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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/ 



競 技 注 意 事 項 

 

１ 競技規則について 

本競技会は２０２２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）使用された靴に関して審判長が疑義を抱いた場合、競技終了後提出を求める場

合がある。 

 

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）・

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。 

（５）競技者及びチーム関係者は１６時３０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。 

（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体調管理シート提出用紙の提出（チーム用）  

②体調管理チェックシートの提出（個人用） 

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。 

 

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。 

 

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4年7月30日（土）

世田谷区立総合運動場 陸上競技場

開始 終了

1 17:30 女 3000ｍ 1 17 16:30 17:10 17:25

2 17:45 男 3000ｍ 1 28 16:45 17:25 17:40

3 18:00 男 3000ｍ 2 28 17:00 17:40 17:55

4 18:15 男 3000ｍ 3 29 17:15 17:55 18:10

5 18:30 女 5000ｍ 1 6 17:30 18:10 18:25

6 18:50 男 5000ｍ 1 25 17:50 18:30 18:45

7 19:10 男 5000ｍ 2 17 18:10 18:50 19:05

8 19:30 男 5000ｍ 3 18 18:30 19:10 19:25

9 19:50 男 5000ｍ 4 19 18:50 19:30 19:45

187

受付（１時コール）
最終

コール

（本人）

令和４年度 第２回世田谷陸上競技会
【競技日程】

スタート

時間
男女 種目 組 数



１.女子3000m  1組（17名） START17：30

レーン NO 氏名 フリガナ 所　属 都道府県 記　録

1 1 佐々木　萌那 ササキ　モエナ ホクレン 北海道

2 2 唐澤　七瀬 カラサワ　ナナセ 玉川大学 長野県

3 3 赤坂　ひのき アカサカ　ヒノキ 玉川大学 東京都

4 4 平岡　瑠奈 ヒラオカ　ルナ 玉川大学 神奈川県

5 5 玉井　千里 タマイ　チサト 玉川大学 神奈川県

6 6 白石　憂佳 シライシ　ユウカ 玉川大学 東京都

7 7 澤﨑　水咲 サワザキ　ミサキ 武蔵野北高校 東京都

8 8 千田　菜央 チダ　ナオ 武蔵野北高校 東京都

9 9 矢野　陽菜 ヤノ　ハルナ 武蔵野北高校 東京都

10 10 深田　かなで フカタ　カナデ 武蔵野北高校 東京都

11 11 岡田　奈月 オカダ　ナツキ 武蔵野北高校 東京都

12 12 上野　真奈美 ウエノ　マナミ 武蔵野北高校 東京都

13 13 高木　妃菜 タカギ　ヒナ 本庄第一高校 埼玉県

14 14 黒田　彩乃 クロダ　アヤノ 本庄第一高校 埼玉県

15 15 青木　里央菜 アオキ　リオナ 本庄第一高校 埼玉県

16 16 加藤　みなみ カトウ　ミナミ 本庄第一高校 埼玉県

17 17 松田　有加 マツダ　ユカ 本庄第一高校 埼玉県



２.男子3000m  1組（28名） START17：45

レーン No 氏　名 フリガナ 所　属 都道府県 記　録

1 1 川井　勉 カワイ　ツトム TeamM×K 東京都

2 2 鈴木　大樹 スズキ　ヒロキ クラブR2東日本 神奈川県

3 3 宮本　大智 ミヤモト　ダイチ 光明相模原高校 神奈川県

4 4 久保　洸晴 クボ　コウセイ 光明相模原高校 神奈川県

5 5 伯野　颯太 ハクノ　ソウタ 光明相模原高校 神奈川県

6 6 吉益　遥希 ヨシマス　ハルキ 光明相模原高校 神奈川県

7 7 益田　翔輝 マスダ　ショウキ 光明相模原高校 神奈川県

8 8 上川　隆之介 ウエカワ　リュウノスケ 光明相模原高校 神奈川県

9 9 増井　康大 マスイ　コウダイ 光明相模原高校 神奈川県

10 10 鬼塚　鵬光 オニツカ　トモミツ 赤穂市陸協 兵庫県

11 11 赤荻　亘紀 アカオギ　コウキ 都立桜町高校 東京都

12 12 新村　高健 ニイムラ　コウケン 都立文京高校 東京都

13 13 山田　龍人 ヤマダ　リュウジン 都立文京高校 東京都

14 14 鈴木　優空 スズキ　ソラ 都立文京高校 東京都

15 15 水野　春久 ミズノ　ハルヒサ 都立文京高校 東京都

16 16 山田　悠太郎 ヤマダ　ユウタロウ 東海大学浦安高等学校 千葉県

17 17 安高　玄汰 アタカ　ゲンタ 東海大学浦安高等学校 千葉県

18 18 渋谷　真生 シブヤ　マオ 東海大学浦安高等学校 千葉県

19 19 新井　陽生 アライ　ハルキ 東海大学浦安高等学校 千葉県

20 20 井上　航大 イノウエ　コウダイ 東京陸協 東京都

21 21 櫻田　将 サクラダ　マサル 東京陸協 東京都

22 22 坂詰　北斗 サカヅメ　ホクト 東京陸協 東京都

23 23 澤田　薫 サワダ　カオル 東京陸協 東京都

24 24 板橋　大輔 イタバシ　ダイスケ 日本製鉄君津 千葉県

25 25 行場　竹彦 ギョウバ　タケヒコ 鳩印G＆T川崎 神奈川県

26 26 本多　隼 ホンダ　シュン 法大Ⅱ部 神奈川県

27 27 首藤　蓮太郎 シュドウ　レンタロウ 堀越高校 東京都

28 28 下島　千明 シモジマ　チアキ 陸上競技多摩川クラブ 東京都



３.男子3000m  2組（28名） START18:00

レーン No 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記　録

1 1 伊藤　充生 イトウ　アツキ eA東京 東京都

2 2 岩瀬　弘之 イワセ　ヒロユキ ＳWＡＣ 東京都

3 3 石橋　安孝 イシバシ　ヤスタカ アスリートエージェント 東京都

4 4 谷　星輝 タニ　ホシキ アスリートエージェント 東京都

5 5 山口　優希 ヤマグチ　ユウキ アスリートエージェント 東京都

6 6 山内　康平 ヤマウチ　コウヘイ ぬまちゃんず 愛知県

7 7 森　健也 モリ　ケンヤ みすみ光明堂 島根県

8 8 竹内　一貴 タケウチ　カズキ 光明相模原高校 神奈川県

9 9 近藤　和歩 コンドウ　カズホ 光明相模原高校 神奈川県  

10 10 杉原　爽汰 スギハラ　ソウタ 光明相模原高校 神奈川県

11 11 大鹿　弦 オオシカ　ゲン 光明相模原高校 神奈川県

12 12 熊本　瞳人 クマモト　マナト 光明相模原高校 神奈川県

13 13 小倉　篤人 オグラ　アツヒト 光明相模原高校 神奈川県

14 14 田中　陽琉 タナカ　ハル 光明相模原高校 神奈川県

15 15 山本　朔也 ヤマモト　サクヤ 光明相模原高校 神奈川県

16 16 川嶋　洋平 カワシマ　ヨウヘイ 坂戸市陸協 埼玉県

17 17 坂巻　知樹 サカマキ　トモキ 石川走友会 千葉県

18 18 根本　夏生 ネモト　ナツオ 川崎市陸協 神奈川県

19 19 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

20 20 松本　龍星 マツモト　リュウセイ 都立桜町高校 東京都

21 21 矢形　倖大 ヤガタ　コウタ 東海大学浦安高等学校 千葉県

22 22 舩越　悠介 フナコシ　ユウスケ 東京陸協 東京都

23 23 小田　和輝 オダ　カズキ 北海道栄高校 北海道

24 24 佐々木　朱里 ササキ　シュリ 北海道栄高校 北海道

25 25 大関　輝絃 オオゼキ　マナト 北海道栄高校 北海道

26 26 雪田　圭将 ユキタ　ケイスケ 北海道栄高校 北海道

27 27 片岡　泰一 カタオカ　タイチ 北海道栄高校 北海道

28 28 中山　颯翔 ナカヤマ　ハヤト 北海道栄高校 北海道



４.男子3000m  3組（29名） START18:15

レーン No 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記　録

1 1 秋葉　直人 アキバ　ナオト RFA Japan 東京都

2 2 加藤　拓海 カトウ　タクミ RFAJapan 東京都

3 3 中島　怜利 ナカシマ　レイリ TRIGGER AC 埼玉県

4 4 田中　龍之介 タナカ　リュウノスケ アスリートエージェント 東京都

5 5 田中　佑典 タナカ　ユウスケ アスリートエージェント 東京都

6 6 伊藤　健太 イトウ　ケンタ アスリートエージェント 東京都

7 7 高山　将司 タカヤマ　マサシ 御殿場RC 静岡県

8 8 藤城　湧人 フジシロ　ユウト 光明相模原高校 神奈川県

9 9 中谷　涼誠 ナカタニ　リョウセイ 光明相模原高校 神奈川県

10 10 佐藤　琉輝也 サトウ　ルキヤ 光明相模原高校 神奈川県

11 11 松下　稜 マツシタ　リョウ 三好市陸協 徳島県

12 12 田玄　呼次郎 タゲン　コジロウ 小平三中 東京都

13 13 関口　大樹 セキグチ　タイキ 新電元工業 埼玉県

14 14 田中　龍誠 タナカ　リュウセイ 新電元工業 埼玉県

15 15 親﨑　達朗 オヤザキ　タツロウ 新電元工業 埼玉県

16 16 坪井　響己 ツボイ　ヒビキ 新電元工業 埼玉県

17 17 小林　航央 コバヤシ　コオウ 新電元工業 埼玉県

18 18 大岩　歩夢 オオイワ　アユム 神奈川大学 愛知県

19 19 青山　拓朗 アオヤマ　タクロウ 台東区陸協 東京都

20 20 安田　有佑 ヤスダ　ユウスケ 東京外国語大学 三重県

21 21 藤原　拓 フジワラ　タク 東京都庁 東京都

22 22 岩船　佑希 イワフネ　ユウキ 東京陸協 東京都

23 23 岡本　拓也 オカモト　タクヤ 東京陸協 東京都

24 24 澁谷　宥介 シブヤ　ユウスケ 東京陸協 東京都

25 25 井上　暖人 イノウエ　ハルト 北海道栄高校 北海道

26 26 鼻野木　悠翔 ハナノキ　ユウト 北海道栄高校 北海道

27 27 吹越　秀翔 フキコシ　シュウト 北海道栄高校 北海道

28 28 廣田　陸 ヒロタ　リク 北海道栄高校 北海道

29 29 井上　寛大 イノウエ　カンタ 北海道栄高校 北海道



５. 女子5000m 1組（6名） START18:30

レーン NO 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 海老原　美保 エビハラ　ミホ AC・KITA 東京都

2 2 深澤　実鈴 フカサワ　ミスズ 玉川大学 東京都

3 3 寺嶋　悠葉 テラシマ　ユウハ 石巻専修大学 宮城県

4 4 齋藤　凜 サイトウ　リン 石巻専修大学 宮城県

5 5 髙橋　里奈 タカハシ　リナ 石巻専修大学 宮城県

6 6 伊藤　千尋 イトウ　チヒロ 石巻専修大学 宮城県



６.男子5000m  1組（25名） START18:50

レーン NO 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 佐川　元太 サガワ　ゲンタ G-tec 東京都

2 2 田中　徳和 タナカ　ノリカズ 四国学院大学香川西高等学校 東京都

3 3 馬場　裕斗 ババ　ユウト 上智大学 東京都

4 4 岡山　鷹士 オカヤマ　ヨウジ 専修大学 福島県

5 5 松島　竣成 マツシマ　シュンセイ 専修大学 群馬県

6 6 山田　陸 ヤマダ　リク 東海大学附属浦安高等学校 千葉県

7 7 佐野　渉 サノ　ワタル 東海大学附属浦安高等学校 千葉県

8 8 大井　心平 オオイ　シンペイ 東海大学附属浦安高等学校 千葉県

9 9 石井　寛大 イシイ　カンタ 東海大学附属浦安高等学校 千葉県

10 10 国友　祐磨 クニトモ　ユウマ 東京陸連 東京都

11 11 行場　竹彦 ギョウバ　タケヒコ 鳩印G＆T川崎 神奈川県

12 12 小松　悠河 コマツ　ユウガ 武蔵野北高校 東京都

13 13 ハンソン　仁 ハンソン　ジェイダン 武蔵野北高校 東京都

14 14 福士　琉司 フクシ　リュウジ 武蔵野北高校 東京都

15 15 山崎　遼平 ヤマザキ　リョウヘイ 武蔵野北高校 東京都

16 16 森　柚貴 モリ　ユズキ 武蔵野北高校 東京都

17 17 吉田　悠翔 ヨシダ　ハルト 武蔵野北高校 東京都

18 18 平田　昇大 ヒラタ　ショウタ 武蔵野北高校 東京都

19 19 佐竹　樹 サタケ　イツキ 福島陸協 福島県

20 20 大駒　宗帥喜 オオコマ　カズキ 明治大学陸上競技同好会 神奈川県

21 21 鹿取　悠人 カトリ　ユウト 立正高校 東京都

22 22 本田　颯斗 ホンダ　ハヤト 立正高校 東京都

23 23 三好　翔大 ミヨシ　ショウダイ 立正高校 東京都

24 24 橋本　将汰 ハシモト　ショウタ 立正高校 東京都

25 25 加藤　史也 カトウ　フミヤ 立正大学 高知県



７.男子5000m  2組（17名） START19:10

レーン NO 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 川内　鮮輝 カワウチ　ヨシキ Jaybird 埼玉県

2 2 土谷　和貴 ツチヤ　カズキ Jaybird 埼玉県

3 3 鎌田　紘宜 カマダ　ヒロキ TeamM×K 東京都

4 4 岩間　暁 イワマ　サトシ 千葉陸上競技協会 千葉県

5 5 長谷川　源 ハセガワ　ゲン 専修大学 愛知県

6 6 水上　紘汰 ミズカミ　コウタ 専修大学 山梨県

7 7 村上　友哉 ムラカミ　ユウヤ 専修大学 千葉県

8 8 大田和　一斗 オオタワ　イット 専修大学 群馬県

9 9 辻　優輝 ツジ　ユウキ 専修大学 京都府

10 10 黒田　大洋 クロダ　タイヨウ 専修大学 北海道

11 11 樋口　拓海 ヒグチ　タクミ 専修大学 富山県

12 12 野下　稜平 ノゲ　リョウヘイ 専修大学 佐賀県

13 13 宮永　一輝 ミヤナガ　カズキ 専修大学 兵庫県

14 14 藁科　健斗 ワラシナ　ケント 専修大学 神奈川県

15 15 安藤　凛 アンドウ　リン 専修大学 神奈川県

16 16 須崎　裕也 スザキ　ユウヤ 川崎市役所 神奈川県

17 17 小保方　浩貴 オボカタ　ヒロキ 立正大学 北海道



８.男子5000m  3組 （18名） START19:30

レーン NO 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 松下　稜 マツシタ　リョウ 三好市陸協 徳島県

2 2 松本　薫 マツモト　カオル 専修大学 千葉県

3 3 寺井　望 テライ　ノゾム 専修大学 京都府

4 4 足立　龍星 アダチ　リュウセイ 専修大学 神奈川県

5 5 小島　光佑 コジマ　コウスケ 専修大学 北海道

6 6 中山　敦貴 ナカヤマ　ノブキ 専修大学 神奈川県

7 7 山城　弘弐 ヤマシロ　コウスケ 専修大学 沖縄県

8 8 佐藤　翔太 サトウ　ショウタ 専修大学 福島県

9 9 石塚　颯太 イシヅカ　ソウタ 専修大学 神奈川県

10 10 亀之園　京士郎 カメノソノ　キョウシロウ 専修大学 鹿児島県

11 11 鈴木　究 スズキ　キワム 帝京大学 静岡県

12 12 伊藤　圭介 イトウ　ケイスケ 帝京大学 徳島県

13 13 石川　湧月 イシカワ　ユヅキ 帝京大学 千葉県

14 14 西久保　雄志郎 ニシクボ　ユウジロウ 帝京大学 鹿児島県

15 15 板橋　将吾 イタバシ　ショウゴ 帝京大学 群馬県

16 16 井下　侃 イノシタ　カン 帝京大学 山口県

17 17 若林　凌汰 ワカバヤシ　リョウタ 帝京大学 埼玉県

18 18 天海　創太 アマガイ　ソウタ 帝京大学 東京都



９.男子5000m  4組（20名） START19:50

レーン NO 氏名 フリガナ 所属 都道府県 記録

1 1 北　厚 キタ　アツシ 駒澤大学 千葉県

2 2 竹澤　想大 タケザワ　ソウタ 松戸市陸協 千葉県

3 3 池田　大樹 イケダ　ダイキ 上尾市陸協 埼玉県

4 4 大橋　真弥 オオハシ　シンヤ 石巻ＲＣ 宮城県

5 5 中島　琢登 ナカシマ　タクト 専修大学 鹿児島県

6 6 増田　悠希 マスダ　ユウキ 専修大学 兵庫県

7 7 千代島　宗汰 チヨジマ　ソウタ 専修大学 佐賀県

8 8 手塚　太一 テツカ　タイチ 専修大学 栃木県

9 9 田島　洸樹 タシマ　コウキ 専修大学 福島県

10 10 水谷　勇登 ミズタニ　ユウト 専修大学 福井県

11 11 新井　友裕 アライ　トモヒロ 専修大学 神奈川県

12 12 松本　敦靖 マツモト　ノブヤス 帝京大学 岡山県

13 13 内藤　一輝 ナイトウ　カズキ 帝京大学 京都府

14 14 高島　大空 タカシマ　カナタ 帝京大学 千葉県

15 15 島田　晃希 シマダ　テルキ 帝京大学 三重県

16 16 鎗田　大輝 ヤリタ　ダイキ 帝京大学 千葉県

17 17 栗田　隆希 クリタ　リュウキ 帝京大学 千葉県

18 18 岡田　健志 オカダ　タケシ 兵庫陸協 兵庫県

19 19 牛崎　竜空 ウシザキ　リュウク 立正大学 東京都

20 20 ダンカンキサイサ ダンカンキサイサ 専修大学 大分県
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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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（24時まで） 


