⼦400m 1
15:45 男⼦100m(2次) 3
16:30 男⼦3000m 1
17:00 男⼦5000m 1組 1
17:20 男⼦5000m 2組 1
17:40 男⼦5000m 3組 1
18:00 男⼦5000m 4組 1
18:20 男⼦5000m 5組 1



男子１００ｍ
1組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2

3 130 天城　陽太 (ｱﾏｷﾞ ﾖｳﾀ) 中大 北海道
4 7 小川　拓夢 (ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾑ) 静岡AC 静岡
5 130 落合　廉 (ｵﾁｱｲ ﾚﾝ) 中大 栃木
6 123 板垣　拓実 (ｲﾀｶﾞｷ ﾀｸﾐ) 中大 岐阜
7 66 舘野　哲也 (ﾀﾃﾉ ﾃﾂﾔ) 日立産機 東京
8

２組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2 2 藤原　翔平 (ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ) 市川高校 千葉
3 3 安川　美喜雄 (ﾔｽｶﾜ ﾐｷｵ) 十条SC 東京
4 126 針谷　怜児 (ﾊﾘｶﾞｲ  ﾚｲｼﾞ) 中央大学 東京
5 1 原　優斗 (ﾊﾗ ﾕｳﾄ) 神奈川陸協 神奈川
6 129 宮道　敬 (ﾐﾔﾐﾁ ｹｲ) 中大 東京
7

8

３組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2 14 古谷　健介 (ﾌﾙﾔ ｹﾝｽｹ) 専修大学 東京
3 124 田母神一喜 (ﾀﾓｶﾞﾐ ｶｽﾞﾖｼ) 中央大学 福島
4 68 西島　亮哉 (ﾆｼｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ) 常葉大学 静岡
5 69 南園　航 (ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾜﾀﾙ) 常葉大学 静岡
6 4 石井　淳一 (ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ) 十条SC 東京
7

8



４組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2 15 深田　哲也 (ﾌｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ) ｵｰﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 神奈川
3 6 鬼塚　海世 (ｵﾆﾂｶ ｶｲｾｲ) 十条SC 東京
4 122 中村　隼士 (ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ) 中央大学 静岡
5 8 七森孝之 (ﾅﾅﾓﾘ ﾀｶｼ) 東京陸協 東京
6 5 上出　翔太 (ｶﾐﾃﾞ ｼｮｳﾀ) 十条SC 東京
7

8

5組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

6組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



男子２００ｍ
1組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2

3 3 安川　美喜雄 (ﾔｽｶﾜ ﾐｷｵ) 十条SC 東京
4 123 板垣　拓実 (ｲﾀｶﾞｷ ﾀｸﾐ) 中央大学 岐阜
5 7 小川　拓夢 (ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾑ) 静岡AC 静岡
6 66 舘野　哲也 (ﾀﾃﾉ ﾃﾂﾔ) 日立産機 東京
7 68 西島　亮哉 (ﾆｼｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ) 常葉大学 静岡
8

２組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2

3 128 坂元　勇太 (ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ) 中央大学 埼玉
4 131 船越　翔太 (ﾌﾅｺｼ ｼｮｳﾀ 中央大学 新潟
5 127 魚野　翔太 (ｳｵﾉ ｼｮｳﾀ) 中央大学 新潟
6 126 針谷　怜児 (ﾊﾘｶﾞｲ  ﾚｲｼﾞ) 中央大学 東京
7 1 原　優斗 (ﾊﾗ ﾕｳﾄ) 神奈川陸協 神奈川
8

３組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2

3

4 70 市川　稜基 (ｲﾁｶﾜ ｲﾂﾞｷ) 常葉大学 静岡
5 2 藤原　翔平 (ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ) 市川高校 千葉
6 4 石井　淳一 (ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ) 十条SC 東京
7

8



男子４００ｍ
1組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2

3

4 102 田母神一喜 (ﾀﾓｶﾞﾐ ｶｽﾞﾖｼ) 中央大学 福島
5 66 舘野　哲也 (ﾀﾃﾉ ﾃﾂﾔ) 日立産機 東京
6

7

8

２組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

３組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



男子１５００ｍ
1組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1 17 小川　圭斗 (ｵｶﾞﾜ ｹｲﾄ) 上武大学 群馬
2 18 神田　滉人 (ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ) 上武大学 茨城
3 19 田仲　海翔 (ﾀﾅｶ ｶｲﾄ) 上武大学 群馬
4 20 成田　眞生 (ﾅﾘﾀ ﾏｻｷ) 上武大学 新潟
5 21 廣瀬　貴明 (ﾋﾛｾ ﾀｶｱｷ) 上武大学 兵庫
6 115 舟津　彰馬 (ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ) 中央大学 福岡
7 97 中山　顕 (ﾅｶﾔﾏ ｹﾝ) 中央大学 埼玉
8 117 加井　虎造 (ｶｲﾄﾗ ｿﾞｳ) 中央大学 兵庫
9 118 萩原　璃来 (ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｸ) 中央大学 群馬
10 119 石田　光輝 (ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ) 中央大学 北海道
11 120 三浦　拓朗 (ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ) 中央大学 兵庫
12 121 佐々木　遼太 (ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ) 中央大学 群馬
13 13 橋本　貴之 (ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ) エボーリュRC 東京
14 16 林　悠司 (ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ) 横浜陸協 神奈川
15 12 木村　優基 (ｷﾑﾗ ﾕｳｷ) TMRC 東京
16 11 小口　龍馬 (ｵｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ) TMRC 東京
17

18

19

20



男子３０００ｍ
1組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1 71 金澤　有真 (ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾏ) 仙台育英 宮城
2 72 金田　龍心 (ｶﾅﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ) 仙台育英 宮城
3 73 佐藤　礼旺 (ｻﾄｳ ﾚｵ) 仙台育英 宮城
4 74 ルカムセンビ (ﾙｶ ﾑｾﾝﾋﾞ) 仙台育英 宮城
5 75 吉居　大和 (ﾖｼｲ ﾔﾏﾄ) 仙台育英 宮城
6 76 喜早　駿介 (ｷｿｳ ｼｭﾝｽｹ) 仙台育英 宮城
7 77 山平　怜生 (ﾔﾏﾋﾗ ﾚｲ) 仙台育英 宮城
8 78 後藤　謙昌 (ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼｮｳ) 仙台育英 宮城
9 95 堀尾　謙介 (ﾎﾘｵ ｹﾝｽｹ) 中央大学 兵庫
10 97 中山　顕 (ﾅｶﾔﾏ ｹﾝ) 中央大学 埼玉
11 101 池田　勘汰 (ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ) 中央大学 岡山
12 115 舟津　彰馬 (ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ) 中央大学 福岡
13 117 加井　虎造 (ｶｲﾄﾗ ｿﾞｳ) 中央大学 兵庫
14 118 萩原　璃来 (ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｸ) 中央大学 群馬
15 119 石田　光輝 (ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ) 中央大学 北海道
16 120 三浦　拓朗 (ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ) 中央大学 兵庫
17

18

19

20



男子５０００ｍ
1組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1 94 苗村　隆広 (ﾅﾑﾗﾀ ｶﾋﾛ) 中央大学 兵庫
2 134 草野　修吾 (ｸｻﾉ ｼｭｳｺﾞ) 学法石川 福島
3 138 添田　陽斗 (ｿｴﾀ ﾊﾙﾄ) 学法石川 福島
4 147 千代　拓海 (ﾁﾖ ﾀｸﾐ) 学法石川 福島
5 148 岡　剛史 (ｵｶﾂﾖｼ) 学法石川 福島
6 149 佐藤　祐輔 (ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ) 学法石川 福島
7 51 田中　祐次 (ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ) NTT東京 東京
8 49 山﨑　泰弘 (ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ) NTT東京 東京
9 50 國澤　優志 (ｸﾆｻﾜ ﾕｳｼ) NTT東京 東京
10 28 上別府 樹生 (ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ｼﾞｭｷ)上武大学 福岡
11 57 小林　和弥 (ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ) NTT東京 東京
12 56 岡田　和樹 (ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ) NTT東京 東京
13 53 斉藤　俊 (ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ) NTT東京 東京
14 55 新田　和樹 (ﾆｯﾀ ｶｽﾞｷ) NTT東京 東京
15 152 吉田　凌 (ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ) 学法石川 福島
16 54 中尾　喜大 (ﾅｶｵ ﾖｼﾋﾛ) NTT東京 東京
17 31 佐藤　学 (ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ) 上武大学 群馬
18 151 須釡　楽 (ｽｶﾞ ﾏｺﾞｳ) 学法石川 福島
19 67 竹内　喜紀 (ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ) 三重大学 三重
20 65 葛西　直樹 (ｶｻｲ ﾅｵｷ) 神奈川陸協神奈川
21 59 小泉　建人 (ｺｲｽﾞﾐ  ｹﾝﾄ) 聖学院大 埼玉
22 58 石丸　芳視 (ｲｼﾏﾙ ﾖｼﾐ) 日野市陸協神奈川
23 10 長谷　知弥 (ﾅｶﾞﾀﾆ ﾄﾓﾔ) TMRC 東京
24

25

26

27

28

29

30



2組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1 23 大久保　樹 (ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ) 上武大学 広島
2 24 太田　光紀 (ｵｵﾀ ｺｳｷ) 上武大学 秋田
3 37 宮内　大晟 (ﾐﾔｳﾁ ﾀｲｾｲ) 上武大学 北海
4 40 堺　健太郎 (ｻｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ) 上武大学 長崎
5 41 渡草　良貴 (ﾄｸｻ ﾖｼｷ) 上武大学 群馬
6 22 伊神　航 (ｲｶﾐ ﾜﾀﾙ) 上武大学 群馬
7 26 奥野　凱 (ｵｸﾉ ｶｲ) 上武大学 群馬
8 27 香月　鴻汰 (ｶﾂｷ ｺｳﾀ) 上武大学 長崎
9 29 菅　一生 (ｶﾝ ｲｯｾｲ) 上武大学 群馬
10 33 内藤　宗昌 (ﾅｲﾄｳ ｿｳﾏ) 上武大学 京都
11 35 西　勇気 (ﾆｼ ﾕｳｷ) 上武大学 宮崎
12 36 正木　誠 (ﾏｻｷ ﾏｺﾄ) 上武大学 群馬
13 38 湯本　樹 (ﾕﾓﾄ ｲﾂｷ) 上武大学 大阪
14 46 堀口　翔太 (ﾎﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ) 上武大学 群馬
15 48 合田　佳功 (ｺﾞｳﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ) NTT東京 東京
16 30 佐伯　優斗 (ｻｴｷ　ﾕｳﾄ) 上武大学 広島
17 52 皆浦　巧 (ﾐﾅｳﾗ ﾀｸﾐ) NTT東京 東京
18 9 富張　裕紀 (ﾄﾐﾊﾘ ﾕｳｷ) TMRC 神奈川
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



3組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1 145 瀧川　幹太 (ﾀｷｶﾜ ｶﾝﾀ) 学法石川 福島
2 146 田島　洸樹 (ﾀｼﾏ ｺｳｷ) 学法石川 福島
3 150 下山田　稜 (ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ) 学法石川 福島
4 153 西槇　駿祐 (ﾆｼﾏｷ ｼｭﾝｽｹ) 学法石川 福島
5 25 岡本　大地 (ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ) 上武大学 群馬
6 32 鈴木　流世 (ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ) 上武大学 群馬
7 34 中谷　光佑 (ﾅｶﾀﾆ ｺｳｽｹ) 上武大学 群馬
8 39 吉田　勇大 (ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ) 上武大学 群馬
9 42 山口　和樹 (ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ) 上武大学 兵庫
10 44 孝田　岳 (ｺｳﾀﾞ ｶﾞｸ) 上武大学 群馬
11 45 庄　拓実 (ｼｮｳ ﾀｸﾐ) 上武大学 群馬
12 20 成田　眞生 (ﾅﾘﾀ　ﾏｻｷ) 上武大学 新潟
13 100 岸　俊樹 (ｷｼ ﾄｼｷ) 中央大学 東京
14 109 谷澤　竜弥 (ﾀﾆｻﾞﾜ ﾘｭｳﾔ) 中央大学 神奈川
15 111 森　智哉 (ﾓﾘ ﾄﾓﾔ) 中央大学 佐賀
16 114 中野　雄介 (ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ) 中央大学 神奈川
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4組          (            )



レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1 80 黒須　優翔 (ｸﾛｽ ﾕｳﾄ) 仙台育英 宮城
2 81 菊地　駿介 (ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ) 仙台育英 宮城
3 82 小原　快都 (ｵﾊﾞﾗ ｶｲﾄ) 仙台育英 宮城
4 88 相澤　俊介 (ｱｲｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ) 仙台育英 宮城
5 89 石川 景次郎 (ｲｼｶﾜ ｹｲｼﾞﾛｳ)仙台育英 宮城
6 90 久保　颯斗 (ｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ) 仙台育英 宮城
7 91 斯波　岳士 (ｼﾊﾞ ﾀｹｼ) 仙台育英 宮城
8 92 緒方　微 (ｵｶﾞﾀ ｿﾖｸﾞ) 仙台育英 宮城
9 83 三浦　剛 (ﾐｳﾗ ﾂﾖｼ) 仙台育英 宮城
10 84 小池　耀大 (ｺｲｹ ﾖｳﾀ) 仙台育英 宮城
11 85 中澤　優希 (ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ) 仙台育英 宮城
12 86 白井　勇佑 (ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ) 仙台育英 宮城
13 87 山岸　柊斗 (ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭｳﾄ) 仙台育英 宮城
14 43 上前　法誠 (ｶﾐﾏｴ ﾎｳｾｲ) 上武大学 群馬
15 47 宮崎 健次郎 (ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ)上武大学 群馬
16 61 増田　空 (ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ) 帝京大学 香川
17 93 神﨑　裕 (ｺｳｻﾞｷﾋﾛｼ) 中央大学 山口
18 94 苗村　隆広 (ﾅﾑﾗﾀ ｶﾋﾛ) 中央大学 兵庫
19 96 関口　康平 (ｾｷｸﾞﾁｺｳﾍｲ) 中央大学 千葉
20 102 岩原　智昭 (ｲﾜﾊﾗ ﾁｱｷ) 中央大学 東京
21 107 萩原 璃来 (ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｸ） 中央大学 群馬
22

23

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30



5組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録

1 133 大塚　稜介 (ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｽｹ) 学法石川 福島
2 135 小玉　歩葵 (ｺﾀﾞﾏ ｲﾌﾞｷ) 学法石川 福島
3 136 佐久間　雄也 (ｻｸﾏ ﾕｳﾔ) 学法石川 福島
4 143 高槻　芳照 (ﾀｶﾂｷ ﾖｼﾃﾙ) 学法石川 福島
5 144 吉田　陵雅 (ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ) 学法石川 福島
6 132 岩谷　翼 (ｲﾜﾔ ﾂﾊﾞｻ) 学法石川 福島
7 137 関根　大地 (ｾｷﾈ ﾀﾞｲﾁ) 学法石川 福島
8 139 西槇　優祐 (ﾆｼﾏｷ ﾕｳｽｹ) 学法石川 福島
9 140 古川　道斗 (ﾌﾙｶﾜ ﾐﾁﾄ) 学法石川 福島
10 141 加藤　優斗(ｶﾄｳ ﾕｳﾄ) 学法石川 福島
11 142 金澤　宏哉 (ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾔ) 学法石川 福島
12 95 堀尾　謙介 (ﾎﾘｵ ｹﾝｽｹ) 中央大学 兵庫
13 98 冨原　拓 (ﾄﾐﾊﾗ ﾀｸ) 中央大学 香川
14 99 二井　康介 (ﾆｲ ｺｳｽｹ） 中央大学 神奈川
15 103 大森　太楽 (ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ) 中央大学 鳥取
16 104 川崎　新太郎 (ｶﾜｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ)中央大学 滋賀
17 105 眞田　翼 (ｻﾅﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ) 中央大学 静岡
18 106 三須　健乃介 (ﾐｽ ｹﾝﾉｽｹ) 中央大学 静岡
19 108 井上　大輝 (ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ) 中央大学 兵庫
20 116 安永　直斗 (ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵﾄ) 中央大学 広島
21 101 池田　勘汰 (ｲｹﾀﾞｶﾝﾀ) 中央大学 岡山
22 60 鳥飼　悠生 (ﾄﾘｶｲ ﾕｳｷ) 帝京大学 千葉
23 62 吉田　律哉 (ﾖｼﾀﾞ ﾘﾂﾔ) 帝京大学 京都
24 63 渡邊　悠斗 (ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ) 帝京大学 宮城
25 64 三原　魁人 (ﾐﾊﾗ ｶｲﾄ) 帝京大学 京都
26 79 ムチリディラング 仙台育英 宮城
27

28

29

30



男子１００ｍ ２次レース
1組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録
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２組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録
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３組          (            )

レーン ナンバー 氏　名 所   属 登録陸協 順位 記録
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