
組 スタート時間 受付締切

1組 19：40 19：10

2組 19：45 19：15

1組 20：00 19：30

2組 20：20 19：50

・悪天候/コロナウィルスのまん延等によりやむを得ず大会が中止/中断となった場合、参加者様の都合で

の欠場の場合は、原則として出場料の返金は致しかねます。

プレ大会 NRPトラックタイムトライアル

〈開催日〉2022年7月16日(土)

〈会   場〉世田谷大蔵運動公園陸上競技場

〈競技日程〉

～ 注意事項 ～

種  目

800m    男女

3000m    男女

・当日18時30分より競技場入口付近にてゼッケン及びチップをお渡しいたします。受付時間はレース30分

前までとなります。最終招集はスタート地点にて5分前におこないます。

・記録証はWeb記録証となります。大会当日にお渡しするURL(QRコード)よりご確認下さい。また、大会

終了後主催者HPにて公開致します。

3000m    男女

800m    男女

▷シューズ規定

・スパイクの使用は禁止とさせて頂きます。

・チップの返却が無かった場合、2,000円を請求させて頂きます。

▷その他

・大会中の事故/怪我につきましての一切の責任は負いかねます。

▷受付/招集について

▷記録/計測について

・本大会は日本陸連公認大会ではありませんので、公認記録として認められません。

・計測はチップ計測となります。当日受付にてチップ配布、ゴール後回収させて頂きます。

・シューズの規定はありませんので、全レース25ｍｍ以上のソールのあるシューズの使用は可能です。



NO, 氏名 氏名(カナ) 所属

1 上間 瑞己 ウエマ ミズキ 狛江高校

2 菊池 一仁 キクチ カズト 個人参加

3 倉田 靖士 クラタ ヤスシ

4 小島 由紀 コジマ ユキ 中馬塾

5 小林 優介 コバヤシ ユウスケ

6 小林 優飛 コバヤシ ユウヒ 白岡ジュニア

7 齋藤 和彦 サイトウ カズヒコ

8 志和 宏昭 シワ ヒロアキ

9 諏訪 隆丸 スワ タカマル

10 久本 裕詩 ヒサモト ヒロシ 国分寺走ろう会

11 森 雅史 モリ マサシ

12 播磨 崇史 ハリマ タカフミ 二子玉川走友会

13 稲野辺 健一 イナノベ ケンイチ INAPPY

14

15

16
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19

20

21

22
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24

25

26

27

28

29
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プレ大会 NRPトラックタイムトライアル

800m 男女1組 スタート時間：19：40



NO, 氏名 氏名(カナ) 所属

1 伊藤 幸一 イトウ コウイチ

2 遠藤 凛久 エンドウ リク 狛江高校

3 風間 健範 カザマ タケノリ Team NEO

4 川上 聖真 カワカミ セイマ 勝瀬中

5 川西 淳司 カワニシ ジュンジ

6 木村 祐太 キムラ ユウタ

7 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ

8 田畑 一 タバタ ハジム

9 留場 海 トメバ カイ 狛江高校

10 湯沢 力斗 ユザワ リキト 日野自動車

11 小塚 希生 コヅカ キヨイ 足柄台中学校

12 新開 嶺 シンカイ レイ タウンランナーズ
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プレ大会 NRPトラックタイムトライアル

800m 男女2組 スタート時間：19：45



NO, 氏名 氏名(カナ) 所属

1 上田 憲生 ウエダ ノリオ

2 上間 瑞己 ウエマ ミズキ 狛江高校

3 遠藤 広高 エンドウ ヒロタカ

4 大久保 真吾 オオクボ シンゴ

5 菊池 一仁 キクチ カズト

6 久保 順子 クボ ジュンコ 国分寺走ろう会

7 倉田 靖士 クラタ ヤスシ

8 五木田 菜央美 ゴキタ ナオミ

9 小島 由紀 コジマ ユキ 中馬塾

10 小林 優飛 コバヤシ ユウヒ 白岡ジュニア

11 齋藤 和彦 サイトウ カズヒコ

12 志和 宏昭 シワ ヒロアキ

13 諏訪 隆丸 スワ タカマル

14 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ

15 巴山 陽子 ハヤマ ヨウコ 三沢塾

16 久本 裕詩 ヒサモト ヒロシ 国分寺走ろう会

17 前田 明徳 マエダ アキノリ

18 森 雅史 モリ マサシ

19 横山 和也 ヨコヤマ カズヤ

20 阿部 豊明 アベ トヨアキ

21 石野 清志 イシノ キヨシ 二子玉川走友会

22 稲野辺 健一 イナノベ ケンイチ INAPPY

23 加藤 もと子 カトウ モトコ 二子玉川走友会

24 佐藤 華奈子 サトウ カナコ 阿見DREAM

25 地崎 剛 チザキ ゴウ 二子玉川走友会

26 塚本 祐美 ツカモト ユミ

27 都筑 望 ツヅキ ノゾミ

28 登坂 健一郎 トサカ ケンイチロウ

29 政谷 学 マサタニ マナブ

30

31
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34
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プレ大会 NRPトラックタイムトライアル

3000m 男女1組 スタート時間：20：00



NO, 氏名 氏名(カナ) 所属

1 伊藤 幸一 イトウ コウイチ

2 遠藤 凛久 エンドウ リク 狛江高校

3 風間 健範 カザマ タケノリ Team NEO

4 川西 淳司 カワニシ ジュンジ

5 木村 祐太 キムラ ユウタ

6 小池 健仁 コイケ ケンジ

7 小林 優介 コバヤシ ユウスケ

8 小渡 勉 コワタリ ツトム

9 鈴木 聡 スズキ タダシ 二子玉川走友会

10 高橋 輝 タカハシ アキラ 二子玉川走友会

11 竹 裕太郎 タケ ユウタロウ

12 塚越 達也 ツカゴシ タツヤ

13 留場 海 トメバ カイ 狛江高校

14 中井 一幾 ナカイ カズキ 二子玉川走友会

15 星 広美 ホシ ヒロミ

16 松本 悟郎 マツモト ゴロウ 二子玉川走友会

17 丸山 翔太郎 マルヤマ ショウタロウ

18 百瀬 優 モモセ マサル

19 森山 幸司 モリヤマ コウジ 二子玉川走友会

20 湯沢 力斗 ユザワ リキト 日野自動車

21 石川 雄太 イシカワ ユウタ D ＆ R

22 宇佐美 亨 ウサミ トオル

23 河原 大基 カワハラ ダイキ

24 小塚 希生 コヅカ キヨイ 足柄台中学校

25 新開 嶺 シンカイ レイ タウンランナーズ

26 鈴木 翔太 スズキ ショウタ

27 橋本 隆正 ハシモト タカマサ

28 畠中 博 ハタナカ ヒロシ

29 播磨 崇史 ハリマ タカフミ 二子玉川走友会

30 村上 勇太 ムラカミ ユウタ よしざわ整形外科
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プレ大会 NRPトラックタイムトライアル

3000m 男女2組 スタート時間：20：20


