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競技者役員名簿 

 

総務 勝亦 祐一     

総務員 勝亦 祐一 (兼) 伊藤 雅一 (補)    

審判⾧ 茂木 弘樹     

アナウンサー 貫井 勝之 原 晋 (補)    

記録情報員 逸見 賢次 齊藤 佳弥 (補)    

      

用器具係 主）勝亦 祐一 (兼)     

決勝審判員＆ 

周回記録員 
主）堀口 豊 林 潤二 堀内 恒憲 大森 佳穂 (補)  

写真判定員 主）横井 令子 畑 耕一 岩野 典章 金子 勲 村山麗子（補） 

監査員 主）水木 茂 井上 賢治    

マーシャル 主）勝亦 祐一 (兼)     

スターター 

＆リコーラー 
主）内藤 幸夫 原 徹 伊藤 福美（補）   

出発係 主）古家 誠一 石田 葵結（補） 小柳 唯菜（補）   

競技者係＆ 

競技者受付係 
主）小池 廣 鈴木 美代子 林田 彩 (補) 中村 水優（補）  

庶務係 日髙 菜摘     

医務係 主）伊藤 穂夏     

 ※主）は主任役員 

 



≪大会及び競技注意事項≫ 
 

１. 規則について 

 本記録会は 2021 年度日本陸上競技連盟競技規則及び競技注意事項により実施する。 

 

２. 大会会場の使用について 

(１) 駐車場について 

 P3 中央第一駐車場（「駐車場について」☆マーク）のみ利用を許可する。（無料、14:00～21:00） 

(２) 待機場所、更衣室について 

 ２階コンコース、更衣室が使用可能。（詳細は当日受付にて連絡する） 

(３) 会場の入退場について 

 入退場は正面玄関のみとする。 

 競技場内に入場する者は、必ず検温を行う。 

 受付場所は、選手・スタッフと観客で異なる。（「競技場内について」参照） 

 受付で配布されたリボン（選手：赤、スタッフ：緑、一般：青）をつけた者のみ競技場内の施設の

入場及び施設の使用を許可する。尚、リボンは退場時受付に返却すること。 

 競技場の入退場にはリボンを提示し、その都度に設置されたアルコール消毒液を使用し消毒を行う

こと。 

 関係者を含む全ての来場者は、レースが終了次第、速やかに競技場内から退場すること。 

(４) 観覧席の利用について 

 観客は、原則メインスタンドのみ立ち入りを許可する。ただし、人と人の間隔を２席程度空けるこ

と。尚、トラックでの観覧を希望する場合は、指定された範囲のみ５レーンまでの立ち入りを許可

する。（「競技場について」参照） 

 タイム計測等を行うチームスタッフは、トラックの５レーンまで立ち入りを許可する。 

(５) ウォーミングアップについて 

 競技場外周は利用できる。ただし、一般の利用者を最優先とし、集団走行は禁止とする。 

 競技場内で流しを行う場合は、バックストレートのみとする。 

(６) 選手について 

 競技種目の 1 組目を除き、著しい周回遅れが発生した場合には、競技運営の観点から競技を中断し

ていただくことがある。（競技中断の目安としては、3000m 通過までの間の周回遅れ） 

 レースが終わった者から速やかに競技場内から退場すること。ただし、1 位の選手はゴール後、イ

ンタビュー、表彰（副賞贈呈）を実施予定。 

(７) YouTube 配信について 

 YouTube「Team KIZUNA」チャンネルにて、本記録会の様子を生配信予定。 

URL：https://www.youtube.com/channel/UCC4pone6U76Md0AbDufYMvg 

 

  



３. 団体受付、競技者の招集・棄権について 

(１) 団体受付について 

 全参加団体は、競技場到着時に必ず団体受付を行うこと。 

 団体受付は、代表者１名が行うこと。（個人で出場される方についても同様） 

(２) 招集、ナンバーカード・腰ゼッケンについて 

 一次招集は、各レースのスタート時間 30 分前から行い、15 分前完全完了とする。正面玄関（トラ

ック側）で腰ゼッケンの配布、使用シューズの確認を行う。ただし、出場選手本人が行うこと。尚、

一次招集に遅れた者は失格（棄権）とする。 

 最終招集は、各レースの 5 分前にて、スタート地点で行う。 

 ナンバーカードは各自で用意し、プログラム記載のレーンナンバーを白地に黒数字で明確に書き、

胸部と背部につけること。（大きさ：縦 16cm 以内×横 24 ㎝以内、字の太さ：2 ㎝）尚、万が一ナ

ンバーカードを忘れた場合には、受付に申し出ること。（主催者が準備したものを配布する） 

 腰ゼッケンは、パンツの右側に貼り付け、判定カメラから明確に認識できるよう取り付けて、レー

スに出場すること。腰ゼッケンはゴール後返却する。 

 

４. その他 

(１) 競技会運営上の連絡事項及び追加注意事項（競技日程変更等）が発生した場合は、アナウンスにて各参

加団体に連絡を行う。 

(２) 競技結果または行為に関する抗議がある場合は、速報発表後 30 分以内に大会参加申し込み責任者が受

付に申し出ること。 

(３) 盗難・紛失について 

主催者側で発見した物品については、一時保管（一か月）するが、その他について一切の責任を負わな

い。 

(４) 器具の破損については、破損者の団体で料金を負担すること。 

(５) 競技中の事故等について 

競技の傷害については、応急処置は主催者側で行うが、それ以後の責任は一切負わない。参加者は各自

で「スポーツ傷害保険」には、必ず加入しておくこと。 

(６) 本競技会の HP 更新のお知らせ 

プログラム編成及びナンバー、結果等は下記にて確認をお願いします。 

 スタートリストを大会３日前までに当公式 HP（ACC、お問い合わせ先参照）に公開する。 

 大会当日の速報結果はアスリートキャリアセンター事務局からのメール及び Twitter 

（＠team_kizuna_20）で行う。 

 公式大会結果は、大会３日後以内に当公式 HP に公開する。尚、競技会終了後３日以内に記録公印

申請を行う。 

(７) 会場では、役員の指示や注意書き等に従って行動すること。 

(８) 本記録会は SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みの一環として、紙の廃止・電子化（体調チェッ

クシート、プログラム等）を行っております。 

(９) その他、不明な点は下記連絡先及び当日に大会受付にて問い合わせること。 

＜担当・お問い合わせ先＞ 

アスリートキャリアセンター絆ランニング倶楽部 事務局 伊藤雅一 

電話番号：090-9192-8125  メール：kizuna.taikai@gmail.com 

ACC ホームページ： https://www.acckizuna.com ACC 公式ホームページ 



 駐車場について 
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 競技場内について 
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≪新型コロナウィルス拡散防止対策について≫ 
 

◎マスク（アップとレース以外はマスクを着用すること） 

◎リボン（受付で配布後は、競技場への入場・再入場に必要） 

 

１. 競技場来場までに 

 体調チェック項目（Google フォーム）を来場までに記入してください。 
 

選手・スタッフ用 

https://forms.gle/347Dd3U76surxPoQ6 

観客用 

https://forms.gle/Rbpg9piAB1Fh9J186 

 

２. 競技場入場の際に 

(ア) 指先消毒励行 

こまめに手洗いまたは手指の消毒を行い、手を清潔に保つ。 

(イ) 入口にて体温測定 

 

３. 受付で行うこと 

(ア) 個人で参加の場合 

検温 ⇨ リボン受取 

(イ) 団体で参加の場合 

選手・スタッフ 

検温のみ 
 

代表者 

検温 ⇨ 全選手・スタッフ分のリボン受取 

(ウ) 観客 

検温 ⇨ リボン受取 

 

４. ご注意いただきたいこと 

 ゴミは全てお持ち帰りください。 

 咳をする際には、咳エチケットにより飛沫を飛ばさないようにする。 

 三密（密閉空間、密集場所、密接場面）を回避すること。 

 大会終了後も体調管理に十分注意すること。競技会終了後、２週間以内に発熱などの症状があった場合

には最寄りの保健所、医師会、診療所等に報告・相談後、必ず大会主催者に報告すること。 



第1回絆記録挑戦会 確定版

2021年5⽉19⽇(⽔)

開始 完了
17:45 男⼦ 5000m 1 28 17:15 17:30
18:10 男⼦ 5000m 2 28 17:40 17:55
18:35 男⼦ 5000m 3 28 18:05 18:20
19:00 男⼦ 5000m 4 27 18:30 18:45

【競技⽇程】
召集

⼈数競技時刻 種⽬ 組



男⼦5000m
1組 申請タイム：14'40~17'00

ORD ⽒名 所属 陸協 絆No.

1 ⽥中 悠登 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 1 ⻘⼭学院⼤学 福井 239

2 徳丸 涼⼤ ﾄｸﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 1 ⻘⼭学院⼤学 福岡 241

3 中村 颯汰 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 1 ⻘⼭学院⼤学 愛知 242

4 横⽥ 知⼰ ﾖｺﾀ ﾄﾓｷ 1 ⻘⼭学院⼤学 東京 244

5 澁⾕ ⿇⼈ ｼﾌﾞﾔ ｱｻﾄ 3 桜美林⼤学 岐⾩ 185

6 坪⽥ 海 ﾂﾎﾞﾀ ｶｲ 2 桜美林⼤学 岐⾩ 186

7 武下 孝輔 ﾀｹｼﾀ ｺｳｽｹ 2 桜美林⼤学 ⿅児島 187

8 稲葉 勇介 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｽｹ 1 桜美林⼤学 兵庫 188

9 ⽥部 智暉 ﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 1 桜美林⼤学 島根 189

10 宇佐美 ⼤ ｳｻﾐ ﾀﾞｲ 1 桜美林⼤学 茨城 190

11 蓮井 津久⽃ ﾊｽｲ ﾘｸﾄ 1 桜美林⼤学 ⾹川 191

12 ⻑尾 周 ﾅｶﾞｵ ｼｭｳ 3 桜美林⼤学 ⾹川 198

13 ⽑下 ⼤暉 ｹｵﾛｼ ﾀﾞｲｷ 1 桜美林⼤学 ⿅児島 199

14 ⽮野 朱⾺ ﾔﾉ ｼｭｳﾏ 1 国⼠舘⼤学 宮崎 290

15 渡辺 ⼤喜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 1 国⼠舘⼤学 宮崎 291

16 佐々⽊ 岳史 ｻｻｷ ﾀｹｼ 2 国⼠舘⼤学 福井 277

17 中⼭ 颯真 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾏ 2 国⼠舘⼤学 富⼭ 281

18 服部 ⼤次郎 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 1 国⼠舘⼤学 三重 292

19 佐々⽊ 瑠希 ｻｻｷ ﾙｷ 1 駿河台⼤学 熊本 300

20 ⾦⼭ 和⽮ ｶﾅﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 1 駿河台⼤学 千葉 299

21 瀬川 晃成 ｾｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 1 駿河台⼤学 兵庫 301

22 ⾼⽊ 元郁 ﾀｶｷ ﾓﾄｲ 1 駿河台⼤学 広島 302

23 福本 聖真 ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾏ 1 駿河台⼤学 ⼤阪 305

24 中平 海⼈ ﾅｶﾋﾗ ｶｲﾄ 1 駿河台⼤学 東京 303

25 ⾺場 楓 ﾊﾞﾊﾞ ｶｴﾃﾞ 1 駿河台⼤学 福島 304

26 海⽼沼 太志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ MKPJT 栃⽊ 139

27 新井 ⿓ ｱﾗｲ ﾘｮｳ 東京陸協 東京 172

28 ⼤久保 弘幸 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川陸協 神奈川 266

[組トップ賞]  プロフィッツ商品セット



2組 申請タイム：14'30~14'40

ORD ⽒名 所属 陸協 絆No.

1 多⽥ 奏太 ﾀﾀﾞ ｶﾅﾀ 2 ⻘⼭学院⼤学 北海道 229

2 ⽚⼭ 宗哉 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾔ   1 ⻘⼭学院⼤学 愛知 236

3 ⻄川 隼⼈ ﾆｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 2 桜美林⼤学 滋賀 183

4 秀島 ⼤聖 ﾋﾃﾞｼﾏ ﾀｲｾｲ 2 桜美林⼤学 群⾺ 184

5 服部 友太 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾀ 4 専修⼤学 千葉 254

6 中⼭ 敦貴 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ 2 専修⼤学 神奈川 255

7 宮永 ⼀輝 ﾐﾔﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ 2 専修⼤学 兵庫 256

8 ⼭城 弘弐 ﾔﾏｼﾛ ｺｳｽｹ 2 専修⼤学 沖縄 257

9 佐藤 翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 1 専修⼤学 福島 258

10 眞⽥ 稜⽣ ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 2 国⼠舘⼤学 ⻑野 280

11 安⽥ 快聖 ﾔｽﾀﾞ ｶｲﾄ 2 国⼠舘⼤学 茨城 284

12 ⽣⽥⽬ 惇 ﾅﾏﾀﾒ ｽﾅｵ 1 国⼠舘⼤学 福島 287

13 松元 司 ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ 3 国⼠舘⼤学 神奈川 273

14 落合 倭和 ｵﾁｱｲ ﾔﾏﾄ 2 国⼠舘⼤学 静岡 276

15 佐々⽊ 亮⽃ ｻｻｷ ﾘｮｳﾄ 2 国⼠舘⼤学 千葉 278

16 野中 創太 ﾉﾅｶ ｿｳﾀ 2 国⼠舘⼤学 埼⽟ 282

17 福岡 亮宏 ﾌｸｵｶ ｱｷﾋﾛ 2 国⼠舘⼤学 千葉 283

18 坂本 翔伍 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 1 国⼠舘⼤学 三重 285

19 繁永 永遠 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾄﾜ 1 国⼠舘⼤学 ⼤分 286

20 正⽊ 楓 ﾏｻｷ ｶｴﾃﾞ 1 国⼠舘⼤学 静岡 288

21 美⾕ 佳輝 ﾐﾀﾆ ﾖｼｷ 1 国⼠舘⼤学 千葉 289

22 ⼭内 亮威 ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳｲ 2 駿河台⼤学 静岡 297

23 ⽵岡 ⼤ ﾀｹｵｶ ﾀﾞｲ M1 東京⼯業⼤学 千葉 308

24 ⼩島 光稀 ｺｼﾞﾏ ﾐﾂｷ 1 ⼭梨学院⾼校 ⼭梨 307

25 橋本 崚 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 312

26 ⼭⼝ 純平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ELDORESO ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 東京 145

27 安藤 貴信 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾌﾞ 東京陸協 東京 246

28 ⽥中 悠登 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 1 ⻘⼭学院⼤学 福井 239

[組トップ賞]  RISEマクラ



3組 申請タイム：14'20~14'30

ORD ⽒名 所属 陸協 絆No.

1 渡辺 ⼤地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 4 ⻘⼭学院⼤学 静岡 206

2 畦地 貴⽃ ｱｾﾞﾁ ﾀｶﾄ 3 ⻘⼭学院⼤学 宮崎 297

3 関⼝ 雄⼤ ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知 211

4 ⻄川 魁星 ﾆｼｶﾜ ｶｲｾｲ  3 ⻘⼭学院⼤学 群⾺ 214

5 佐々⽊ 塁 ｻｻｷ ﾙｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 岩⼿ 225

6 志貴 勇⽃ ｼｷ ﾊﾔﾄ 2 ⻘⼭学院⼤学 ⼭形 227

7 鈴⽊ ⻯太朗 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 2 ⻘⼭学院⼤学 愛知 228

8 ⽥尻 悠成 ﾀｼﾞﾘ ﾕｳｾｲ 4 桜美林⼤学 熊本 178

9 盛重 完英 ﾓﾘｼｹﾞ ｶﾝｴｲ 3 桜美林⼤学 愛媛 179

10 城⼾⼝ 俊希 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾄｼｷ 2 桜美林⼤学 兵庫 180

11 都 翔 ﾐﾔｺ ｶｹﾙ 2 桜美林⼤学 京都 181

12 塚⽥ 雄⼤ ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 2 桜美林⼤学 群⾺ 182

13 江⼝ 達宗 ｴｸﾞﾁ ﾀﾂﾋﾛ 4 専修⼤学 千葉 247

14 南 美空翔 ﾐﾅﾐ ﾐｸﾄ 4 専修⼤学 ⿅児島 248

15 増⽥ 悠希 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 3 専修⼤学 兵庫 249

16 有本 逸 ｱﾘﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 1 専修⼤学 福岡 250

17 ⽯塚 颯太 ｲｼﾂﾞｶ ｿｳﾀ 1 専修⼤学 神奈川 251

18 辻 優輝 ﾂｼﾞ ﾕｳｷ 1 専修⼤学 京都 252

19 渡辺 凛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 1 専修⼤学 愛知 253

20 所 倖平 ﾄｺﾛ ｺｳﾍｲ 3 国⼠舘⼤学 千葉 271

21 福井 ⼤夢 ﾌｸｲ ﾋﾛﾑ 3 国⼠舘⼤学 茨城 272

22 宮元 雄⼤ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀ 3 国⼠舘⼤学 ⿅児島 274

23 望⽉ 武 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｹﾙ 3 国⼠舘⼤学 静岡 275

24 佐久間 裕⼰ ｻｸﾏ ﾕｳｷ 4 国⼠舘⼤学 福島 269

25 ⽥中 佑樹 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 3 国⼠舘⼤学 岡⼭ 270

26 佐藤 悠貴也 ｻﾄｳ ﾕｷﾔ 2 国⼠舘⼤学 福島 279

27 松岡 ⿓⽣ ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｷ 3 駿河台⼤学 ⼭形 296

28 賀来 葵伊 ｶﾗｲ ｱｵｲ 1 駿河台⼤学 ⿅児島 298

[組トップ賞]  RISEマットレス



4組 申請タイム：13'40~14'15

ORD ⽒名 所属 陸協 絆No.

1 飯⽥ 貴之 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 4 ⻘⼭学院⼤学 千葉 200

2 ⽯鍋 颯⼀ ｲｼﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁ 4 ⻘⼭学院⼤学 神奈川 201

3 市川 唯⼈ ｲﾁｶﾜ ﾕｲﾄ 4 ⻘⼭学院⼤学 三重 202

4 能島 翼 ﾉｳｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 4 ⻘⼭学院⼤学 ⼤阪 204

5 湯原 慶吾 ﾕﾊﾗ ｹｲｺﾞ 4 ⻘⼭学院⼤学 茨城 205

6 岸本 ⼤紀 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 3 ⻘⼭学院⼤学 新潟 209

7 中倉 啓敦 ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知 212

8 ⽬⽚ 将⼤ ﾒｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 3 ⻘⼭学院⼤学 兵庫 218

9 脇⽥ 幸太朗 ﾜｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ 3 ⻘⼭学院⼤学 愛知 220

10 松並 昂勢 ﾏﾂﾅﾐ ｺｳｾｲ 2 ⻘⼭学院⼤学 福岡 230

11 喜多村 慧 ｷﾀﾑﾗ ｹｲ 1 ⻘⼭学院⼤学 兵庫 237

12 ⽩⽯ 光星 ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ 1 ⻘⼭学院⼤学 東京 238

13 野村 昭夢 ﾉﾑﾗ ｱｷﾑ 1 ⻘⼭学院⼤学 ⿅児島 243

14 ダニエル カヨウキ ﾀﾞﾆｴﾙ ｶﾖｳｷ 3 桜美林⼤学 東京 173

15 ⽩川 ⼤地 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 3 桜美林⼤学 岐⾩ 174

16 須⽥ ⼤志 ｽﾀﾞ ﾀｲｼ 3 桜美林⼤学 群⾺ 175

17 内⼭ 祐希 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ 2 桜美林⼤学 熊本 176

18 ⽥中 ⼤稀 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 1 桜美林⼤学 神奈川 177

19 ⻄⽥ ⼤智 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 1 国⼠舘⼤学 埼⽟ 293

20 佐々⽊ 匠太 ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 4 駿河台⼤学 埼⽟ 294

21 出仙 ⿓之介 ﾃﾞｾﾝ ﾘｭｳﾉｽｹ 3 駿河台⼤学 福井 295

22 篠原 ⼀希 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ 2 ⼭梨学院⾼校 ⼭梨 306

23 ⼩⼭ 祐貴 ｵﾔﾏ ﾕｳｷ 4 東京⼤学 東京 262

24 村⽥ 海晟 ﾑﾗﾀ ｶｲｾｲ 3 創価⼤学 熊本 311

25 橋本 崚 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 312

26 鈴⽊ 塁⼈ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 京都 309

27 ⼾⽥ 雅稀 ﾄﾀﾞ ﾏｻｷ SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 京都 310

[組トップ賞]  妙⾼産こしひかり・新潟県産和⽜

[No.1絆賞商品] 妙⾼市産純⽶酒
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