
 

 

 

 
 

令和３年度 

第１回 世田谷陸上競技会 
 

≪プログラム≫ 
 

 

 

日  程  ２０２１年６月１２日（土） 

競技時間  １６：００～１９：００（予定） 

会  場  世田谷区立総合運動場 陸上競技場 

種  目  男子 ３,０００ｍ、５,０００ｍ 

      女子 ３,０００ｍ、５,０００ｍ 

主  催  世田谷区ランナーズクラブ 

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団 

共  催  世田谷区 

協  力  実業団及び大学陸上競技部 



競 技 注 意 事 項 

 

１ 競技規則について 

本競技会は２０２１年度日本陸上競技連盟規則並びに本競技会要項及び競技注意

事項（本注意事項）により実施する。 

 

２ シューズの使用について 

（１）靴底の厚さについては、WA 規則第１４３条(TR5)再改訂規則を適用する。 

（２）シューズの測定については、事前に登録されたシューズが WA のリストに掲載

されていないシューズは全て測定対象とする。 

（３）各レース２０分前までに指定された場所（正面入り口付近）にて測定を受ける

こと。 

 

３ 競技場使用上の注意 

（１）競技は無観客で行う。会場内に入場できる者は、競技者・チーム関係者（３名

程度）・大会スタッフ及び主催者より特に認められた者のみする。 

（２）本競技会に来場する者は全員、世田谷陸上競技会ホームページより、「体調管理

チェックシート」をダウンロードし、記入をしておく。その際、検温については、

競技会当日を含む８日間の検温結果を必ず記入すること。 

（３）競技者及びチーム関係者は入場の際に「体調管理チェックシート」を提出し、

リストバンドを受け取る。「体調管理チェックシート」を提出しない者について

は入場を認めない。 

（４）会場への競技者、チーム関係者の入退場口は正面入口エントランスのみとし、

入場の際に非接触体温計による検温を実施する場合がある。なお、競技者のゴー

ル後の退場は西門とする。 

（５）競技者及びチーム関係者は１５時 0０分より入場できる。 

（６）総合運動場内でのウォーミングアップは、公園利用者の通行・安全を優先して

行うこと。（詳細は別途ご案内いたします） 

（７）競技者の休憩・待機・飲食スペースはスタンドを使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 新型コロナウイルスの感染拡大防止 

（１）体調がよくない場合（例．発熱、咳、咽頭痛などの症状がある場合）は来場を

見合わせること。 

（２）以下の事項に該当する場合は、来場及び競技への参加を認めない。 

・当日の体温が３７．５℃以上あり、強い倦怠感と息苦しさがある場合。 

（入場時、非接触での検温を実施する。当日検温で３７．５℃以上の場合は入場

を認めない。３７．０℃以上の場合は再検） 

・同居家族や身近な知人が感染している、または感染が疑われる状態にある場合。 

・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、

地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。 

・大会開催日の３週間前の時点、もしくはそれ以降に PCR 検査もしくは抗原検

査で陽性反応があった場合。 

（３）来場にあたっては、マスク・タオルを持参し、運動時を除いては原則としてマ

スクを着用すること。 

（４）石けん等を用いた手洗い・手指消毒、洗顔を行うこと。 

（５）運動時（レース時を除く）・招集時等については可能な限り、マスクを着用し、

競技役員の指示に従い、ソーシャルディスタンスを確保すること。 

（６）競技用具使用後は手洗いまたは手指消毒を行うこと。 

（７）飛沫拡散を防ぐ為、声を出しての応援、集団での応援や大声・近距離での会話

を避けること。 

（８）ゴミは各自で持ち帰ること。 

（９）競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催

者に報告すること。 

 

５ 団体受付（TIC）について 

（１）全参加団体は、最初の参加種目６０分前までに、必ず団体受付を行う。 

（２）団体受付は、一次コールを兼ねて以下の手続きを代表者１名が行う。 

①体調管理チェックシート提出用紙の提出 ②体調管理チェックシートの提出 

③入場用リストバンドの受取 ④ナンバーカード・腰ナンバーの受取 

⑤プログラムの受取 

（２）プログラムに記載ミス（氏名、学年、所属等）があった場合には、出場する競

技の６０分前までに TIC に申し出ること。TIC は、陸上競技場正面入り口付近に

設置する。 

（３）プログラムは残部がある場合に限り、TIC で 1 部１００円にて販売する。 

 

 



６ 招集（最終コール）について 

（１）招集所の設置場所は、各種目のスタート地点付近とする。 

（２）招集所において、競技者は必ずマスクを着用すること。 

（３）各競技の招集完了時刻（競技開始５分前）は、タイムテーブルに記載のとおり

とする。 

（４）招集開始時刻に招集所での点呼を受けること。 

（５）代理人による点呼は認めず、招集完了時刻を超えた場合には、当該種目を棄権

したものとして処理する。 

 

７ ナンバーカード及び腰ナンバーについて 

（１）ナンバーカード２枚、腰ナンバー１枚を主催者が配付する。 

（２）ナンバーカードはそのままの大きさで胸と背部に確実に固定する。 

（３）腰ナンバー（１枚）をナンバーカード記載の数字が身体の真横（右側）となる

位置につける。 

（４）今回はナンバーカード及び腰ナンバーは回収しないため、各自で持ち帰って処

分すること。 

 

８ 競技区域への入退場について 

（１）競技区域への入退場はすべて競技役員の指示･誘導に従うこと。 

（２）競技区域を移動する際は、必ずマスクを着用すること。 

（３）競技区域からの退場は、西門のみとする。 

 

９ その他 

（１）競技中の事故については主催者で応急処置をするが、以後の責任は負わない。 

（２）記録はその都度、世田谷陸上競技会ホームページにて発表する。 

（３）届けられた遺失物については、TIC にて競技会終了時まで保管する。 

（４）記録証は１部２００円で発行する。希望者は TIC に申し出ることとする。 

 

競技結果は次のサイトにアクセスすれば、ご覧になれます。 

二次元バーコードもご利用ください。 

https://www.se-sports.or.jp/event/setariku/ 



令和3年6月12日（土）

世田谷区立総合運動場 陸上競技場

開始 終了

1 16:00 女 3000ｍ 1 9 15:00 15:40 15:55

2 16:15 男 3000ｍ 1 25 15:15 15:55 16:10

3 16:30 男 3000ｍ 2 29 15:30 16:10 16:25

4 16:45 女 5000ｍ 1 7 15:45 16:25 16:40

5 17:05 男 5000ｍ 1 23 16:05 16:45 17:00

6 17:25 男 5000ｍ 2 22 16:25 17:05 17:20

7 17:45 男 5000ｍ 3 23 16:45 17:25 17:40

8 18:05 男 3000ｍ 3 21 17:05 17:45 18:00

9 18:20 男 5000ｍ 4 21 17:20 18:00 18:15

10 18:40 男 5000ｍ 5 21 17:40 18:20 18:35
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受付（１次コール）
最終

コール

（本人）

令和３年度 第１回世田谷陸上競会
【競技日程】

スタート

時間
男女 種目 組 数



1 女子3000ｍ 1組（9名） START　１６：００

レーン No 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 松村　幸栄 マツムラ　ユキエ 埼玉陸協 埼玉県

2 2 原田　まつり ハラダ　マツリ 第一生命グループ 東京都

3 3 櫻川　響晶 サクラガワ　ヒビキ 第一生命グループ 東京都

4 4 古川　結美 フルカワ　ユウミ 第一生命グループ 東京都

5 5 佐野　英里佳 サノ　エリカ 第一生命グループ 東京都

6 6 眞田　木葉 サナダ　コノハ 東京メトロ 東京都

7 7 鈴木　真実 スズキ　マミ 東京メトロ 東京都

8 8 菊池　愛 キクチ　マナ 日本女子体育大学 東京都

9 9 山中　友紀野 ヤマナカ　ユキノ 日本女子体育大学 東京都



2 男子3000ｍ 1組（25名） START１６：１５

レーン No 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 坂上　佳也 サカガミ　ヨシヤ RFA Japan 東京都

2 2 明石　勇矢 アカシ　ユウヤ Rundezvous 東京都

3 3 鈴木　大樹 スズキ ヒロキ クラブＲ2東日本 神奈川県

4 4 福田　大志 フクダ　ダイシ 高島高校 東京都

5 5 椛澤　勇樹 カバサワ ユウキ 湘南工科大学 神奈川県

6 6 長谷川　光 ハセガワ ヒカル 湘南工科大学 神奈川県

7 7 松井　仁志 マツイ ヒトシ 湘南工科大学 神奈川県

8 8 椎葉　威風 シイバ イフウ 専修大学松戸高校 千葉県

9 9 黒木　聖 クロキ ヒジリ 専修大学松戸高校 千葉県

10 10 槇井　駿介 マキイ シュンスケ 専修大学松戸高校 千葉県

11 11 吉田　秀諭 ヨシダ　ヒデツグ 川崎市陸協 神奈川県

12 12 深澤　宏樹 フカサワ コウキ 大森第七中学校 東京都

13 13 西片　優二 ニシカタ ユウジ 中山到税理士事務所陸上競技部 東京都

14 14 宮岡　恵介 ミヤオカ　ケイスケ 帝京平成大学 東京都

15 15 島貫　聖吾 シマヌキ　セイゴ 帝京平成大学 東京都

16 16 横山　陽佑 ヨコヤマ　ヨウスケ 帝京平成大学 東京都

17 17 西河　豪志 ニシカワ ツヨシ 帝京平成大学 東京都

18 18 岡田　拓巳 オカダ　タクミ 帝京平成大学 東京都

19 19 森　泰輝 モリ　タイキ 東京高校 東京都

20 20 林　凌太 ハヤシ　リョウタ 東京高校 神奈川県

21 21 丸山　大地 マルヤマ　ダイチ 東京高校 神奈川県

22 22 田口　萩太 タグチ　シュウタ 東京高校 神奈川県

23 23 西野　遥斗 ニシノ　ハルト 東京高校 神奈川県

24 24 金子　怜雅 カネコ　リョウガ 東京高校 神奈川県

25 25 山内　智幸 ヤマウチ　トモユキ 明治大学 東京都



3 男子3000ｍ 2組（29名） START１６：３０

レーン No 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 加藤　拓海 カトウ　タクミ RFA Japan 千葉県

2 2 中島　一翠 ナカジマ　カズミ 関東学院大学 神奈川県

3 3 野中　拓海 ノナカ　タクミ 関東学院大学 神奈川県

4 4 安田　有佑 ヤスダ　ユウスケ 三重陸協 東京都

5 5 青木　颯 アオキ ハヤテ 湘南工科大学 神奈川県

6 6 鎌田　虎太郎 カマタ コタロウ 湘南工科大学 神奈川県

7 7 齊藤　元 サイトウ ゲン 湘南工科大学 神奈川県

8 8 熊澤　諒哉 クマザワ リョウヤ 湘南工科大学 神奈川県

9 9 白石　将隆 シライシ　マサタカ 青山学院高等部 東京都

10 10 玉澤　良太 タマザワ　リョウタ 千葉陸協 千葉県

11 11 堀野　愛斗 ホリノ　マナト 専修大学 神奈川県

12 12 鎌田　明日翔 カマタ　アスカ 専修大学 神奈川県

13 13 山城　弘弐 ヤマシロ　コウスケ 専修大学 神奈川県

14 14 佐々木  飛鳥 ササキ　アスカ 専修大学 神奈川県

15 15 安達　勇人 アダチ　ユウト 専修大学 神奈川県

16 16 吉岡　拓哉 ヨシオカ　タクヤ 専修大学 神奈川県

17 17 宮永　一輝 ミヤナガ　カズキ 専修大学 神奈川県

18 18 増田　悠希 マスダ　ユウキ 専修大学 神奈川県

19 19 大田和　一斗 オオタワ　イット 専修大学 神奈川県

20 20 野下　稜平 ノゲ　リョウヘイ 専修大学 神奈川県

21 21 中山　敦貴 ナカヤマ　ノブキ 専修大学 神奈川県

22 22 長谷川　源 ハセガワ　ゲン 専修大学 神奈川県

23 23 有本　逸 アリモト　スグル 専修大学 神奈川県

24 24 千代島　宗汰 チヨジマ　ソウタ 専修大学 神奈川県

25 25 藤野　隼也 フジノ　シュンヤ 専修大学 神奈川県

26 26 辻　優輝 ツジ　ユウキ 専修大学 神奈川県

27 27 安藤　貴信 アンドウ　タカノブ 東京陸協 東京都

28 28 大西　理久 オオニシ　リク 明治大学 東京都

29 29 坂田　陽朗 サカタ　ヒロオ 立正大学 埼玉県



４ 女子5000ｍ 1組（7名） START１６：４５

レーン No 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 雲丹亀　美月 ウニガメ　ミヅキ 大阪芸術大学 大阪府

2 2 日吉　鈴菜 ヒヨシ　スズナ 大阪芸術大学 大阪府

3 3 古賀　華実 コガ　ハナミ 大阪芸術大学 大阪府

4 4 奧村　清音 オクムラ　キヨネ 大阪芸術大学 大阪府

5 5 村上　愛華 ムラカミ　アイカ 東京メトロ 東京都

6 6 鈴木　真実 スズキ　マミ 東京メトロ 東京都

7 7 真柄　碧 マカラ　アオイ 福井陸協 埼玉県



５ 男子5000ｍ 1組（23名） START１７：０５

レーン No 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 黒澤　亮 クロサワ　リョウ 国際武道大学 千葉県

2 2 白玉　空史 シラタマ　アキフミ 国際武道大学 千葉県

3 3 飛永　祐輝 トビナガ　ユウキ 市立船橋高校 千葉県

4 4 重田　凌吾 シゲタ　リョウゴ 市立船橋高校 千葉県

5 5 見上　健太 ミカミ　ケンタ 市立船橋高校 千葉県

6 6 麻生　洸晴 アソウ　コウセイ 市立船橋高校 千葉県

7 7 大友　一希 オオトモ　カズキ 市立船橋高校 千葉県

8 8 松井　隼斗 マツイ　ハヤト 市立船橋高校 千葉県

9 9 前川　夏輝 マエカワ　ナツキ 市立船橋高校 千葉県

10 10 高橋　楓太 タカハシ フウタ 専修大学松戸高校 千葉県

11 11 鍛　晶太 キタイ ショウタ 専修大学松戸高校 千葉県

12 12 酒田　康生 サカタ コウキ 専修大学松戸高校 千葉県

13 13 堀　貴博 ホリ　タカヒロ 大垣体連 東京都

14 14 森山　功稀 モリヤマ　コウキ 帝京平成大学 東京都

15 15 北林　拓也 キタバヤシ　タクヤ 帝京平成大学 東京都

16 16 山路　優歩 ヤマジ　ユウト 帝京平成大学 東京都

17 17 小野　浩輝 オノ　コウキ 帝京平成大学 東京都

18 18 山﨑　健聖 ヤマザキ　タケトシ 帝京平成大学 東京都

19 19 三浦　祐希 ミウラ　ユウキ 東京高校 神奈川県

20 20 曽田　透真 ソダ　トウマ 東京高校 神奈川県

21 21 原口　孝徳 ハラグチ　タカノリ 東京陸協 東京都

22 22 村山　海斗 ムラヤマ　カイト 立正大学 埼玉県

23 23 梶原　一柊 カジハラ　イッシュウ 立正大学 高知県



６ 男子5000ｍ 2組（22名） START１７：２５

レーン No 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 藁科　健斗 ワラシナ　ケント 横浜高校 神奈川県

2 2 相澤　拓己 アイザワ　タクミ 高島高校 東京都

3 3 岡部　翔真 オカベ　ショウマ 国際武道大学 千葉県

4 4 成川　翔太 ナリカワ　ショウタ 市立船橋高校 千葉県

5 5 鎗田　光希 ヤリタ　ミツキ 市立船橋高校 千葉県

6 6 牧島　涼也 マキシマ　リョウヤ 神奈川陸協 神奈川県

7 7 染谷　雄大 ソメヤ ユウダイ 専修大学松戸高校 千葉県

8 8 相澤　拓摩 アイザワ タクマ 専修大学松戸高校 千葉県

9 9 井上　昂明 イノウエ　コウメイ 中山到税理士事務所陸上競技部 東京都

10 10 石堂　爽空 イシドウ　ソラ 帝京平成大学 東京都

11 11 佐藤　陸 サトウ　リク 東京高校 東京都

12 12 小山　大輝 コヤマ　ダイキ 東京陸協 東京都

13 13 松尾　尚輝 マツオ　ナオキ 明治大学 東京都

14 14 黒髪　悠太郎 クロカミ　ユウタロウ 明治大学 東京都

15 15 遠山　和希 トオヤマ　カズキ 立正大学 埼玉県

16 16 山本　樹 ヤマモト　イツキ 立正大学 新潟県

17 17 伊藤　優 イトウ　ユウ 立正大学 東京都

18 18 牛崎　竜空 ウシザキ　リュウク 立正大学 埼玉県

19 19 熊澤　優良 クマザワ　ユラ 立正大学 埼玉県

20 20 河南　颯汰 カンナン　ソウタ 立正大学 埼玉県

21 21 西川　優太 ニシカワ　ユウタ 立正大学 埼玉県

22 22 廣木　大地 ヒロキ　ダイチ 緑走クラブ 群馬県



７ 男子5000ｍ 3組（23名） START１７：４５

レーン No 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 鈴木　忠 スズキ　タダシ スズキ 静岡県

2 2 菅沼　隆佑 スガヌマ リュウスケ ラフィネグループ 東京都

3 3 寺田　博英 テラダ ヒロヒデ ラフィネグループ 東京都

4 4 長原　悠一郎 ナガハラ　ユウイチロウ 駒澤大学 東京都

5 5 宮城　珠良 ミヤギ　シュラ 駒澤大学 東京都

6 6 川上　翔太 カワカミ　ショウタ 市立船橋高校 千葉県

7 7 佐藤　智也 サトウ　トモヤ 市立船橋高校 千葉県

8 8 山本　采矢 ヤマモト　サイヤ 自衛隊体育学校 埼玉県

9 9 石田　亮 イシタ　リョウ 自衛隊体育学校 埼玉県

10 10 林　叶大 ハヤシ　カナタ 帝京大学 東京都

11 11 伊藤　圭介 イトウ　ケイスケ 帝京大学 東京都

12 12 末次　海斗 スエツグ　カイト 帝京大学 東京都

13 13 郷　明日翔 ゴウ　アスカ 帝京大学 東京都

14 14 大花　将太 オオハナ　ショウタ 帝京大学 東京都

15 15 近田　達矢 コンダ　タツヤ 帝京大学 東京都

16 16 原川　凌 ハラカワ　リョウ 東京経済大学 東京都

17 17 小池　彪 コイケ　アキラ 東京経済大学 東京都

18 18 樋口　ワシリー ヒグチ　ワシリー 東京高校 神奈川県

19 19 田村　圭 タムラ　ケイ 明治大学 東京都

20 20 植田　雅弘 ウエタ　マサヒロ 明治大学 東京都

21 21 安部　柚作 アベ　ユウサク 明治大学 東京都

22 22 山崎　颯太 ヤマザキ　ソウタ 立正大学 埼玉県

23 23 平松　幸記 ヒラマツ　コウキ 立正大学 埼玉県



８ 男子3000ｍ 3組（21名） START１８：０５

レーン No 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 木村　大地 キムラ　ダイチ TEAMみちのく 埼玉県

2 2 大野　雄揮 オオノ　ユウキ コトヒラ工業 神奈川県

3 3 桃澤　大祐 モモザワ　ダイスケ サン工業 神奈川県

4 4 冨田　三貴 トミタ ミツタカ ラフィネグループ 東京都

5 5 荻野　太成 オギノ タイセイ 旭化成 埼玉県

6 6 大六野　秀畝 ダイロクノ シュウホ 旭化成 長野県

7 7 山本　修二 ヤマモト シュウジ 旭化成 長野県

8 8 茂木　圭次郎 モギ ケイジロウ 旭化成 宮崎県

9 9 相澤　晃 アイザワ アキラ 旭化成 宮崎県

10 10 市田　孝 イチダ タカシ 旭化成 宮崎県

11 11 坂口　裕之 サカグチ　ヒロユキ 住友電工 宮崎県

12 12 藤田　康平 フジタ コウヘイ 湘南工科大学 宮崎県

13 13 松田　朋樹 マツダ トモキ 湘南工科大学 宮崎県

14 14 大久保　誠吾 オオクボ　セイゴ 朝霞市役所 東京都

15 15 澁谷　宥介 シブヤ　ユウスケ 東京陸協 東京都

16 16 手嶋　杏丞 テシマ　キョウスケ 明治大学 東京都

17 17 近藤　亨 コンドウ　トオル 明治大学 東京都

18 18 加藤　大誠 カトウ　タイセイ 明治大学 東京都

19 19 小澤　大輝 オザワ　ダイキ 明治大学 東京都

20 20 鈴木　聖人 スズキ　キヨト 明治大学 東京都

21 21 漆畑　瑠人 ウルシバタ　リュウト 明治大学 東京都



9 男子5000ｍ 4組（21名） START１８：２０

レーン NO 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 中島　怜利 ナカシマ レイリ ABCRアスレティッククラブ 埼玉県

2 2 山田　学 ヤマダ　マナブ スズキ 静岡県

3 3 横山　諒 ヨコヤマ　リョウ スズキ 静岡県

4 4 杉保　滉太 スギホ　コウタ スズキ 静岡県

5 5 富田　遼太郎 トミタ　リョウタロウ スズキ 静岡県

6 6 森井　勇磨 モリイ　ユウマ ひらまつ病院 佐賀県

7 7 森下　舜也 モリシタ シュンヤ ラフィネグループ 東京都

8 8 芹澤　昭紀 セリザワ アキカズ ラフィネグループ 東京都

9 9 畔柳　隼弥 クロヤナギ シュンヤ ラフィネグループ 東京都

10 10 佐々木　守 ササキ　マモル 愛知製鋼 愛知県

11 11 水野　優希 ミズノ　ユウキ 愛知製鋼 愛知県

12 12 秋山　清人 アキヤマ　キヨヒト 愛知製鋼 愛知県

13 13 高橋　海 タカハシ　カイ 駒澤大学 東京都

14 14 吉本　真啓 ヨシモト　マヒロ 駒澤大学 東京都

15 15 鈴木　浩風 スズキ　ヒロカゼ 自衛隊体育学校 埼玉県

16 16 藤村　行央 フジムラ　ユキオ 住友電工 兵庫県

17 17 大吉　優亮 オオヨシ　ユウスケ 帝京大学 東京都

18 18 寺嶌　渓一 テラシマ　ケイイチ 帝京大学 東京都

19 19 樋田　侑司 トイダ　ユウジ 東京経済大学 東京都

20 20 杉　彩文海 スギ　サフミ 明治大学 東京都

21 21 西堀　伶於 ニシボリ　レオ 立正大学 埼玉県



10 男子5000ｍ 5組（21名） START１８：４0

レーン No 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 桃澤　大祐 モモザワ　ダイスケ サン工業 長野県

2 2 加井　虎造 カイ　トラゾウ スズキ 静岡県

3 3 大石　巧 オオイシ　タクミ スズキ 静岡県

4 4 齋藤　雅英 サイトウ マサヒデ ラフィネグループ 東京都

5 5 風戸　啓希 カザト ヒロキ ラフィネグループ 東京都

6 6 角出　龍哉 スミデ　タツヤ 愛知製鋼 愛知県

7 7 寺内　將人 テラウチ　マサト 愛知製鋼 愛知県

8 8 庭瀬　俊輝 ニワセ　シュンキ 駒澤大学 東京都

9 9 田丸　颯 タマル　ソウ 駒澤大学 東京都

10 10 花崎　悠紀 ハナサキ　ユウキ 駒澤大学 東京都

11 11 篠原　倖太朗 シノハラ　コウタロウ 駒澤大学 東京都

12 12 赤星　雄斗 アカホシ　ユウト 駒澤大学 東京都

13 13 大西　峻平 オオニシ　シュンペイ 駒澤大学 東京都

14 14 安原　太陽 ヤスハラ　タイヨウ 駒澤大学 東京都

15 15 天野　　誠也 アマノ　セイヤ 自衛隊体育学校 埼玉県

16 16 竹下　和輝 タケシタ　カズキ 自衛隊体育学校 埼玉県

17 17 熊谷　拓馬 クマガイ　タクマ 住友電工 兵庫県

18 18 村本　一樹 ムラモト　カズキ 住友電工 兵庫県

19 19 加藤　淳 カトウ　アツシ 住友電工 兵庫県

20 20 福村　拳太 フクムラ　ケンタ 石川陸協 石川県

21 21 橋本　尚斗 ハシモト　ナオト 帝京大学 東京都
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総合運動場駐車場 

120台収容 

（21時まで） 

お車でお越しの場合は、有料駐車場をご利用ください。（料金：３０分毎に１００円） 

※駐車料金の優遇はありません。 

※駐車場が混雑し、ご入場いただけない場合があります。 

※大蔵第二運動場の駐車場からスムーズに出場していただくため事前精算機（大蔵第二運動場ロビー設置）

をご利用ください。 
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