
第62回リスタートタイムトライアルin味スタナイター　2019/8/31

開催場所

味の素スタジアム西競技場 

※京王線飛田給駅徒歩５分 ※公共交通機関でお越しください。

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。

※計測チップを使用します。スパイクの使用は厳禁となります。

受付開始　 １７：１０

1500m１組　１８：１０ ※以下(　)内は申告タイム

5000m１組　１８：２０ (22分00秒以上)

5000m２組　１８：５５ (19分50秒～21分30秒)

5000m３組　１９：２５ (18分20秒～19分45秒)

5000m４組　１９：５０ (18分10秒以内)

スタート時間・受付について

「競技スケジュール」「参加者リスト」を必ず確認し、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。

招集時間に遅れた場合、出走できないこともありますのでご注意ください。

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。

ナンバーカード・計測チップについて

ナンバーカードはそのままの大きさで胸に確実に付けてください。

計測チップはシューズに確実に付けてください。ゴール後回収しますのでご協力ください。

競技について

スタートの際は、参加者リスト記載順に内側から整列します。競技役員が誘導します。

周回数は自身でカウントしてください。計測チップでもカウントします。

ゴール付近にある周回版は「先頭の残り周回数」を表示します。

途中棄権の際は必ず競技役員に申し出てください。その際、計測チップの返却をお願いします。

ペースメーカーについて

各組ペースメーカーの設定タイムは目安となっており、ゴールタイムを保証するものではありません。

レースの流れによってペースが変動することがあります。ペースメーカーは変更になることがあります。

表彰・タイムについて

順位表彰は行いません。参加者全員に記録証を発行します。受付でお受け取りください。

全体のタイムは当日速報掲示します。正式タイムは後日リスタートホームページに掲載します。

練習(ウォーミングアップ、クールダウン)について

練習は競技役員の指示に従い、安全に行ってください。

競技中はゴール付近を横切らないでください。計測に支障が出ることがあります。

その他

メダリストクエン酸の試飲・商品の販売があります。ご利用ください。

競技場にロッカー・更衣室がございます。ゴミは持ち帰りにご協力ください。

貴重品、荷物は各自管理でお願いいたします。

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またはブログ

Facebookページでお知らせします。また競技中でも状況により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。気分がすぐれない場合、出走を見合わせてください。

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)

競技中身体に異変を感じたら、競技を中止してください。また競技役員が中止を命じることがあります。

保険証を持参してください。

大会事務局

リスタート

〒181-0002　三鷹市牟礼3-7-15

Tel:0422-29-8470　担当：片岡



参加者リスト

１５００ｍ ５０００ｍ

【第1組】召集18:00　スタート18:10 【第1組】召集18:10　スタート18:20

申告タイム：22分00秒以上

№ 氏名 所属 № 氏名 所属

143 秋元 洋希 121 本田 直美 チームあわずき
144 高田 泰志 東京陸協 122 田中 和宮
145 秋山　信行 NINE TOCHIGI TC 123 赤平 康之 リスタート
146 小出 直人 はてな 124 平谷　悠児 吉祥寺爽風会
147 飯田 健太郎 125 近内　隆幸
148 千徳 恒憲 126 末永 めぐみ
149 佐藤　為 127 山田 俊雄
150 樋口 靖 128 吉岡 徹

151 山本　竜成 129 仁平 浩正
152 角田 勝明 130 飯田 正 日立保険サービス
153 浅井　秀治 131 藤井 孝典
154 由比　雄大 世田谷区梅丘中学校 132 土屋 政人
155 中山 拓也 133 松塚 茂
156 藤田 仁 たまごＲＣ 134 長瀬 智紀
157 増田 久美子 ぐでたまらそん 135 中田 英司
158 遠藤　伸彦 タヌキとキツネ 136 橋元　晶子 Harriers
159 佐々木　亮 137 堀部 真奈美
160 高田　裕弘 138 浜満 耕平

139 大谷　靖恵 ALL☆OUT
140 塙　弘美
141 大和田 洋一 Loch Ness
142 大久保　晶子

【第2組】召集18:45　スタート18:55 【第3組】召集19:15　スタート19:25 【第3組】召集19:40　スタート19:50

申告タイム：19分50秒～21分30秒 申告タイム：18分20秒～19分45秒 申告タイム：18分10秒以内

№ 氏名 所属 № 氏名 所属 № 氏名 所属

81 藤井 茂史 ＹＲＣ 37 田村 一也 埼玉南走友会 1 小石原　燃 東京国際大学
82 高橋 信一郎 38 遊佐 慎 2 右田　開

83 土屋 則行 39 倉下 直樹 華奢な軟骨 3 山崎 優起 富士フイルム足柄サイト

84 井上 明美 40 小佐野 智彰 4 芹沢 元秀 Team M  × K
85 大熊 佑典 41 小坂 翔 はんこ屋LOHAS 5 奥洞 雄也
86 馬詰 義明 TeamMxK 42 矢津 一正 つくばの風 6 鈴木 大樹
87 池田　美樹 43 舟橋 潤 横浜緑走友会 7 矢部　達也 ＦｅｗＢｏｄｙ
88 井合 公義 44 松田 浩行 8 久場　純哉
89 丹野 宏紀 45 藤田　雅之 9 浦霧　誠也
90 井上 宜久 46 吉川　剛秀 10 有馬　佳宏
91 財津 史郎 47 永田 佳秀 深大寺走友会 11 石澤 卓也 成事開A
92 佐藤 伸行 クラブＲ２東日本 48 乗松 良昌 12 横坂　卓也

93 佐藤　為 49 藤野　義久 東京陸協 13 江良　直哉
94 江口　大輔 50 埴原 正樹 東京陸協 14 近藤 裕史 つじかぜＡＣ
95 藤井 健 マリーンズサポ 51 田中 利一 東京陸協 15 鶴田 太 東京陸協
96 槙尾 三也子 ユメリク女学園 52 原田 幸昌 16 新坂　新

97 佐藤 良憲 53 山口　建 DHL府中 17 坂本　唯真
98 星　広美 54 杉山 健太 18 小島　洋平 キッコーマンフードテック

99 高須 博啓 RUN ☆TM 55 白井　永一 横須賀陸協 19 守屋　武史
100 遠藤 雅広 56 木村　哲 20 小山 拓巳
101 松村 浩一 57 石川 大五郎 快体健歩ＲＣ 21 守屋 一博
102 西村 京子 ウッディRC 58 後藤　正信 ＡＬＬＯＵＴ 22 飯田 健太郎

103 古賀 則幸 59 大塚 孝太 23 竹内 渉 まっぷるRC
104 石元 理恵子 ウィングAC 60 三浦 忠義 24 冨川　継太 サンバガラパゴス
105 宮澤 功 61 深澤 健一 おろち 25 吉本 峰登
106 三瓶 匡尚 アトミクラブ 62 杉田 雅宏 クラブR2 26 大和田 淳也 筑波ウィンド
107 飯尾 健 63 吉田 豊 27 石川 哲
108 高瀬 靖之 64 及川 太一 深大寺走友会 28 三澤 喬 ＫＩＣ
109 岩佐 徹 65 土谷　政利 sentQ 29 澤田 洋志 ＲＵＮＷＥＢ
110 森 正行 66 小金丸 浩史 エビトラＡＣ 30 和田　耕一 別所沼SMILEランニングクラブ

111 久保田 雄希 67 宮本 淳 31 小菊　匡

112 高橋 拓己 68 落合 慶 ヒロシプロ 32 加賀美 長祐 KKG

113 森田 英司 快体健歩RC 69 落合　勝利 帝人日野走友会 33 植田 君明 鹿児島狂犬夜走
114 江波戸 康志 70 石丸 泰央 34 貝塚 京義

115 栗田 正彦 湘南ＲＳ 71 三宅 徳之 35 木内 武志 ニッポンランナーズ
116 平山 貴史 72 本田 信一 チームあわずき 36 森本　悠理

117 金織 豊 東京陸協 73 盛田 悠平 MICランナーズ
118 依田 浩明 74 高橋 博之 尾根緑道ジョグ
119 山崎 俊治 TeamRxL 75 吉澤 亮介
120 嶋津 賢悟 リスタート 76 佐藤　庄一 相模原市
161 伊澤 愛子 リスタート 77 嶋崎　由恵

162 出井 亜実 78 原田 脩平 モロモローズ
79 伊藤 千恵 千葉陸協
80 中野 拓


