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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００００ｍＷ 12/14 高橋  英輝 38:18.51

NR* GR*岩手大・岩手

森岡紘一朗 42:10.70

富士通・長崎

吉永宗一郎 43:22.95

福岡大・長崎

谷口  哲也 43:39.38

小松短大・鹿児島

遠山  拓馬 44:20.35

小松短大・岡山

山岡  祥悟 (3) 44:37.33

安芸南高・広島

小野川  稔 (2) 44:58.39

東京実高・東京

境  慎太郎 (3) 45:00.61

熊本中央高・熊本

５０００ｍＷ 12/14 種岡  隆光 22:32.99

長崎国際大・長崎

村上  勇磨 23:23.45

五島高教・長崎

男子一般

５０００ｍＷ 12/14 河岸  良祐 (3) 20:33.94

GR*飾磨工高・兵庫

村上  寛佳 (2) 21:35.39

鳥栖工高・佐賀

比嘉  大悟 (3) 21:44.61

北山高・沖縄

奥村  圭介 (3) 21:57.33

熊本工高・熊本

神崎  蘭丸 (2) 22:46.57

佐世保工高・長崎

井上  浩輔 (2) 22:56.08

三瓶高・愛媛

藤田  匠也 (2) 23:42.64

海部高・徳島

山岡  勇亮 (2) 23:51.55

尽誠学園高・香川

男子高校

３０００ｍＷ 12/14 町田  大河 (3) 16:06.03

GR*諫早中・長崎

岩佐    楓 (3) 16:25.14

GR*世知原中・長崎

酒井  大雅 (2) 17:12.03

世知原中・長崎

井上  詠仁 (1) 17:19.59

諫早中・長崎

早田  圭佑 (1) 17:27.24

諫早中・長崎

島元    大 (2) 17:41.77

北九州Ric・福岡

川尻    零 (1) 18:11.12

清水中・長崎

古場  直樹 (1) 諫早中・長崎 18:11.16

下見  佳斗 (1) 清水中・長崎

男子中学

５０００ｍＷ 12/14 保坂真里奈 23:57.34

福岡大・福岡

竹内  万里 24:07.31

宇部陸協・山口

山田  千花 24:56.19

広島大・広島

堀川  愛帆 27:58.73

福岡大・広島

平見  七海 30:31.78

川崎医療福祉大・広島

女子一般

５０００ｍＷ 12/14 林  優花子 (2) 24:05.77

八幡浜高・愛媛

藤田  喜子 (2) 24:22.04

南宇和高・愛媛

平下  静菜 (2) 24:26.35

日南振徳高・宮崎

横山ひろり (3) 24:28.92

国分中央高・鹿児島

西  萌々子 (2) 26:06.63

長崎南高・長崎

末永  貴瑛 (3) 26:23.74

九国大付高・福岡

豊村菜々美 (2) 26:27.14

佐世保商高・長崎

倉原  未波 (2) 26:43.69

第二高・熊本

３０００ｍＷ 12/14 池田  未央 (1) 15:42.53

暁の星女高・広島

帖佐  有美 (1) 16:40.98

国分中央高・鹿児島

八尋明日香 (1) 17:39.02

近大福岡高・福岡

保利  綾乃 (2) 18:04.03

諫早商高・長崎

池田    倫 (2) 18:17.98

諫早商高・長崎

金泉  翔子 (2) 20:03.82

佐世保南高・長崎

平田　奈々　(1) 20:42.77

熊本商高・熊本

女子高校

３０００ｍＷ 12/14 金子    櫻 (1) 18:58.21

GR*尚絅中・熊本

小川  七海 (3) 19:24.74

GR*暁の星女中・広島

森山  詩菜 (2) 19:24.75

GR*愛野中・長崎

西田  想来 (1) 19:30.95

GR*諫早中・長崎

陣野  萌愛 (2) 20:01.20

GR*世知原中・長崎

田代  舞依 (2) 20:52.32

GR*清水中・長崎

松林  由華 (1) 21:00.66

GR*諫早中・長崎

朝長  美有 (2) 21:29.16

GR*清水中・長崎

女子中学

１０００ｍＷ 12/14 池田　　廉 (5)  5:48.08

GR*遠竹小・長崎

尾崎  淳平 (4)  6:00.47

尾崎AC・長崎

島元    夏 (4)  6:32.75

あやめが丘小・福岡

黒木　伊織 (6)  6:37.02

相浦西小・長崎

日高  直輝 (5)  6:56.92

天神小・長崎

芦づか 大き (4)  6:58.31

上山小・長崎

男子小学

１０００ｍＷ 12/14 西田　星花 (4)  6:32.75

みはる台小・長崎

俣野  愛依 (4)  6:49.55

上山小・長崎

池上　京花 (4)  7:01.47

上山小・長崎

松本　希実 (4)  7:09.46

上山小・長崎

女子小学

３０００ｍＷ 12/14 野口　　司 22:10.96

OPN長崎ﾏｽﾀｰｽﾞ・長崎

男子一般

凡例（GR* :大会新記録/ NR*　:日本新記録/ OPN:オープン参加）


