
令和３年３月２７日（土）
世田谷区立総合運動場 陸上競技場

開始 終了

1 15:30 女 1500ｍ 1 12 14:30 15:10 15:25

2 15:40 女 3000ｍ 1 18 14:40 15:20 15:35

3 15:55 女 3000ｍ 2 15 14:55 15:35 15:50

4 16:10 男 3000ｍ 1 26 15:10 15:50 16:05

5 16:25 男 5000ｍ 1 21 15:25 16:05 16:20

6 16:45 男 5000ｍ 2 21 15:45 16:25 16:40

7 17:05 男 5000ｍ 3 21 16:05 16:45 17:00

8 17:25 男 3000ｍ 2 24 16:25 17:05 17:20

令和２年度　世田谷陸上競技会
【競技日程】

最終
コール
(本人)

スタート
時間 男女 種目 組 数

受付(一次コール)



1 女子1500ｍ 1組（12名） START 15:30 

レーン No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 武藤　由依 ムトウ　ユイ 錦城学園高等学校 東京

2 2 九津見　美花 クツミ　ミカ 錦城学園高等学校 東京

3 3 岡田　海緒 オカダ　ミオ MURC 東京

4 4 森　　彩夏 モリ　アヤカ 東京実業高校 東京

5 5 阿隅 杏珠 アスミ アンズ 東京大学 千葉

6 6 稲垣　木々音 イナガキ　ココネ 駒大高校 東京

7 7 岡田　華音 オカダ　カノン 錦城学園高等学校 東京

8 8 菅原　ひまわり スガワラ　ヒマワリ 錦城学園高等学校 東京

9 9 森　まどか モリ　マドカ 駒大高校 東京

10 10 渋谷　菜絵 シブヤ　ナエ 駒大高校 東京

11 11 塩入　百葉 シオイリ　モモハ 錦城学園高等学校 東京

12 12 大宅　楓 オオヤ　カエデ 大東建託パートナーズ 東京



2 女子3000ｍ 1組（18名） START 15:40 

レーン No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 青山　桃子 アオヤマ　モモコ 相洋高校 神奈川

2 2 新田　響 ニッタ　ヒビキ 相洋高校 神奈川

3 3 大崎　ななみ オオサキ　ナナミ 東京農業大学 広島

4 4 熊澤　美夢 クマザワ　ミユ 川崎市立橘高校 神奈川

5 5 柴田　楓華 シバタ　フウカ 順天高校 東京

6 6 小川　都未 オガワ　ミヤビ 順天高校 東京

7 7 坂手　結香 サカテ　ユイカ 川崎市立橘高校 神奈川

8 8 大澤　由菜 オオサワ　ユイナ 東京農業大学 千葉

9 9 坂口　愛和 サカグチ　アイワ 東京農業大学 東京

10 10 浅田　遥香 アサダ　ハルカ 東京農業大学 愛知

11 11 石上　栞理 イシガミ　シオリ 順天高校 東京

12 12 岩永　桜 イワナガ　サクラ 順天高校 東京

13 13 菅野　奈美 カンノ　ナミ 順天高校 東京

14 14 宮下　優羽 ミヤシタ　ユウ 川崎市立橘高校 神奈川

15 15 村上　彩楽 ムラカミ　サラ 川崎市立橘高校 神奈川

16 16 阪上　莉奈 サカガミ　リナ 順天高校 東京

17 17 鈴木　彩奈 スズキ　アヤナ 順天高校 東京

18 18 出口　歩果 デグチ　ホノカ 順天高校 東京



3 女子3000ｍ 2組（15名） START 15:55 

レーン No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 高橋　ひより タカハシ　ヒヨリ 東京農業大学 新潟

2 2 金山　琳 カナヤマ　リン ルートインホテルズ 東京

3 3 川田　愛佳 カワタ　マナカ 東京農業大学 山形

4 4 伊藤　南美 イトウ　ナミ 川崎市立橘高校 神奈川

5 5 神田　美沙 カンダ　ミサ ルートインホテルズ 東京

6 6 藤田　正由加 フジタ　マユカ ルートインホテルズ 東京

7 7 日髙　侑紀 ヒダカ　ユキ ルートインホテルズ 東京

8 8 今泉　日向花 イマイズミ　ヒュウカ 順天高校 東京

9 9 林　凜華 ハヤシ　リンカ 順天高校 東京

10 10 須藤　花菜 ストウ　ハナ 順天高校 東京

11 11 小川　陽香 オガワ　ハルカ 順天高校 東京

12 12 西谷　沙綾 ニシタニ　サヤ ルートインホテルズ 東京

13 13 坂本　ちほ サカモト　チホ ルートインホテルズ 東京

14 14 金子　陽向 カネコ　ヒナタ 川崎市立橘高校 神奈川

15 15 南　日向 ミナミ　ヒナタ 順天高校 東京



4 男子3000ｍ 1組（26名） START 16:10 

レーン No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 鈴木　浩介 スズキ　コウスケ 相洋高校 神奈川

2 2 佐藤　寛太 サトウ　カンタ 駒大高校 東京

3 3 広島　亮太 ヒロシマ　リョウタ 駒大高校 東京

4 4 河原　尚史 カワハラ　タカシ 駒大高校 東京

5 5 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

6 6 室井　　真 ムロイ　マコト 東京実業高校 東京

7 7 山形　優太 ヤマガタ　ユウタ 東京実業高校 東京

8 8 竹之内　結人 タケノウチ　ユウト 相洋高校 神奈川

9 9 前原　秀一郎 マエハラ　シュウイチロウ 東京実業高校 東京

10 10 久米　泉羽采 クメ　ミウト 東京実業高校 東京

11 11 近内　海力 チカウチ　カイリ 東京実業高校 東京

12 12 菅井　優太 スガイ　ユウタ 川崎市立橘高校 神奈川

13 13 林部　斗真 ハヤシベ　トウマ 駒大高校 東京

14 14 湯浅　龍之介 ユアサ　リュウノスケ 駒大高校 東京

15 15 小林　大晴 コバヤシ　タイセイ 駒大高校 東京

16 16 堂本　稜 ドウモト　リョウ 駒大高校 東京

17 17 澤田　悠斗 サワダ　ハルト 川崎市立橘高校 神奈川

18 18 山下　智慈 ヤマシタ　トモシゲ 駒大高校 東京

19 19 米原　大祐 ヨネハラ　ダイスケ 相洋高校 神奈川

20 20 渡辺　健太 ワタナベ　ケンタ 東京実業高校 東京

21 21 氏家　翔太 ウジイエ　ショウタ 駒大高校 東京

22 22 藤井　勇歩 フジイ　ユウホ 東京実業高校 東京

23 23 髙橋　優人 タカハシ　ユウト 相洋高校 神奈川

24 24 久保田　大雅 クボタ　タイガ 駒大高校 東京

25 25 侭田　直哉 ママダ　ナオヤ 駒大高校 東京

26 26 安福　聖輝 ヤスフク　マサキ 駒大高校 東京



5 男子5000ｍ 1組（21名） START 16:25 

レーン No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 中野　康太郎 ナカノ　コウタロウ 学習院大学 神奈川

2 2 梶山　拓真 カジヤマ　タクマ 学習院大学 茨城

3 3 加藤 悠生 カトウ ユウキ 東京大学 埼玉

4 4 松山　柚太 マツヤマ　ユウタ 鎌倉学園 神奈川

5 5 伊藤　穂高 イトウ　ホタカ 鎌倉学園 神奈川

6 6 金井　正樹 カナイ　マサキ 鎌倉学園 神奈川

7 7 鈴木　康介 スズキ　コウスケ 鎌倉学園 神奈川

8 8 矢沢　真太郎 ヤザワ　シンタロウ 鎌倉学園 神奈川

9 9 渡邉　有翔 ワタナベ　ウット 鎌倉学園 神奈川

10 10 菱木　悠介 ヒシキ　ユウスケ 鎌倉学園 神奈川

11 11 佐竹　響 サタケ　ヒビキ 鎌倉学園 神奈川

12 12 北村　尭之 キタムラ　タカユキ 学習院大学 埼玉

13 13 西郷　哲広 サイゴウ　ノリヒロ 川崎市立橘高校 神奈川

14 14 本田　伊吹 ホンダ　イブキ 鎌倉学園 神奈川

15 15 須藤　航一郎 スドウ　コウイチロウ 鎌倉学園 神奈川

16 16 福田　侑生 フクダ　イクオ　 鎌倉学園 神奈川

17 17 木村　蒼希 キムラ　ソウキ 佐野日大高校 栃木

18 18 松村　謙吾 マツムラ　ケンゴ 佐野日大高校 栃木

19 19 大屋　渉悟 オオヤ　ショウゴ 佐野日大高校 栃木

20 20 福田　達也 フクダ　タツヤ 川崎市立橘高校 神奈川

21 21 矢澤　寿基 ヤザワ　トシキ 川崎市立橘高校 神奈川



6 男子5000ｍ 2組（21名） START 16:45 

レーン No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 曾根　直也 ソネ　ナオヤ 鎌倉学園 神奈川

2 2 久田 淳司 ヒサダ アツシ 東京大学 愛知

3 3 ロホマン　シュモン ロホマン　シュモン 川崎市立橘高校 神奈川

4 4 中野　蒼心 ナカノ　ソウシン 三浦学苑高校 神奈川

5 5 松本　翔 マツモト　ショウ 日税ビジネス 東京都

6 6 原田　洋輔 ハラダ　ヨウスケ 鎌倉学園 神奈川

7 7 古川　達也 フルカワ　タツヤ 川崎市立橘高校 神奈川

8 8 金　悠斗 カネ　ユウト 駿河台大学 富山

9 9 生田目　大輔 ナマタメ　ダイスケ 駿河台大学 福島

10 10 小泉　謙 コイズミ　ケン 駿河台大学 新潟

11 11 長岡　蓮人 ナガオカ　レント 佐野日大高校 栃木

12 12 山口　聡太 ヤマグチ　ソウタ 佐野日大高校 栃木

13 13 田尻　健 タジリ　ケン 駿河台大学 熊本

14 14 丸山　翔太郎 マルヤマ　ショウタロウ 東京理科大学 東京

15 15 伊藤　春輝 イトウ　ハルキ 川崎市立橘高校 神奈川

16 16 奈良　大寿 ナラ　ダイス 上智大学 東京

17 17 篠川　史隆 シノカワ　フミタカ 駒澤大学 高知

18 18 新山　舜心 ニイヤマ　トシムネ 駿河台大学 鹿児島

19 19 佐々木　匠太 ササキ　ショウタ 駿河台大学 埼玉

20 20 宮岡　凛太 ミヤオカ　リンタ 鎌倉学園 神奈川

21 21 矢野　圭吾 ヤノ　ケイゴ カネボウ 東京



7 男子5000ｍ 3組（21名） START 17:05 

レーン No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 山口　彰太 ヤマグチ　ショウタ 佐野日大高校 栃木

2 2 滝澤　愛弥 タキザワ　マナヤ 佐野日大高校 栃木

3 3 大宮　大虎 オオミヤ　ダイゴ 盛岡大学附属高校 岩手

4 4 金子　伊吹 カネコ　イブキ 駒澤大学 神奈川

5 5 新矢　連士 シンヤ　レンシ 駒澤大学 石川

6 6 北　厚 キタ　アツシ 駒澤大学 千葉

7 7 鈴木　景仁 スズキ　ケイト 國學院大學 栃木

8 8 藤本　優太 フジモト　ユウタ 駒澤大学 埼玉

9 9 田高　永輝 タダカ　エイキ 國學院大學 青森

10 10 東山　静也 ヒガシヤマ　シズヤ 駒澤大学 富山

11 11 小野　恵崇 オノ　ケイシュウ 駒澤大学 栃木

12 12 安原　太陽 ヤスハラ　タイヨウ 駒澤大学 滋賀

13 13 青木　優 アオキ　マサル カネボウ 東京

14 14 神　直之 ジン　ナオユキ 北星病院 北海道

15 15 鈴木　祐希 スズキ　ユウキ カネボウ 東京

16 16 木津　晶夫 キヅ　マサオ カネボウ 東京

17 17 平林　清澄 ヒラバヤシ　キヨト 美方高校 福井

18 18 唐澤　拓海 カラサワ　タクミ 駒澤大学 埼玉

19 19 山本　歩夢 ヤマモト　アユム 自由ヶ丘高校 福岡

20 20 蓮沼　直希 ハスヌマ　ナオキ 駒澤大学 群馬

21 21 ダニエルムイバキトニー ダニエルムイバキトニー TRACK TOKYO 東京



8 男子3000ｍ 2組（24名） START 17:25
レーン No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 𠮷村　智輝 ヨシムラ　トモテル 東京実業高校 東京

2 2 中塚　優我 ナカツカ　ユウガ 東京実業高校 東京

3 3 代田　修平 シロタ　シュウヘイ カネボウ 東京

4 4 早川　晴仁 ハヤカワ　ハルヒト 相洋高校 神奈川

5 5 熊井　志岳 クマイ　シタカ 相洋高校 神奈川

6 6 古山　拓輝 コヤマ　ヒロキ 相洋高校 神奈川

7 7 中島　優太 ナカジマ　ユウタ 駒大高校 東京

8 8 天海　創太 アマガイ　ソウタ 駒大高校 東京

9 9 菊地　恭太 キクチ　キョウタ 駒大高校 東京

10 10 佐藤　真也 サトウ　シンヤ 駒大高校 東京

11 11 横溝　匠 ヨコミゾ　タクミ 駒大高校 東京

12 12 木島　陸 キジマ　リク 相洋高校 神奈川

13 13 平島　龍斗 ヒラシマ　リュウト 相洋高校 神奈川

14 14 中島　公平 ナカジマ　コウヘイ カネボウ 東京

15 15 木村 大地 キムラ ダイチ TEAMみちのく 宮城

16 16 町田　康誠 マチダ　コウセイ 駿河台大学 栃木

17 17 清野　太成 キヨノ　タイセイ 駿河台大学 埼玉

18 18 井下　裕貴 イノシタ　ユウキ TeamMxK 埼玉県

19 19 青柿　響 アオガキ　ヒビキ 駒澤大学 埼玉

20 20 白鳥　哲汰 シラトリ　テッタ 駒澤大学 埼玉

21 21 鈴木　芽吹 スズキ　メブキ 駒澤大学 長野

22 22 文元　慧 フミモト　ケイ カネボウ 東京

23 23 池田　耀平 イケダ　ヨウヘイ 日本体育大学 東京

24 24 長谷川　柊 ハセガワ　シュウ カネボウ 東京
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