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START LIST 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会

男子 5000mW

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 中部 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 北陸

1 554 栁澤　優斗(96) トーハツ 42:28.74 21 704 小林　快(93) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 19:45.63
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ 東日本 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 東日本

2 300 中川　岳士(95) JR東日本東京 42:52.39 22 174 田中　達也(90) 江東区役所 43:50.56
ﾔﾏﾆｼ ﾄｼｶｽﾞ 中部 ﾀｶﾊｼ ｴｲｷ 東日本

3 418 山西　利和(96) 愛知製鋼 39:30.36 23 *137 高橋　英輝(92) 富士通 38:28.19
ﾀﾜﾓﾄ ﾘｭｳｴｲ 中国 ｵｵｸﾏ ﾀｹｼ 九州

4 1005 峠本　龍慧(00) 三井Ｅ＆Ｓ玉野 21:26.49 24 1120 大隈　武士(83) ＪＲ九州 21:08.00
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 東日本 ｶﾝｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 九州

5 272 髙橋　和生(96) ADワークスグループ 19:35.57 25 1144 神澤　智也(94) ムーンスター 42:54.97
ﾌｼﾞｻﾜ ｲｻﾑ 東日本 ｽﾜ ﾓﾄﾌﾐ 北陸

6 38 藤澤　勇(87) ＡＬＳＯＫ 19:45.62 26 739 諏方　元郁(99) 中越よつば森林組合 20:33.34
ｵｲｶﾜ ﾌﾐﾀｶ 北陸 ｱﾗｲ ﾋﾛｵｷ 東日本

7 734 及川　文隆(95) 福井県スポーツ協会 41:10.77 27 141 荒井　広宙(88) 富士通 19:19.41
ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ 中部

8 506 大嶋　悠斗(95) アルペン 44:38.75
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶﾞ 北陸

9 ｸ744 山下　優嘉(96) 黒部アクアアスリーツ 20:49.94
ｻﾄｳ ﾀｶﾈ 東日本

10 230 佐藤　高嶺(93) つくばTP 44:45.22
ﾏﾙｵ ｻﾄｼ 中部

11 414 丸尾　知司(91) 愛知製鋼 39:43.72
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 東日本

12 ｸ327 近藤　良亮(97) 塩谷チャレンジ 19:45.43
ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東日本

13 52 野田　明宏(96) 自衛隊体育学校 39:15.61
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ 東日本

14 37 山本　徹(90) 両備グループ 20:41.42
ｲﾃﾞｲ ﾀﾂﾔ 中国

15 1004 出射　匠哉(99) 三井Ｅ＆Ｓ玉野 43:36.90
ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 東日本

16 132 鈴木　雄介(88) 富士通 18:41.71
ﾌﾙｶﾜ ｾｲﾔ 関西

17 875 古川　誠也(97) 京都府庁 44:01.44
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 東日本

18 197 伊藤　佑樹(92) SRC 42:25.97
ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 関西

19 874 杉本　明洋(81) 京都府庁 44:19.60
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 東日本

20 166 鈴木　大介(92) 渋谷区役所 21:15.26

Recorde 5000mW
男
子

世界記録(WR) 18:05.49 Ｈ・キュラ(チェニジア) 1997
日本記録(NR) 18:37.22 鈴木　雄介(富士通) 2015
大会記録(GR) 19:09.90 桝澤　哲(綜合警備保障) 1995

決　勝
9月19日(土) 16:20
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START LIST 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会

女子 5000mW

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｵｶﾀﾞ ｸﾐｺ 東日本

1 20 岡田　久美子(91) ビックカメラ 20:42.25
ﾖｼｽﾞﾐ ﾕｷ 東日本

2 135 吉住　友希(96) 船橋整形外科 23:44.90
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖﾘ 東日本

3 138 松本　紗依(97) ちば興銀 23:44.86
ﾌﾁｾ ﾏｽﾐ 東日本

4 *129 渕瀬　真寿美(86) 建装工業 22:35.42
ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｺ 中国

5 1012 藤井　菜々子(99) エディオン 21:24.40
ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾐ 東日本

6 112 熊谷　菜美(96) 筑波銀行 22:01.90
ｿﾉﾀﾞ ｾﾚﾅ 中部

7 405 園田　世玲奈(96) ＮＴＮ 22:45.14
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 東日本

8 151 溝口　友己歩(97) ホンダロジコム 22:50.17
ﾐﾁｸﾞﾁ ｱｲ 東日本

9 131 道口　愛(88) 航空自衛隊 21:55.22
ｶﾜｿﾞｴ ｶｵﾘ 東日本

10 56 河添　香織(95) 自衛隊体育学校 44:46.63
ﾏﾂﾓﾄ ｻｴ 東日本

11 111 松本　彩映(93) ゴールドジム 24:32.96

Recorde 5000mW
女
子

世界記録(WR) 20:01.80 Ｅ．ジョルジ(イタリア) 2014
日本記録(NR) 20:42.25 岡田　久美子(ビックカメラ) 2019
大会記録(GR) 21:02.49 川﨑　真裕美(海老澤製作所) 2008

決　勝
9月19日(土) 15:45
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