
成年男子 １００００ｍＷ 決勝

第７３回　国民体育大会　陸上競技　～福井しあわせ元気国体～
織りなそう　力と技と美しさ

2018年10月 7日 13時20分
審 判 長:杉本　攸介
記録主任:長谷　俊哉

招集所審判長:明石　則夫
競技場：福井県営陸上競技場

2018/10/07 14:23:37更新

日本記録   (NR)  37:58.08 松永　大介       (富士通)                 2018/ 7/ 7
U20日本記録(JR)  39:08.23 松永　大介       (東洋大)                 2013/12/14
大会記録   (GR)  38:21.88 高橋　英輝       (岩　手・富士通)         2016(71回)

順位 ORD. No. 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 9 21 池田　向希 (98) ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ [F]
静　岡
東洋大

39:05.44

2 5 19 鈴木　雄介 (88) ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ [F]
石　川
富士通

39:25.49

3 12 26 山西　利和 (96) ﾔﾏﾆｼ ﾄｼｶｽﾞ [F]
京　都
愛知製鋼

39:45.92

4 14 40 古賀　友太 (99) ｺｶﾞ ﾕｳﾀ [F]
福　岡
明治大

40:00.95

5 8 33 遠山　航平 (98) ﾄｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ [F]
岡　山
山梨学院大

40:23.05

6 21 1 村尾　宥稀 (98) ﾑﾗｵ ﾕｳｷ [F]
北海道
明治大

40:40.18

7 18 5 小林　　快 (93) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ [F]
秋　田
ビックカメラ

40:54.93

8 13 38 近藤　良亮 (97) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ [F]
愛　媛
山梨学院大

40:55.94

9 1 8 鈴木　勝治 (98) ｽｽﾞｷ ｶﾂｼﾞ [F]
茨　城
山梨学院大

40:59.15

10 20 3 髙橋　和生 (96) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ [F]
岩　手
早稲田大

41:55.69

11 3 20 及川　文隆 (95) ｵｲｶﾜ ﾌﾐﾀｶ
福　井
福井県ｽﾎﾟｰﾂ協会

42:11.47

12 2 2 寺田　拓斗 (97) ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾄ [F]
青　森
岩手大

42:31.50

13 7 11 長山　達彦 (99) ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ
埼　玉
東洋大

43:17.12

14 19 15 高田　隼斗 (97) ﾀｶﾀ ﾊﾔﾄ
山　梨
山梨学院大

43:52.37

15 4 6 山田　康太 (94) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ
山　形
南陽東置賜陸協

44:40.46

16 11 41 大隈　武士 (83) ｵｵｸﾏ ﾀｹｼ [F]
佐　賀
JR九州

44:50.06

17 16 18 山本　龍太郎 (98) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ [F]
富　山
山梨学院大

45:25.80

18 15 23 坂﨑　　翔 (99) ｻｶｻﾞｷ ｼｮｳ [F]
三　重
平成国際大

52:18.53

6 16 諏方　元郁 (99) ｽﾜ ﾓﾄﾌﾐ
新　潟
NWS

DQ *K1

10 17 石井　克弥 (97) ｲｼｲ ｶﾂﾔ [F]
長　野
慶應義塾大

DQ *K1

17 22 丸尾　知司 (91) ﾏﾙｵ ｻﾄｼ
愛　知
愛知製鋼

DQ *K1

DQ :失 格
*K1:ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄで3名以上がﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞを出した(R230.7a)

途中時間
No. 氏名 所属 １０００ｍ ２０００ｍ ３０００ｍ ４０００ｍ ５０００ｍ ６０００ｍ ７０００ｍ ８０００ｍ ９０００ｍ

21 池田　向希 (98) ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ [F]
静　岡
東洋大

31:19 35:12
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19 鈴木　雄介 (88) ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ [F]
石　川
富士通

4:09 8:02 11:59 15:55 19:50 23:43 27:29

競技一覧画面へ 競技一覧(開始時刻順)へ 競技者一覧画面へ 前の画面に戻る

この画面は 成年男子 １００００ｍＷ 決勝 です。

成年男子 １００００ｍＷ 決勝
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成年⼥⼦ ５０００ｍＷ 決勝

第７３回　国民体育⼤会　陸上競技　～福井しあわせ元気国体～
織りなそう　⼒と技と美しさ

2018年10⽉ 8⽇12時40分
審 判 ⾧:杉本　攸介
記録主任:⾧⾕　俊哉

招集所審判⾧:明⽯　則夫
競技場：福井県営陸上競技場

2018/10/08 13:17:00更新

⽇日本記録   (NR)  20:43.95 ⼤大利利　久美       (富⼠士通)                 2012/ 4/22
U20⽇日本記録(JR)  21:33.44 藤井　菜々⼦子     (北北九州市⽴立⾼高)           2017/10/ 9
U18⽇日本記録(YR)  22:11.69 三村　芙実       (熊⾕谷⼥女女⾼高)               2002/ 5/26
⼤大会記録   (GR)  21:24.94 岡⽥田　久美⼦子     (埼　⽟玉・ビックカメラ)   2016(71回)

順位 ORD. No. ⽒名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 12 11 岡⽥　久美⼦ (91) ｵｶﾀﾞ ｸﾐｺ [F] 埼　⽟
ビックカメラ

21:08.97 NGR

2 13 40 藤井　菜々⼦ (99) ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｺ [F] 福　岡
エディオン

21:24.40 NJR NGR

3 1 26 河添　⾹織 (95) ｶﾜｿﾞｴ ｶｵﾘ [F] 京　都
⾃衛隊体育学校

22:16.22

4 4 12 道⼜　　愛 (88) ﾐﾁｸﾞﾁ ｱｲ [F] 千　葉
⾃衛隊体育学校

22:33.19

5 7 13 渕瀬　真寿美 (86) ﾌﾁｾ ﾏｽﾐ 東　京
建装⼯業

22:35.42

6 20 25 園⽥　世玲奈 (96) ｿﾉﾀﾞ ｾﾚﾅ [F] 滋　賀
中京⼤

22:45.14

7 10 3 熊⾕　菜美 (96) ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾐ [F] 岩　⼿
国⼠舘⼤

22:46.15

8 16 17 溝⼜　友⼰歩 (97) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ [F] ⾧　野
早稲⽥⼤

22:59.58

9 8 18 橋　あぐり (99) ﾊｼ ｱｸﾞﾘ [F] 富　⼭
中部学院⼤

23:01.18

10 9 39 浅野　成美 (99) ｱｻﾉ ﾅﾙﾐ ⾼　知
⾼知⼯科⼤

23:15.36

11 18 10 外所　知紗 (98) ﾄﾄﾞｺﾛ ﾁｻ [F] 群　⾺
同志社⼥⼦⼤

23:26.77

12 2 35 林　　奈海 (99) ﾊﾔｼ ﾅﾐ [F] ⼭　⼜
順天堂⼤

23:41.72

13 11 33 源　　有留 (00) ﾐﾅﾓﾄ ｱﾙ 岡　⼭
倉敷翠松⾼

23:44.49
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14 6 29 松本　紗依 (97) ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖﾘ [F] 奈　良
順天堂⼤

23:47.42

15 5 16 本間　汐⾳ (98) ﾎﾝﾏ ｼｵﾝ [F] 新　潟
中京⼤

23:58.76

16 17 4 今　かえで (99) ｺﾝ ｶｴﾃﾞ [F] 宮　城
国⼠舘⼤

24:50.46

17 14 38 宇都宮　あかり(00) ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｶﾘ 愛　媛
⼋幡浜⾼

25:02.15

18 3 5 ⽊村　　和 (00) ｷﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 秋　⽥
横⼿⾼

25:58.02

15 1 松本　彩映 (93) ﾏﾂﾓﾄ ｻｴ [F] 北海道
GOLD'S GYM

DQ *K1

19 43 村上　　藍 (00) ﾑﾗｶﾐ ｱｲ 熊　本
尚絅⾼

DQ *K3

NGR:⼤会新記録
NJR:U20⽇本新記録
DQ :失 格
*K1:ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄで3名以上がﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞを出した(R230.7a)
*K3:ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ&ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰで3名以上がﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞを出した(R230.7a)

途中時間

No. ⽒名 所属 １０００ｍ ２０００ｍ ３０００ｍ ４０００ｍ

11 岡⽥　久美⼦ (91) ｵｶﾀﾞ ｸﾐｺ [F] 埼　⽟
ビックカメラ

4:17 8:34 12:50 17:05

競技⼀覧画⾯へ   競技⼀覧(開始時刻順)へ   競技者⼀覧画⾯へ   前の画⾯に戻る

この画⾯は 成年⼥⼦ ５０００ｍＷ 決勝 です。

成年⼥⼦ ５０００ｍＷ 決勝

http://www.fukui-jaaf.com/sokuhou/kyougi.html
http://www.fukui-jaaf.com/sokuhou/tt.html
http://www.fukui-jaaf.com/sokuhou/master.html
http://www.fukui-jaaf.com/sokuhou/rel083.html#


少年男⼦共通 ５０００ｍＷ 決勝

第７３回　国民体育⼤会　陸上競技　～福井しあわせ元気国体～
織りなそう　⼒と技と美しさ

2018年10⽉ 8⽇10時50分
審 判 ⾧:杉本　攸介
記録主任:⾧⾕　俊哉

招集所審判⾧:明⽯　則夫
競技場：福井県営陸上競技場

2018/10/08 11:33:15更新

⽇日本記録   (NR)  18:37.22 鈴⽊木　雄介       (富⼠士通)                 2015/ 7/12
⼤大会記録   (GR)  19:56.66 ⼭山本　⿓龍太郎     (富　⼭山・富⼭山商⾼高)       2016(71回)

順位 ORD. No. ⽒名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 14 27 濱西　　諒 (00) ﾊﾏﾆｼ ﾘｮｳ ⼤　阪
履正社⾼

20:27.62

2 7 12 加瀬　雄⼤ (01) ｶｾ ﾕｳﾀﾞｲ 千　葉
成⽥⾼

20:33.52

3 15 29 鈴⽊　　⼤ (00) ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 奈　良
智辯カレッジ⾼

20:36.91

4 12 26 北村　　匠 (00) ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 京　都
⽥辺⾼

20:38.78

5 16 40 阿座上　朝輝 (00) ｱｻﾞｶﾞﾐ ﾄﾓｷ 福　岡九州国際⼤付⾼
20:40.10

6 6 23 村⼿　光樹 (00) ﾑﾗﾃ ﾐﾂｷ 三　重
上野⾼

20:40.22

7 2 39 野村　成希 (00) ﾉﾑﾗ ﾅﾙｷ ⾼　知
岡豊⾼

20:45.36

8 1 17 鈴⽊　英司 (00) ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ ⾧　野
⾧野⼯⾼

20:49.58

9 20 25 ⽚岡　⿓也 (00) ｶﾀｵｶ ﾘｭｳﾔ 滋　賀
滋賀学園⾼

21:10.62

10 11 18 柳橋　和輝 (00) ﾔﾅﾊｼ ｶｽﾞｷ 富　⼭
⿓⾕富⼭⾼

21:20.26

11 19 4 狩野　圭祐 (02) ｶﾉ ｹｲｽｹ 宮　城
東北学院⾼

21:26.00

佐　賀
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12 17 41 宮原　空哉 (01) ﾐﾔﾊﾗ ｺｳﾔ ⿃栖⼯⾼ 21:26.21

13 4 36 奥　　⼤地 (01) ｵｸ ﾀﾞｲﾁ ⾹　川
⼩⾖島中央⾼

21:33.80

14 3 30 井澗　洸太 (01) ｲﾀﾆ ｺｳﾀ 和歌⼭
⽥辺⼯⾼

21:59.26

15 13 6 井上　⼤樹 (00) ｲﾉｳｴ ﾀｲｼﾞｭ ⼭　形
⼭形南⾼

22:27.69

16 8 5 浮⽥　⼤助 (01) ｳｷﾀ ﾀﾞｲｽｹ 秋　⽥
秋⽥⼯⾼

22:34.56

17 10 11 ⾚坂　雄⽃ (00) ｱｶｻｶ ﾕｳﾄ 埼　⽟
聖望学園⾼

22:50.76

5 43 海⽼原　健太 (00) ｴﾋﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ 熊　本
熊本⼆⾼

DQ *K1

9 38 宮﨑　泰成 (00) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｾｲ 愛　媛
南宇和⾼

DQ *K1

18 28 ⽯⽥　理⼈ (01) ｲｼﾀﾞ ﾘﾋﾄ 兵　庫
尼崎西⾼

DQ *K2

DQ :失 格
*K1:ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄで3名以上がﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞを出した(R230.7a)
*K2:ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰで3名以上がﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞを出した(R230.7a)

途中時間

No. ⽒名 所属 １０００ｍ ２０００ｍ ３０００ｍ ４０００ｍ

27 濱西　　諒 (00) ﾊﾏﾆｼ ﾘｮｳ ⼤　阪履正社⾼
8:11 12:18 16:26

30 井澗　洸太 (01) ｲﾀﾆ ｺｳﾀ 和歌⼭
⽥辺⼯⾼

4:03

競技⼀覧画⾯へ   競技⼀覧(開始時刻順)へ   競技者⼀覧画⾯へ   前の画⾯に戻る

この画⾯は 少年男⼦共通 ５０００ｍＷ 決勝 です。

少年男⼦共通 ５０００ｍＷ 決勝

http://www.fukui-jaaf.com/sokuhou/kyougi.html
http://www.fukui-jaaf.com/sokuhou/tt.html
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