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≪大会及び競技注意事項≫ 
 

１. 規則について 

 本大会は 2021 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 

 大会・大学関係者と観客とでは、駐車場が異なる。ただし、どちらも 13:00～20:00、無料で利用可

能。（「駐車場について」参照） 

 大会・大学関係者は、P3 中央第一駐車場[99 台] 及び P4 中央第二駐車場[139 台] が優先的に利

用可能。 

 観客は、P1 西第一駐車場[248 台] 及び P2 西第二駐車場[50 台] が利用可能。 

(２) 待機場所について 

 待機場所は、2 階コンコースの各大学指定された場所を利用すること。（「待機場所について」参照） 

(３) 会場の入退場について 

 入退場は正面玄関及び 2 階デッキ口のみとする。 

 競技場内に入場する者は、必ず検温を行う。尚、観客は入場時にチケットを提示すること。 

 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。 

 関係者を含む全ての来場者は、閉会式が終了次第、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 

 観客は、チケットの種別によって観覧場所を制限する。（詳しくは ACC 公式ホームページの

MARCH 対抗戦の観戦案内（https://www.acckizuna.com/march2021）をご覧ください。） 

 観覧席では、人と人の間隔を２席程度空けること。トラック内では、指定された区域の５レーンま

で立ち入りを許可する。 

 タイム計測等を行うチームスタッフは、トラックの５レーンまで立ち入りを許可する。 

(５) ウォーミングアップについて 

 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。 

 競技場内で流しを行う場合は、ホームストレート（100m スタート付近）のみ利用を許可する。 

(６) 選手について 

 アスリートビブス付属のチップ及び腰ゼッケンは、ゴール後必ず返却すること。（チップを紛失、未

返却の場合は 1 個につき 2,000 円(税別)徴収いたします。） 

 レースが終わった者から速やかにトラック内から退場すること。 

(７) ライブ配信について 

 ABEMA、RCC アプリ「IRAW」、YouTube「Team KIZUNA」チャンネルにて、本大会の様子を生

配信予定。尚、開会式から 2 組目、3 組目から閉会式では配信チャンネルが異なる。 

 開会式～2 組目終了（15:00～16:30） 

I R A W： https://rcc.jp/iraw/ 

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

 3 組目～閉会式（17:00～19:25） 

ABEMA： https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/AeXFqkUxcDcZKM 

11 月 19 日現在 



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 

 全参加団体は、競技場到着時に必ず団体受付を行うこと。 

 団体受付は、代表者１名が行うこと。 

 団体受付にて、アスリートビブスの配布を行う。尚、アスリートビブス付属のチップはゴール後回

収する。 

(２) 招集、腰ゼッケンについて 

 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。 

 最終招集は、各レースの 5 分前にて、スタート地点で行う。 

 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に取り付けること。腰ゼッ

ケンはゴール後回収する。 

 

４. 表彰、奨学金について 

(１) チーム表彰 

 全組終了後、各大学上位 10 名のタイムを合計して順位付けする。そして成績に応じて各大学を表

彰し、奨学金を授与する。 

 奨学金は、優勝 30 万円・2 位 20 万円・3 位 15 万円・4 位 10 万円・5 位 5 万円。 

(２) 個人表彰 

 全組終了後、総合順位上位 8 名を表彰し、奨学金を授与する。 

 奨学金は、1 位 3 万円・2 位 2 万 5 千円・3 位 2 万円・4 位 1 万 5 千円・5 位 1 万円・6 位 8 千円・

7 位 5 千円・8 位 3 千円。 

 尚、以下の記録を突破した者には、別途奨学金を授与する。 

 28 分 16 秒：1 万円 （※第 105 回日本陸上競技選手権大会申込資格記録） 

 28 分 00 秒：3 万円 

 学 生 記 録：10 万円 

(３) abema TV 賞 

 3～5 組出場選手の中で、自己最高記録を最も大きく更新した 1 名の選手に、abema TV 様より 3 万

円を贈呈する。 

※ 奨学金の受け渡しについては、大会終了後、大学ごとにまとめて指定口座へ振り込む。詳細については、

後日各大学へ周知をする。 

 

５. 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) 本大会の 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。 

 スタートリストを大会 3 日前までに MARCH 対抗戦特設サイト（https://march-cup.org/）に公開

する。 

 大会当日の速報結果は Twitter（@team_kizuna_20）で行う。 

 公式大会結果は、大会３日後以内に ACC 公式 HP（お問い合わせ先参照）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) 本大会は 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＞ 

メ ー ル： kizuna.taikai@gmail.com [ｱｽﾘｰﾄｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ絆ﾗﾝﾆﾝｸﾞ倶楽部 事務局 伊藤雅一] 

電話番号： 090-1986-3537 [青山学院大学陸上競技部⾧距離ブロックコーチ 勝亦祐一] 

ACC ホームページ： https://www.acckizuna.com 

  



 駐車場について 

 

 
 

 駐車場 収容台数 利用可能時間 駐車場料金 

大会・大学関係者 
P3 中央第一駐車場 99 台 

13:00-20:00 無料 
P4 中央第二駐車場 139 台 

観客 
P1 西第一駐車場 248 台 

P2 西第二駐車場 50 台 

※ P1,P2 が満車の場合は、観客の方も P3,P4 をご利用いただけます。 

 

  

観客 

大会・大学関係者 



 待機場所について 

メインスタンド 2 階のコンコースの、大学ごとに指定された場所を利用すること。（指定場所について

は、当日までに各大学へ周知をする。） 

 
 

 競技場内について 

 

 

：受付 

 

※トイレはすべて使用可能 

：競技者受付（一次招集） 

：最終招集 

1 

2 

1 
正面玄関 

1 

2 

1 



≪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 

 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・スタッフ・補助員用 

https://forms.gle/vzYmRg9W7YojQuQ78 

観客用 

https://forms.gle/FW7DzaG6WdwjfBU59 

報道・スポンサー用 

https://forms.gle/2AYkpmmJm7hp7AgH8 

 

２. 競技場入場の際に 

(ア) 手指消毒励行 

こまめに手洗いまたは手指の消毒を行ってください。 

(イ) 入口にて体温測定 

 

３. 受付で行うこと 

(ア) 参加団体 

選手・スタッフ 

検温のみ 
 

代表者 

検温 ⇨ アスリートビブス受取 

(イ) 観客 

検温 ⇨ チケット提示 

(ウ) 報道 

検温 ⇨ ビブス受取（ビブスは退場時受付へ返却） 

 

４. ご注意いただきたいこと 

 ゴミは全てお持ち帰りください。 

 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。 

 三密（密閉空間、密集場所、密接場面）を避けてください。 

 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。 



GMOインターネットグループpresents MARCH対抗戦2021

2021年11⽉24⽇(⽔)

開始 完了

15:25 男⼦ 10000m 1 26 14:55 15:10

16:00 男⼦ 10000m 2 30 15:30 15:45

17:10 男⼦ 10000m 3 33 16:40 16:55

17:50 男⼦ 10000m 4 32 17:20 17:35

18:30 男⼦ 10000m 5 29 18:00 18:15

【競技⽇程】

⼈数組種⽬競技時刻
召集



男⼦10000m

1組 15:25開始 申請タイム：31'00〜29'50

ORD ゼッケン ⽒名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属 陸協 絆No.

1 132 斎藤 拓海 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 2 明治⼤学 千葉 998

2 133 新野 冴⽣ ｼﾝﾉ ｻｴｷ 2 明治⼤学 東京 999

3 135 ⿊髪 悠太郎 ｸﾛｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 3 明治⼤学 福岡 1001

4 136 梅⾕ 寛⼤ ｳﾒﾔ ｶﾝﾀ 4 明治⼤学 ⽯川 1002

5 205 渡辺 ⼤地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 4 ⻘⼭学院⼤学 静岡 206

6 228 ⼭下 悠河 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶﾞ 2 ⻘⼭学院⼤学 福井 232

7 231 ⽚桐 悠⼈ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 1 ⻘⼭学院⼤学 ⻑野 235

8 232 ⽚⼭ 宗哉 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾔ 1 ⻘⼭学院⼤学 愛知 236

9 238 中村 颯汰 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 1 ⻘⼭学院⼤学 愛知 242

10 306 中⻄ 洸貴 ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ 1 ⽴教⼤学 東京 1006

11 307 髙⽊ 晃瑠 ﾀｶｷ ﾋｶﾙ 1 ⽴教⼤学 熊本 1007

12 313 権守 遼⼤ ｺﾞﾝﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 2 ⽴教⼤学 神奈川 384

13 318 ⾦城 快 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｲ 3 ⽴教⼤学 栃⽊ 383

14 319 ⽩瀬 賢也 ｼﾗｾ ｹﾝﾔ 2 ⽴教⼤学 東京 1056

15 425 藤井 拓輝 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｷ 4 中央⼤学 兵庫 959

16 427 植村 優⼈ ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ 2 中央⼤学 ⻑崎 961

17 428 ⽻藤 隆成 ﾊﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 2 中央⼤学 愛媛 962

18 429 川⽥ 涼 ｶﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 1 中央⼤学 茨城 963

19 430 中野 倫希 ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ 1 中央⼤学 愛知 964

20 432 ⾼沼 ⼀颯 ﾀｶﾇﾏ ｶｽﾞｻ 1 中央⼤学 静岡 966

21 528 ⼭⽥ 直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 3 法政⼤学 ⼭⼝ 928

22 529 ⿑⽊ 淳⼈ ｻｲｷ ｱﾂﾋﾄ 4 法政⼤学 愛知 929

23 530 ⻑橋 悠真 ﾅｶﾞﾊｼ ﾕｳﾏ 2 法政⼤学 新潟 930

24 531 加藤 幸⼀郎 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 1 法政⼤学 神奈川 931

25 533 上仮屋 雄太 ｶﾐｶﾘﾔ ﾕｳﾀ 1 法政⼤学 兵庫 933

26 534 横井 嵩洋 ﾖｺｲ ﾀｶﾋﾛ 1 法政⼤学 愛知 934



男⼦10000m

2組 16:00開始 申請タイム：29'30

ORD ゼッケン ⽒名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属 陸協 絆No.

1 128 ⽥村 圭 ﾀﾑﾗ ｹｲ 4 明治⼤学 ⼤阪 994

2 129 勝浦 ⼩太郎 ｶﾂｳﾗ ｺﾀﾛｳ 3 明治⼤学 北海道 995

3 130 橋本 基紀 ﾊｼﾓﾄ ﾓﾄｷ 2 明治⼤学 千葉 996

4 131 ⾦橋 佳佑 ｶﾅﾊｼ ｹｲｽｹ 4 明治⼤学 北海道 997

5 225 多⽥ 奏太 ﾀﾀﾞ ｶﾅﾀ 2 ⻘⼭学院⼤学 北海道 229

6 226 松並 昂勢 ﾏﾂﾅﾐ ｺｳｾｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 福岡 230

7 233 喜多村 慧 ｷﾀﾑﾗ ｹｲ 1 ⻘⼭学院⼤学 兵庫 237

8 304 ⼭⼝ 史朗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾛｳ 1 ⽴教⼤学 三重 380

9 305 稲塚 ⼤祐 ｲﾅﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 1 ⽴教⼤学 富⼭ 381

10 308 富⽥ 翔 ﾄﾐﾀ ｼｮｳ 1 ⽴教⼤学 東京 1008

11 309 中⽥ 紫⾳ ﾅｶﾀﾞ ｼｵﾝ 1 ⽴教⼤学 ⿅児島 1009

12 312 宮澤 徹 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 2 ⽴教⼤学 東京 1012

13 421 ⼤澤 健⼈ ｵｵｻﾜ ｹﾝﾄ 2 中央⼤学 静岡 955

14 422 丸⼭ ⼤輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 2 中央⼤学 神奈川 956

15 423 浦⽥ 優⽃ ｳﾗﾀ ﾕｳﾄ 1 中央⼤学 東京 957

16 424 佐野 拓実 ｻﾉ ﾀｸﾐ 1 中央⼤学 京都 958

17 426 ⼩⽊曽 ⻯盛 ｵｷﾞｿ ﾘｭｳｾｲ 3 中央⼤学 静岡 960

18 431 ⽮萩 ⼀揮 ﾔﾊｷﾞ ｲﾂｷ 1 中央⼤学 岡⼭ 965

19 516 ⼭本 燎 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 4 法政⼤学 神奈川 916

20 517 河野 祥哉 ｶﾜﾉ ｼｮｳﾔ 4 法政⼤学 宮崎 917

21 518 中光 捷 ﾅｶﾐﾂ ｻﾄｼ 4 法政⼤学 千葉 918

22 519 久納 碧 ｸﾉｳ ｱｵｲ 4 法政⼤学 福島 919

23 520 ⽥中 ⼤稀 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 4 法政⼤学 ⼭⼝ 920

24 521 徳永 裕樹 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｷ 3 法政⼤学 福岡 921

25 522 三原 伶王 ﾐﾊﾗ ﾚｵ 2 法政⼤学 佐賀 922

26 523 松永 伶 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚｲ 2 法政⼤学 千葉 923

27 524 緒⽅ 春⽃ ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾄ 2 法政⼤学 福岡 924

28 525 安澤 駿空 ｱﾝｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 1 法政⼤学 神奈川 925

29 526 宮岡 幸⼤ ﾐﾔｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 1 法政⼤学 愛媛 926

30 527 永島 悠平 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 1 法政⼤学 北海道 927



男⼦10000m

3組 17:10開始 申請タイム：29'20〜28'55

ORD ゼッケン ⽒名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属 陸協 絆No.

1 101 鈴⽊ 聖⼈ ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ 4 明治⼤学 茨城 967

2 119 甲斐 涼介 ｶｲ ﾘｮｳｽｹ 1 明治⼤学 宮崎 985

3 123 中嶋 ⼤樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｷ 4 明治⼤学 東京 989

4 124 杉⽥ 真英 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 2 明治⼤学 ⻑野 990

5 125 ⼤⻄ 理久 ｵｵﾆｼ ﾘｸ 4 明治⼤学 兵庫 991

6 126 島⽥ 拓 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸ 1 明治⼤学 北海道 992

7 127 溝上 稜⽃ ﾐｿﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾄ 1 明治⼤学 熊本 993

8 206 畦地 貴⽃ ｱｾﾞﾁ ﾀｶﾄ 3 ⻘⼭学院⼤学 宮崎 207

9 213 ⻄川 魁星 ﾆｼｶﾜ ｶｲｾｲ 3 ⻘⼭学院⼤学 群⾺ 214

10 219 池⽥ 知史 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 2 ⻘⼭学院⼤学 愛知 222

11 222 佐々⽊ 塁 ｻｻｷ ﾙｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 岩⼿ 225

12 227 ⼭内 健登 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾄ 2 ⻘⼭学院⼤学 ⿅児島 231

13 303 後藤 謙昌 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼｮｳ 1 ⽴教⼤学 宮城 1005

14 310 内⽥ 賢利 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ 2 ⽴教⼤学 東京 1010

15 311 忠内 侑⼠ ﾀﾀﾞｳﾁ ﾕｳｼﾞ 2 ⽴教⼤学 千葉 1011

16 314 市川 ⼤輝 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 2 ⽴教⼤学 愛知 379

17 317 安藤 圭佑 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 1 ⽴教⼤学 愛知 1015

18 408 ⽥井野 悠介 ﾀｲﾉ ﾕｳｽｹ 3 中央⼤学 広島 942

19 409 千守 倫央 ﾁﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 3 中央⼤学 愛媛 943

20 411 居⽥ 優太 ｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 2 中央⼤学 滋賀 945

21 412 園⽊ ⼤⽃ ｿﾉｷ ﾀﾞｲﾄ 2 中央⼤学 熊本 946

22 414 ⼭⽥ 俊輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 2 中央⼤学 神奈川 948

23 415 湯浅 仁 ﾕｱｻ ｼﾞﾝ 2 中央⼤学 宮崎 949

24 419 倉⽥ 健太 ｸﾗﾀ ｹﾝﾀ 4 中央⼤学 新潟 953

25 420 梶⼭ 林太郎 ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 3 中央⼤学 広島 954

26 507 守⾓ 隼 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 4 法政⼤学 千葉 907

27 510 扇 育 ｵｵｷﾞ ﾊｸﾞﾐ 3 法政⼤学 ⻑崎 910

28 511 ⾼須賀 ⼤勢 ﾀｶｽｶ ﾀｲｾｲ 2 法政⼤学 千葉 911

29 512 細迫 海気 ﾎｿｻｺ ｶｲｷ 2 法政⼤学 広島 912

30 513 宗像 直輝 ﾑﾅｶﾀ ﾅｵｷ 2 法政⼤学 群⾺ 913

31 514 武⽥ 和⾺ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 1 法政⼤学 岩⼿ 914

32 515 清家 陸 ｾｲｹ ﾘｸ 4 法政⼤学 愛媛 915

33 PACE1 上野 裕⼀郎 ｳｴﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ セントポールクラブ 東京



男⼦10000m

4組 17:50開始 申請タイム：28'55〜28'30

ORD ゼッケン ⽒名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属 陸協 絆No.

1 110 丸⼭ 幸輝 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 4 明治⼤学 ⻑野 976

2 111 杉 彩⽂海 ｽｷﾞ ｻﾌﾐ 2 明治⼤学 佐賀 977

3 112 尾﨑 健⽃ ｵｻﾞｷ ｹﾝﾄ 1 明治⼤学 静岡 978

4 113 植⽥ 雅弘 ｳｴﾀ ﾏｻﾋﾛ 4 明治⼤学 愛知 979

5 114 下條 乃將 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｽｹ 3 明治⼤学 東京 980

6 115 杉本 ⿓陽 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳｷ 3 明治⼤学 北海道 981

7 116 曳⽥ 道⽃ ﾋｷﾀ ﾐﾁﾄ 1 明治⼤学 宮崎 982

8 117 佐久間 秀徳 ｻｸﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 4 明治⼤学 東京 983

9 118 吉川 陽 ﾖｼｶﾜ ﾋﾅﾀ 2 明治⼤学 兵庫 984

10 120 新⾕  紘ノ介 ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾉｽｹ 1 明治⼤学 広島 986

11 121 東原 豪輝 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺﾞｳｷ 1 明治⼤学 ⼤阪 987

12 122 鈴⽊ 祐太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 1 明治⼤学 神奈川 988

13 203 能島 翼 ﾉｳｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 4 ⻘⼭学院⼤学 ⼤阪 204

14 204 湯原 慶吾 ﾕﾊﾗ ｹｲｺﾞ 4 ⻘⼭学院⼤学 茨城 205

15 207 ⼤澤 佑介 ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ 3 ⻘⼭学院⼤学 群⾺ 208

16 220 ⼩原 響 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ 2 ⻘⼭学院⼤学 宮城 223

17 221 倉本 ⽞太 ｸﾗﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 2 ⻘⼭学院⼤学 広島 224

18 224 鈴⽊ ⻯太朗 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 2 ⻘⼭学院⼤学 愛知 228

19 230 太⽥ 蒼⽣ ｵｵﾀ ｱｵｲ 1 ⻘⼭学院⼤学 福岡 234

20 234 ⽩⽯ 光星 ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ 1 ⻘⼭学院⼤学 宮城 238

21 235 ⽥中 悠登 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 1 ⻘⼭学院⼤学 福井 239

22 241 若林 宏樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 京都 245

23 301 林 ⻁⼤朗 ﾊﾔｼ ｺﾀﾛｳ 1 ⽴教⼤学 福岡 1003

24 302 ⼭本 羅⽣ ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｷ 1 ⽴教⼤学 ⻑崎 1004

25 315 関⼝ 絢太 ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 2 ⽴教⼤学 東京 1013

26 402 井上 ⼤輝 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 4 中央⼤学 兵庫 936

27 410 伊東 ⼤翔 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 2 中央⼤学 東京 944

28 416 ⼭平 怜⽣ ﾔﾏﾋﾗ ﾚｲ 1 中央⼤学 宮城 950

29 417 ⼭⼝ ⼤輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 1 中央⼤学 神奈川 951

30 508 中園 慎太朗 ﾅｶｿﾞﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 3 法政⼤学 千葉 908

31 509 ⼭本 恭澄 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｽﾞﾐ 3 法政⼤学 三重 909

32 PACE3 ANTIPAS Kibet ｱﾝﾃｨﾊﾟｽ ｷﾍﾞｯﾄ SGホールディングス 京都



男⼦10000m

5組 18:30開始 申請タイム：28'30〜28'15

ORD ゼッケン ⽒名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属 陸協 絆No.

1 102 ⼿嶋 杏丞 ﾃｼﾏ ｷｮｳｽｹ 4 明治⼤学 宮崎 968

2 103 加藤 ⼤誠 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 3 明治⼤学 ⿅児島 969

3 104 児⽟ 真輝 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｷ 2 明治⼤学 神奈川 970

4 105 橋本 ⼤輝 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 4 明治⼤学 兵庫 971

5 106 ⼩澤 ⼤輝 ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 3 明治⼤学 静岡 972

6 108 富⽥ 峻平 ﾄﾐﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 3 明治⼤学 千葉 974

7 109 漆畑 瑠⼈ ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ 3 明治⼤学 ⿅児島 975

8 209 近藤 幸太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知 210

9 210 関⼝ 雄⼤ ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知 211

10 211 中倉 啓敦 ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知 212

11 212 中村 唯翔 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ 3 ⻘⼭学院⼤学 千葉 213

12 214 ⻄久保 遼 ﾆｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ 3 ⻘⼭学院⼤学 佐賀 215

13 215 宮坂 ⼤器 ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ 3 ⻘⼭学院⼤学 埼⽟ 217

14 216 ⽬⽚ 将⼤ ﾒｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 3 ⻘⼭学院⼤学 兵庫 218

15 217 横⽥ 俊吾 ﾖｺﾀ ｼｭﾝｺﾞ 3 ⻘⼭学院⼤学 福島 219

16 223 志貴 勇⽃ ｼｷ ﾊﾔﾄ 2 ⻘⼭学院⼤学 ⼭形 227

17 242 飯⽥ 貴之 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 4 ⻘⼭学院⼤学 千葉 200

18 316 斎藤 俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 4 ⽴教⼤学 神奈川 1014

19 401 若林 陽⼤  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 3 中央⼤学 岡⼭ 935

20 403 助川 拓海 ｽｹｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 3 中央⼤学 茨城 937

21 404 阿部 陽樹 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 1 中央⼤学 ⼭⼝ 938

22 405 東海林 宏⼀ ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ 1 中央⼤学 ⼭形 939

23 501 鎌⽥ 航⽣ ｶﾏﾀ ｺｳｷ 4 法政⼤学 神奈川 901

24 502 内⽥ 隼太 ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 3 法政⼤学 神奈川 902

25 503 河⽥ 太⼀平 ｶﾜﾀﾞ ﾀｲﾍｲ 3 法政⼤学 静岡 903

26 504 松本 康汰 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 3 法政⼤学 愛知 904

27 505 川上 有⽣ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｷ 3 法政⼤学 宮城 905

28 506 ⼩泉 樹 ｺｲｽﾞﾐ ｲﾂｷ 1 法政⼤学 東京 906

29 PACE3 ANTIPAS Kibet ｱﾝﾃｨﾊﾟｽ ｷﾍﾞｯﾄ SGホールディングス 京都
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