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日本ｼﾞｭﾆｱ記録(JR)            13:31.72 佐藤　悠基                   東海大           2005/5/21   
日本高校記録(SR)             13:39.87 佐藤　秀和                   仙台育英・宮城   2004/10/27  
大会記録(GR)                 14:15.72 村上　幸一                   大牟田・福岡     2001/4/29   

 1 黒木  みひろ 島  根  14:49.03 
ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ 出雲工

 2 仲山  大輝 山  口  14:49.87 
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 西京

 3 石田  大輝 山  口  14:54.59 
ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 西京

 4 髙橋  佐介 京  都  14:55.33 
ﾀｶﾊｼ ｻｽｹ 洛南

 5 幟立  晃汰 広  島  14:55.75 
ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ｺｳﾀ 世羅

 6 疋田  和直 京  都  15:02.24 
ﾋｷﾀﾞ ｶｽﾞﾅｵ 洛南

 7 高畑　凌太 滋  賀  15:03.99 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 草津東

 8 田中  宏樹 福  岡  15:04.19 
ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 九国大付属

 9 臼井  健太 鳥  取  15:05.37 
ｳｽｲ ｹﾝﾀ 鳥取城北

10 志摩  銀河 徳  島  15:06.81 
ｼﾏ ｷﾞﾝｶﾞ 鳴門

11 坂口    仁 広  島  15:08.43 
ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 西条農

12 西村　暉 滋  賀  15:11.30 
ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾗ 草津東

13 大坂  祐輝 大  阪  15:12.97 
ｵｵｻｶ ﾕｳｷ 大阪

14 沖見  史哉 和歌山  15:16.15 
ｵｷﾐ ﾌﾐﾔ 和歌山北

15 池田  勘汰 岡  山  15:18.42 
ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ 玉野光南

16 芦刈    練 福  岡  15:18.53 
ｱｼｶﾘ ﾚﾝ 九国大付属

17 片岡    大 滋  賀  15:21.23 
ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲ 滋賀学園

18 中村　風馬 滋  賀  15:27.07 
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ 草津東

19 大森  太楽 鳥  取  15:28.80 
ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 鳥取城北

20 大石  和輝 京  都  15:29.10 
ｵｵｲｼ ｶｽﾞｷ 洛南

21 勝田  哲史 広  島  15:30.59 
ｶﾂﾀ ﾃﾂﾌﾐ 広島皆実

22 三ツ星  翔 鳥  取  15:35.62 
ﾐﾂﾎﾞｼ ｼｮｳ 八頭

23 宮崎  勇樹 大  阪  15:35.83 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 大阪

24 前田  颯真 大  阪  15:37.98 
ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾏ 関大北陽

25 土井  拓海 徳  島  15:39.65 
ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ つるぎ

26 森本  直樹 山  口  15:47.71 
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 西京

27 石川    諒 香  川  15:51.42 
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 観音寺第一

28 本田  圭吾 鳥  取  15:53.38 
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 米子松蔭

29 狩野  未基 広  島  16:03.22 
ｶﾘﾉ ﾐｻｷ 世羅

30 鮫島  有貴 福  岡  16:18.61 
ｻﾒｼﾏ ﾕｳｷ 九国大付属

31 鹿嶋  則宏 岡  山  16:48.07 
ｶｼﾏ ﾉﾘﾋﾛ 水島工
森田  将平 広  島
ﾓﾘﾀ ｼｮｳﾍｲ 修道
佐伯    涼 兵  庫
ｻｴｷ ﾘｮｳ 須磨学園
岩嵜  友也 京  都
ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ 洛南
合田    椋 岡  山
ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳ 倉敷
北野  太翔 岡  山
ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ 倉敷
宇都口  功樹 大  阪
ｳﾄｸﾞﾁ ｺｳｷ 大阪
志賀  颯太 兵  庫
ｼｶﾞ ｿｳﾀ 須磨学園
泉    海地 滋  賀
ｲｽﾞﾐ ｶｲﾁ 滋賀学園

ラップタイム
  1000m    2:52.6   222 森田  将平
  2000m    5:50.9   〃     〃 
  3000m    8:57.2   245 黒木  みひろ
  4000m   12:00.7   216 石田  大輝
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