
第37回リスタートタイムトライアルin代々木(織田フィールド)20150809

競技スケジュール

※エントリー時の申告タイムで組分けしています。スタート時間を確認してください。

１５：４０　受付開始 ※(　)内は申告タイム

1000m１組　１６：４０ 小学生

1500m１組　１６：５０ (5分00秒以上)

1500m２組　１７：００ (4分59秒以内)

5000m１組　１７：１０ (23分00秒以上)

5000m２組　１７：５０ (20分30秒～22分30秒)

5000m３組　１８：２０ (19分30秒～20分15秒)

5000m４組　１８：４５ (18分00秒～19分10秒)

5000m５組　１９：２０ (17分30秒以内)

連絡・注意事項

「競技スケジュール」を必ず確認してください。

「参加者リスト」を確認し、受付で組、番号、氏名を申し出てください。

スタート時刻の30分前までに必ず受付を行ってください。

スタート時刻の10分前にスタート地点で招集(最終コール)を行います。

レースの流れでスタート時刻が前後することがあります。

電車遅延等の可能性もあるため、時間には余裕をもってお越しください。

競技場にロッカー・更衣室・シャワーがございます。

ゴミは持ち帰りにご協力ください。

雨天決行です。荒天(豪雨、雷など)、天災等で中止の際はリスタートHP、ブログ

Facebookページでお知らせします。

また競技中でも、荒天、天災等で急きょ中止になることがあります。

体調を整えてご参加ください。

熱中症、脱水症状などに充分ご注意ください。(水分塩分補給、体を冷やすなど)

気分がすぐれない場合、出走を見合わせてください。

保険証を持参してください。

大会事務局

リスタート

〒151-0064　渋谷区上原1-17-3-104

担当：石川　090-4954-8552(携帯)



参加者リスト

１０００ｍ

【第1組】召集16:30　スタート16:40

№ 氏名 所属

1 岡田 華音 清新ｊａｃ

2 北村 梨奈

3 西坂 昂也 高峰小学校

4 本多 莉子 青葉台小学校

5 加藤 暢之 真福寺小学校

6 堀江 貫太 関沢

7 大給　真生

8 鈴木　真央 上青木小学校

9 酒井 香希 清新ジャック

１５００ｍ

【第1組】召集16:40　スタート16:50 【第2組】召集16:50　スタート17:00

申告タイム：5分00秒以上 申告タイム：4分59秒以内

№ 氏名 所属 № 氏名 所属

1 松木 俊之 うまい棒軍団 1 松野 直人 上尾陸協

2 吉岡 成奉 2 太田 芳樹 小川町陸協

3 井上 敬斗 上藤沢中 3 会沢 直矢 ＳＷＡＣ

4 岡田 拓也 Ｄｅｎｋａ 4 中川 義之 東農大走好会

5 谷本 智紀 ｓｗａｃ 5 加々美 直也

6 亀山 幸太郎 日野自動車 6 佐藤 智康 ＳＪＣ

7 下口 勇己 7 井形 繁雄 リスタート

8 森 亮善 森病院 8 長藤 健太

9 箱崎 正幸 9 鈴木 賢一

10 柳澤 圭 シャトレー 10 中澤　玲

11 菅原 俊行 11 草野　洸正

12 野村 佳彦 12 渡辺 純一 ちばぎんＲＣ

13 山本 隆弘 13 並河 大樹

14 開発 茂樹 14 小野　昭弘 青梅走友会

15 数野 勝巳 深川ランナーズ 15 堀江 勇多 西武台新座

16 山本 将史 16 鈴木 健司 リスタート

17 山上 久美子 17 小林 一志

18 山川 淳子 18 岡田 恭宜 ｊｍｓ

19 上村 昭博

20 山地　凜 ガンバル会

21 小川 勝也

22 中川 雅嗣 尼崎ＮＲ



５０００ｍ

【第1組】召集17:00　スタート17:10 【第2組】召集17:40　スタート17:50

申告タイム：23分00秒以上 申告タイム：20分30秒～22分30秒

№ 氏名 所属 № 氏名 所属

1 市川 瑞穂子 1 寺田 明 ＡＲＪ六郷水門

2 上田 高廣 2 久保田 雄希

3 上岡 祐二 リスタート 3 浅倉 和史 樂走組

4 佐藤 永弘 ＳＷＪ 4 仁平 浩正

5 鈴木 真由美 5 西郷 正実

6 沼倉　真佐子 ニッポンランナーズ 6 荒川 晋一

7 白井 義明 こんに千早 7 原　信治 swac

8 染井　貴子 8 鈴木 慎太郎 ＴＢＲＣ

9 萩原 卓郎 リスタート 9 丸山 大介 えみらん

10 根塚 智裕 マラソン完走ク 10 坂井 信之

11 佐藤 勝一郎 日野市陸協 11 田原　覚也

12 西本 定弘 12 鎌田 剛生

13 嵯峨 尚人 13 近内　隆幸

14 角倉 由季子 14 平本　享寿

15 立川 勝 みやこんじょＲ 15 後藤　信哉

16 中田 貴子 えーあーるしー 16 出井 亜実

17 谷口 良知 17 木戸 孝男

18 渡邊 恵美子 18 井上 祐一

19 中島 充幸 ＩＰＥＣ 19 山崎 俊治

20 渋谷　真一 リスタート

21 石井 正樹

22 曽我 陽介 ＮＨＫ

23 中村 貴子

24 菱沼 菜穂子 青山学院大学

25 原田 あい リスタート

【第3組】召集18:10　スタート18:20

申告タイム：19分30秒～20分15秒

№ 氏名 所属

1 藤井 健司 横河電機

2 北沢 秀也 ＴｂＡＣ

3 斎間 秀雄

4 大林 憲司

5 金嶋 剛

6 大森 優

7 福井 誠 ＡＶＲＣ東京

8 津岡 伸輔

9 高橋 尚之

10 中島 勅人 茨城陸協

11 横川 大悟

12 羽山　宏輔

13 中村 光博 リスタート

14 多田 浩則

15 半谷 謙寿 ＰＵＭＡＲＣ

16 中原 健

17 廣瀬 匡利

18 高井 良充 ファンケル

19 森 亮善 森病院

20 山本 道彦

21 平野 喜裕

22 明石 雄人 青山学院大学

23 沼倉　宏 ニッポンランナーズ

24 牧之瀬　修 ポポロAC

25 山内　圭二 なかなかRC

26 髙橋　優介



【第4組】召集18:35　スタート18:45 【第5組】召集19:00　スタート19:10

申告タイム：18分00秒～19分10秒 申告タイム：17分30秒以内

№ 氏名 所属 № 氏名 所属

1 志和 宏昭 1 田上 寛之

2 平山 真路 ナチュラルＲＣ 2 新山　優雅 千葉県立津田沼高校

3 甲田 義弘 3 吉田 翔 Ｔ＆Ｍ

4 笹島 和浩 ハチ支社駅伝部 4 清原 和博 インコドクソウ

5 岩元　章二 ＮＥＣ府中 5 宮原 武也 千葉韋駄天ＡＣ

6 窪田　俊郎 ピッツキューブ 6 吉平　拓也

7 小林　博通 7 後藤 大樹

8 北川　大晃 8 山口 拓海 郵船ロジ

9 野口 健史 ポポロＡＣ 9 大高 達典 能代山本陸協

10 北 寿一 ニッポンランナ 10 井上　慎一郎 ローラー君

11 石川 修一 11 小関 泰広 リスタート

12 山田 幸満 12 藤田 宗宏

13 新井 進市 らーめんけいぶ 13 森本 崇志

14 高谷　泰之 14 今野 洋志 くまごろう

15 高橋 智之 千葉陸協 15 会沢 直矢 ＳＷＡＣ

16 大崎 量平 東京陸協 16 佐藤 圭亮

17 中山 裕康 横浜市陸協 17 会田 和輝 埼玉りそな銀行

18 佐藤　一利 千葉陸協 18 橋本 敏和

19 中丸　隆之 19 五十嵐 浩

20 森光 佑有 さそこジャパン 20 小谷 浩 アシックスＲＣ

21 伊藤　裕治 クラブR2東日本 21 飯田 貴之 あーく

22 鑓 隆史 22 数金　慎太郎 CITIZEN

23 井上 聡志 23 清水 徹

24 宮路 公久 リスタート 24 小島 洋輔

25 渡邊 隆一郎 25 原田 賢輔 はぴすた競走部

26 川村 正俊 26 中丸　義之

27 弓削田 眞理子 越生高校教員 27 田中 清明 エアラン東京

28 三浦 晋 28 高橋 浩一 さそこジャパン

29 藤田 端樹 ボンバーズ 29 井川 辰朗 千代田化工

30 遊佐 慎 ＧＭアスリート 30 高橋 二郎 さそこジャパン

31 近藤 悟司 31 吉田 智裕 さそこジャパン

32 中村 卓哉 32 中澤 徹 なかなかＲＣ

33 坂本 久美子 33 山口 航大 駒場高校

34 小泉 健太 34 平松 健 リスタート

35 橋本 兼一 リスタート

36 都丸 隆行


