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大阪体育大学中長距離競技会

大会トレーナーの活動について

１．活動目的
競技会でのパフォーマンスを最大限に引き上げるために、コンディショニングルーム
を設置します。また、緊急時の傷害には救護係が早急に対応します。

2.　活動時間
競技開始30分前から競技終了時刻まで対応します。

3.　設置場所
スタンド下のトレーナールームをコンディショニングルーム兼大会救護本部としま
す。

4.　トレーナー
大阪体育大学陸上競技部トレーナー、O.U.H.S. Athletic Trainer Team

5.　対象
大阪体育大学中長距離競技会に出場する全選手を対象とします。

6.　活動内容
コンディショニングに関して選手の要望に応えるために、ホットパック、テーピン
グ、マッサージなど、あらゆる手段を考えます。
緊急時の傷害には、救護係がすぐさま駆けつけて対応、搬送します。
応急処置の道具、アイシングのための製氷機、ビニール袋は試合後に使えます。

何か困ったことがあれば気軽にトレーナールームまでお越し下さい!!



1. 本大会は、2016年度日本陸上競技連盟競技規則及び、本競技会申し合わせ事項
により実施する。

2. 陸協、中・高体連、又は各地区学生陸上競技連盟平成28度登録ナンバーカードを
使用すること。

3. 受付は本部で行い、出場料は、当日、受付にて支払うこと。

4. 競技会当日、出場種目をやむをえず棄権する場合は本部まで必ず申し出ること。
その場合も、出場者は出場料を支払わなければならない。なお、競技会当日、受
付に来られない場合は、競技会終了後1週間以内に指定口座へ出場料を振り込むこ
と。もし、未払いの場合は、出場者本人および同所属団体の以後の出場を認めな
い。

5. 当日エントリーは、受け付けない。

6. 招集時刻は競技開始10分前とし、招集場所は現地集合とする。
なお、腰ナンバーは、その際に配布する。

7. トラック競技の走路順は、プログラム記載とおりとする。

8. トラック競技の計時は、すべて電動計時で行う。

9. ウォーム・アップについては競技に支障がないように注意すること。

10. 記録は本部後ろの記録掲示板にて提示する。

11. 参加者の競技中の発病、負傷に対して主催者は応急処置以外の責任を負わない。

12. 荷物は各個人で責任を持って管理し、盗難・紛失について主催者側は一切責任を
負わない。

13. トレーナールーム出入り口周辺は、緊急事用に空けておくこと。

14. 競技開始時刻を運営上変更する場合がある。

15. その他、不明な点は本部に問い合わせること。

大阪体育大学　陸上競技部
中長距離ブロック

競技・その他注意事項



＜Track＞
競技開始 種別 種目 組 人数

14:00 女子 800m 1組 5

14:05 男子 800m 1組 8

14:10 男子 800m 2組 8

14:15 男子 800m 3組 8

14:20 男子 800m 4組 7

14:25 男子 800m 5組 6

14:30 女子 1500m 1組 22

14:50 男子 1500m 1組 11

15:05 男子 1500m 2組 16

15:25 女子 3000mSC 1組 4

15:45 男子 3000mSC 1組 15

16:05 女子 5000m 1組 11

16:35 男子 5000m 1組 21

競技終了 合計 142

タイムテーブル編成方法：

コール時間について：

コール時間は各組のスタート時間を逆算して5-10分前ぐらいと考えて下さい。

スタートについて：

ゴールについて：

ゴールは、コーン設置の進行方向右側（アウトレーン側）でゴールして下さい。

800mは1組5分、1500mは1組20分、5000mは1組30分、3000mSCは

1組20分で計算しています。

出発係の指示にしたがってスタート位置について下さい。

第1回大阪体育大学中長距離競技会日程
2016年4月17日（日）



開催日：2016/4/17 平成28年度　第1回大阪体育大学中長距離競技会 会場：浪商学園陸上競技場

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

2 50 平尾　和香奈 ﾋﾗｵ　ﾜｶﾅ 大阪桐蔭高 1 大阪 （　 4 　） 2'34”70

3 33 坂口　果穂 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾎ 智辯学園高 3 奈良 （　 5 　） 2'35”21

4 712 原　華澄 ﾊﾗ ｶｽﾐ 泉佐野中 3 大阪 （　 1 　） 2'23”12

5 880 福田　明里 ﾌｸﾀﾞ ｱｶﾘ 羽衣国際大 2 兵庫 （　 3 　） 2'34”58

6 34 森本　智里 ﾓﾘﾓﾄ ﾁｻﾄ 智辯学園高 3 奈良 （　 2 　） 2'29”10

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

1 71 櫻井　陸 ｻｸﾗｲ ﾘｸ 関学大 3 静岡 （　 3 　） 1'56”22

2 508 井上  隼輔 ｲﾉｳｴ  ｼｭﾝｽｹ 立命大 4 兵庫 （　　　） DNS

3 697 澤田　宗一郎 ｻﾜﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 関西大 1 大阪 （　 2 　） 1'55”45

4 75 出口　翔 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳ 千葉陸協 千葉 （　 1 　） 1'53”82

5 22 亀坂　晃司 ｶﾒｻｶ ｺｳｼﾞ トヨタ 愛知 （　 6 　） 1'59”88

6 667 藤原　伸哉 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 関西大 2 兵庫 （　 7 　） 2'00”51

7 570 仲地 浩平 ﾅｶﾁ  ｺｳﾍｲ 立命大 2 大阪 （　 4 　） 1'56”28

8 7-1607 中村　喜浩 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 岡山大 4 大阪 （　 5 　） 1'58”43

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

1 670 西條　功一 ｻｲｼﾞｮｳ ｺｳｲﾁ 関西大 2 徳島 （　 1 　） 1'56”18

2 573 牟田  直航 ﾑﾀ  ﾅｵｶｽﾞ 立命大 2 佐賀 （　 6 　） 1'58”17

3 659 植木　將太 ｳｴｷ ｼｮｳﾀ 関西大 3 福井 （　 5 　） 1'57”00

4 629 前家　涼佑 ﾏｴﾔ ﾘｮｳｽｹ 関西大 4 兵庫 （　 4 　） 1'56”96

5 636 尾浦　慎一郎 ｵｳﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 関西大 4 大阪 （　 2 　） 1'56”51

6 6-789 尾上　幸太郎 ｵﾉｴ ｺｳﾀﾛｳ 近畿大 4 奈良 （　　　） DNS

7 515 菊山  樹 ｷｸﾔﾏ  ｲﾂｷ 立命大 3 奈良 （　 7 　） 2'04”52

8 93 松田　晃治 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ 智辯学園高 3 奈良 （　 3 　） 1'56”56

☆女子800m　1組（目標タイム：2'16"43〜2'33"00）

★男子800m　1組（目標タイム：1'50"00〜1'53"00）

★男子800m　2組（目標タイム：1'53"00〜1'55"00）



開催日：2016/4/17 平成28年度　第1回大阪体育大学中長距離競技会 会場：浪商学園陸上競技場

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

1 162 池田　蔵 ｲｹﾀﾞ ｸﾗ 大体大 4 広島 （　 6 　） 2'04”83

2 1402 髙橋　秀典 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 環太平洋大 2 福岡 （　 8 　） 2'09”83

3 91 中尾　宗一郎 ﾅｶｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 智辯学園高 3 奈良 （　 7 　） 2'08”27

4 794 内山　源己 ｳﾁﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 近畿大 4 兵庫 （　 2 　） 1'59”10

5 97 北　和慶 ｷﾀ ｶｽﾞﾖｼ 智辯学園高 2 奈良 （　 1 　） 1'58”06

6 1637 加藤　剛 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ 大産大 3 大阪 （　 5 　） 2'04”66

7 864 植崎　敬大 ｳｴｻﾞｷ ｹｲﾀ 環太平洋大 1 香川 （　 4 　） 2'01”92

8 111 柿本　飛鳥 ｶｷﾓﾄ ｱｽｶ 北大津高 3 滋賀 （　 3 　） 2'00”37

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

2 94 米坂　卓也 ﾖﾈｻｶ ﾀｸﾔ 智辯学園高 3 奈良 （　　　） DNS

3 616 西谷　元気 ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 一条高 2 奈良 （　 2 　） 2'03”69

4 1576 伊藤　司 ｲﾄｳ ﾂｶｻ 大院大 3 大阪 （　　　） DNF

5 109 長野　哲也 ﾅｶﾞﾉ ﾃﾂﾔ 智辯学園高 1 奈良 （　 1 　） 2'01”28

6 1650 山成　海輝 ﾔﾏﾅﾘ ｶｲｷ 大産大 2 大阪 （　 4 　） 2'05”26

7 55 中井　鉄平 ﾅｶｲ ﾃｯﾍﾟｲ 一条高 3 奈良 （　　　） DNS

8 112 佐倉　寿基 ｻｸﾗ ﾄｼｷ 北大津高 2 滋賀 （　 3 　） 2'03”86

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

2 166 金元　吉幸 ｶﾈﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 大体大 4 福井 （　 5 　） 2'03”25

3 843 橋本　翔 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳ 近畿大 2 大阪 （　 3 　） 1'58”18

4 802 木原　康汰　 ｷﾊﾗ ｺｳﾀ 近畿大 3 大阪 （　 2 　） 1'57”87

5 6-852 黒木　卓真 ｸﾛｷ ﾀｸﾏ 近畿大 1 兵庫 （　 1 　） 1'54”54

6 824 冨家　稜 ﾄﾐｲｴ ﾘｮｳ 近畿大 2 京都 （　 4 　） 2'01”24

7 216 山本　光希 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 大体大 3 大阪 （　 6 　） 2'06”44

★男子800m　3組（目標タイム：1'56"00〜1'57"00）

★男子800m　4組（目標タイム：1'58"00〜2'02"00）

★男子800m　5組（目標タイム：1'59"00〜2'00"00）



開催日：2016/4/17 平成28年度　第1回大阪体育大学中長距離競技会 会場：浪商学園陸上競技場

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

1 214 奥川　愛羅 ｵｸｶﾞﾜ ｱｲﾗ 関西大 1 兵庫 （　 1 　） 4'46”09

2 42 羽田　媛乃 ﾊﾈﾀﾞ ﾋﾒﾉ 智辯学園高 1 奈良 （　 6 　） 4'52”57

3 675 川田　優紀 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 大阪芸大 4 香川 （　 2 　） 4'48”39

4 35 植田　はるみ ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ 智辯学園高 2 奈良 （　 10 　） 4'59”23

5 38 月森　愛 ﾂｷﾓﾘ ｱｲ 智辯学園高 2 奈良 （　 12 　） 5'00”63

6 59 渡井　みのり ﾜﾀｲ ﾐﾉﾘ 大体大 2 大阪 （　 9 　） 4'57”78

7 26 黒田　みな ｸﾛﾀﾞ ﾐﾅ 大体大 4 大阪 （　　　） DNS

8 686 森田　彩乃 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ 大阪芸大 1 京都 （　 13 　） 5'00”87

9 5 太田　梨菜 ｵｵﾀ ﾘﾅ 大阪桐蔭高 3 大阪 （　 11 　） 5'00”00

10 689 澤山　佳世 ｻﾜﾔﾏ ｶﾖ 大阪芸大 1 奈良 （　 5 　） 4'52”04

11 32 東　侑希 ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ 智辯学園高 3 奈良 （　 8 　） 4'56”65

12 39 岩本　優歩 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾎ 智辯学園高 1 奈良 （　 15 　） 5'05”74

13 1024 岸本　由佳 ｷｼﾓﾄ ﾕｶ ロングライフ 大阪 （　 4 　） 4'51”70

14 43 増井　彩月 ﾏｽｲ ｻﾂｷ 智辯学園高 1 奈良 （　　　） DNS

15 28 袴田　美琴 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾐｺﾄ 大阪桐蔭高 2 大阪 （　 7 　） 4'56”26

16 6 向吉　美鳩 ｻｷﾖｼ ﾐｻﾄ 大阪桐蔭高 3 大阪 （　 16 　） 5'10”12

17 7 小山　美央里 ｺﾔﾏ ﾐｵﾘ 大阪桐蔭高 3 大阪 （　 3 　） 4'51”01

18 881 南野　結芽 ﾐﾅﾐﾉ ﾕﾒ 羽衣国際大 1 大阪 （　 17 　） 5'21”33

19 763 宮崎　遥 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 大阪国際大 4 大阪 （　 14 　） 5'02”24

20 1025 大坂　菜摘 ｵｵｻｶ ﾅﾂﾐ ロングライフ 大阪 （　 18 　） 5'58”19

21 28 吉岡　美咲希 ﾖｼｵｶ ﾐｻｷ 大体大 4 兵庫 （　　　） DNS

22 50 平尾　和香奈 ﾋﾗｵ　ﾜｶﾅ 大阪桐蔭高 1 大阪 （　　　） DNS

☆女子1500m　1組（目標タイム：4'35"00〜5'15"00）



開催日：2016/4/17 平成28年度　第1回大阪体育大学中長距離競技会 会場：浪商学園陸上競技場

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

1 853 山口　智也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 近畿大 1 大阪 （　 2 　） 4'04”47

2 670 西條　功一 ｻｲｼﾞｮｳ ｺｳｲﾁ 関西大 2 徳島 （　　　） DNS

3 835 河合　洋介 ｶﾜｲ ﾖｳｽｹ 近畿大 2 大阪 （　 1 　） 4'00”96

4 402 八塚　瑠斗 ﾔﾂﾂﾞｶ ﾘｭｳﾄ 香芝高 3 奈良 （　 5 　） 4'06”07

5 168 寺田　圭祐 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ 大体大 4 滋賀 （　 4 　） 4'05”78

6 796 田中　稜也 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾔ 近畿大 4 兵庫 （　 7 　） 4'08”62

7 420 桝田 　涼 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 環太平洋大 1 徳島 （　 10 　） 4'19”91

8 1376 渡辺　稜二郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞﾛｳ 環太平洋大 3 広島 （　 3 　） 4'05”29

9 399 樋渡　勇太 ﾋﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 香芝高 3 奈良 （　 6 　） 4'06”53

10 788 大西　隆裕 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 近畿大 4 京都 （　 9 　） 4'19”17

11 92 松井　貴弘 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 智辯学園高 3 奈良 （　 8 　） 4'12”51

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

1 112 松本　駿 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ 智辯学園高 1 奈良 （　 4 　） 4'11”70

2 1709 山形　勇輔 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ 和歌山大 M1 和歌山 （　 7 　） 4'16”65

3 808 永山　周輝 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭｳｷ 近畿大 3 愛知 （　 1 　） 4'07”60

4 828 森坂　侑右 ﾓﾘｻｶ ﾕｳｽｹ 近畿大 2 和歌山 （　 10 　） 4'24”12

5 89 済木　周平 ｻｲｷ ｼｭｳﾍｲ 智辯学園高 3 奈良 （　　　） DNS

6 845 目川　雄基 ﾒｶﾜ ﾕｳｷ 近畿大 2 大阪 （　 3 　） 4'10”43

7 74 源　良太 ﾐﾅﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 一条高 2 奈良 （　 9 　） 4'20”12

8 110 舩津　一帆 ﾌﾅﾂ ｶｽﾞﾎ 智辯学園高 1 奈良 （　 2 　） 4'10”24

9 3134 中尾　義貴 ﾅｶｵ ﾖｼｷ 環太平洋大 1 兵庫 （　 6 　） 4'14”93

10 100 乗松　完冴 ﾉﾘﾏﾂ ｶﾝｺﾞ 智辯学園高 2 奈良 （　 5 　） 4'14”50

11 252 島　寛治 ｼﾏ ｶﾝｼﾞ 大体大 2 大阪 （　 11 　） 4'26”55

12 103 森本　翔也 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾔ 智辯学園高 2 奈良 （　　　） DNS

13 105 浅田　翔　 ｱｻﾀﾞ ｼｮｳ 智辯学園高 1 奈良 （　 12 　） 4'30”43

14 107 鈴木　大 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 智辯学園高 1 奈良 （　 13 　） 4'32”84

15 1196 伊藤　武志 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 大工大 2 大阪 （　 8 　） 4'19”53

16 113 森本　雅人 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄ 智辯学園高 1 奈良 （　 14 　） 4'47”86

★男子1500m　1組（目標タイム：3'54"35〜4'00"00）

★男子1500m　2組（目標タイム：4'04"00〜4'45"00）



開催日：2016/4/17 平成28年度　第1回大阪体育大学中長距離競技会 会場：浪商学園陸上競技場

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

1 1024 岸本　由佳 ｷｼﾓﾄ ﾕｶ ロングライフ 大阪 （　 1 　） 10'50”24

2 671 明石　伊央 ｱｶｼ ｲｵ 大阪芸大 4 大阪 （　 2 　） 11'01”75

3 143 片原　歩香 ｶﾀﾊﾗ ｱﾕｶ 星翔高 3 大阪 （　 3 　） 11'18”42

4 682 末次　百圭 ｽｴﾂｸﾞ ﾓﾓｶ 大阪芸大 2 和歌山 （　 4 　） 12'07”16

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

1 231 吉野　駆流 ﾖｼﾉ ｶｹﾙ 大体大 2 石川 （　 2 　） 9'36”55

2 1326 藤井　圭太 ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ 環太平洋大 4 広島 （　 3 　） 9'37”97

3 1347 川東　拓未 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾀｸﾐ 環太平洋大 3 愛媛 （　 1 　） 9'15”33

4 435 久米　祐輔 ｸﾒ ﾕｳｽｹ 京都大 4 千葉 （　　　） DNS

5 678 上田　敦也 ｳｴﾀﾞ ｱﾂﾔ 関西大 2 大阪 （　 11 　） 10'20”63

6 827 若林　誠二 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 近畿大 2 和歌山 （　 6 　） 9'48”62

7 86 赤井　大樹 ｱｶｲ ﾀﾞｲｷ 智辯学園高 3 奈良 （　 5 　） 9'45”35

8 1318 松岡　亮佑 ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳｽｹ 環太平洋大 4 兵庫 （　 10 　） 10'14”86

9 88 尾鼻　祐希 ｵﾊﾞﾅ ﾕｳｷ 智辯学園高 3 奈良 （　 7 　） 9'49”30

10 90 坂本　泰輔 ｻｶﾓﾄ ﾀｲｽｹ 智辯学園高 3 奈良 （　 8 　） 10'01”60

11 65 須崎　乃亥 ｽｻﾞｷ ﾉｲ 大阪桐蔭高 2 大阪 （　 4 　） 9'39”05

12 844 金　泰明 ｷﾝ ﾀｲﾒｲ 近畿大 2 大阪 （　 9 　） 10'13”27

13 1483 斎藤　光明 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｱｷ 奈良学園大 1 奈良 （　　　） DNF

14 1174 南澤　響 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 環太平洋大 1 兵庫 （　 13 　） 11'17”57

15 30 粟盛　達海 ｱﾜﾓﾘ ﾀﾂﾐ 大阪桐蔭高 3 大阪 （　 12 　） 11'08”42

★男子3000mSC　1組（目標タイム：9'10"00〜10'13"58）

☆女子3000mSC　1組（目標タイム：10'45"00〜11'40"00）



開催日：2016/4/17 平成28年度　第1回大阪体育大学中長距離競技会 会場：浪商学園陸上競技場

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

1 677 白石　莉理 ｼﾗｲｼ ﾘﾘ 大阪芸大 3 大阪 （　 1 　） 17'26”47

2 673 轡田　未来 ｸﾂﾜﾀﾞ ﾐｸ 大阪芸大 4 静岡 （　 4 　） 17'56”41

3 672 中村　樹里奈 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘﾅ 大阪芸大 4 京都 （　 2 　） 17'49”29

4 680 山下　文佳 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐｶ 大阪芸大 3 京都 （　 3 　） 17'51”80

5 693 峠　萌香 ﾄｳｹﾞ ﾓｴｶ 大阪芸大 1 大阪 （　 7 　） 18'27”97

6 741 高田　鼓 ﾀｶﾀ ﾂﾂﾞﾐ 大産大 2 大阪 （　 9 　） 19'38”89

7 674 横田　麻里亜 ﾖｺﾀ ﾏﾘｱ 大阪芸大 4 大阪 （　 6 　） 18'12”01

8 692 長山　夢芽 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕﾒ 大阪芸大 1 沖縄 （　 5 　） 17'57”04

9 687 尾白　真奈 ｵｼﾛ ﾏﾅ 大阪芸大 1 大阪 （　 8 　） 19'10”40

10 691 小川　莉緒奈 ｵｶﾞﾜ ﾘｵﾅ 大阪芸大 1 大阪 （　 10 　） 19'43”20

11 1025 大坂　菜摘 ｵｵｻｶ ﾅﾂﾐ ロングライフ 大阪 （　　　） DNS

☆女子5000m　1組（目標タイム：16'55"00〜18'45"00）



開催日：2016/4/17 平成28年度　第1回大阪体育大学中長距離競技会 会場：浪商学園陸上競技場

レーン 登録番号 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　属 学年 登録陸協 順位 記　録

1 1357 島田　舜平 ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 環太平洋大 3 高知 （　 3 　） 15'27”23

2 95 浦田　昂生 ｳﾗﾀ ｺｳｾｲ 智辯学園高 2 奈良 （　 1 　） 15'21”11

3 87 小川　弘晃 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 智辯学園高 3 奈良 （　 7 　） 15'59”15

4 256 三浦　尚也 ﾐｳﾗ ﾅｵﾔ 大体大 2 石川 （　　　） DNF

5 1548 川口　大輝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 大経大 1 大阪 （　 5 　） 15'53”45

6 108 土坂　舜 ﾄﾞｻｶ ｼｭﾝ 智辯学園高 1 奈良 （　 2 　） 15'22”24

7 212 梶原　雄大 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 大体大 3 広島 （　 4 　） 15'47”30

8 101 馬籠　亮介 ﾏｺﾞﾒ　ﾘｮｳｽｹ 智辯学園高 2 奈良 （　 8 　） 16'05”63

9 1461 上田　祐也 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 奈良学園大 4 奈良 （　 6 　） 15'55”41

10 168 寺田　圭祐 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ 大体大 4 滋賀 （　 9 　） 16'14”25

11 251 一色　恒輝 ｲｯｼｷ ｺｳｷ 大体大 2 兵庫 （　 13 　） 16'23”32

12 253 田中　佑典 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 大体大 2 和歌山 （　 10 　） 16'15”08

13 167 辻　颯 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾃ 大体大 4 兵庫 （　　　） DNF

14 255 松谷　拓磨 ﾏﾂﾀﾆ ﾀｸﾏ 大体大 2 兵庫 （　 11 　） 16'15”61

15 96 尾花　颯太 ｵﾊﾞﾅ　ｿｳﾀ 智辯学園高 2 奈良 （　 12 　） 16'15”74

16 99 不二　黎人 ﾌｼﾞ ﾀｹﾄ 智辯学園高 2 奈良 （　 14 　） 16'38”81

17 1543 松延　泰志 ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾀｲｼ 大経大 2 大阪 （　 15 　） 16'57”11

18 1193 宮城　直 ﾐﾔｷﾞ ﾅｵ 大工大 2 大阪 （　 18 　） 17'28”30

19 1482 泉本　智則 ｲｽﾞﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ 奈良学園大 1 奈良 （　 19 　） 17'49”57

20 1553 舩津　泰和 ﾌﾅﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 大経大 2 大阪 （　 16 　） 16'59”18

21 1187 塩田　祐仁 ｼｵﾀ ﾋﾛﾏｻ 大工大 3 大阪 （　 17 　） 17'25”05

★男子5000m　1組（目標タイム：14'50"00〜17'10"00）


