
2021年8月22日(日)　17時50分～19時30分
鴻巣市陸上競技場
16時50分～競技開始30分前まで　鴻巣市陸上競技場内入口付近

○トラック競技
No 組 スタート時刻 スタート地点集合 受付締切時刻

1 非公認 １５００ｍ 男女 １組 17:50 17:40 17:20

2 非公認 １５００ｍ 男女 ２組 18:00 17:50 17:30

3 非公認 １５００ｍ 男女 ３組 18:10 18:00 17:40

4 非公認 ３０００ｍ 男女 １組 18:20 18:10 17:50

5 非公認 ５０００ⅿ 男女 １組 18:40 18:30 18:10

6 非公認 ５０００ⅿ 男女 ２組 19:10 19:00 18:40

〇注意事項
・競技は２０２１年度日本陸上競技連盟規則及び本大会申し合わせ事項により実施します。
・ゼッケン（胸・背）は受付時に配布します。
・安全ピンは各自ご用意ください（忘れた場合は4本100円で販売します）。
・招集は受付（レース30分前まで）とスタート地点(スタート10分前）にて２度行います。
・悪天候その他の理由で競技会中止または中断した場合、原則として参加費の返金しませんので、
　予めご了承下さい。
・競技中の事故に関しては責任は負いかねません。但し怪我等の一次処置は行います。
・計時は、チップを使用します（1/10秒まで）。
・記録証は大会HPにてダウンロードできます。

〇競技結果
・レース結果は大会当日会場に掲示するとともに、主催者ウエブサイトへ掲載します。

(URL) http://kyumin.genjodaha.jp/

種目

第１回KYUMIN打破記録会　タイムテーブル（非公認の部）

〈開催日時〉
〈競技会場〉

〈競技者受付〉

〈競技日程〉

http://kyumin.genjodaha.jp/


レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 三宮 貴史 サングウ タカフミ SANGU
2 赤崎 佳投 アカサキ ヨシユキ AKASAKI
3 加藤 光 カトウ ヒカル HIKARU
4 加藤 真奈 カトウ マナ MANA
5 和田 直太朗 ワダ ナオタロウ NAOTARO
6 市川 英里香 イチカワ エリカ ERIKA
7 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI
8
9
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第1回KYUMIN打破（非公認の部）
１５００ｍ男女1組　　　スタート時間　　１７時５０分

ペースメーカー①5分30秒②5分45秒③6分00秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 横田 泰紀 ヨコタ ヤスノリ YASU
2 前原 和紀 マエハラ カズキ KENKO
3 小山 俊大 コヤマ トシヒロ KOYAMA
4 森 雅史 モリ マサシ MORI
5 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ Haru3
6 安田 隼 ヤスダ シュン YASUDA
7 中田 伸吾 ナカタ シンゴ SHIN
8 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ manokai
9 加藤 真緒 カトウ マオ MAO
10 加藤 悠真 カトウ ユウマ YUMA
11 大橋 聡 オオハシ サトル satoru-run
12 柴田 遥華 シバタ ハルカ HARUKA
13 根元 香苗 ネモト カナエ KANA
14 日比野 崇 ヒビノ シュウ SYU
15 柿沼 裕之 カキヌマ ヒロユキ kaki
16
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第1回KYUMIN打破（非公認の部）
１５００ｍ男女２組　　　スタート時間　　１８時００分

ペースメーカー①4分45秒②5分00秒③5分15秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 向井 陸 ムカイ リク RIKU
2 大橋 太地 オオハシ タイチ chiyaranna
3 中村 勇斗 ナカムラ ユウト YUTO
4 増子 亘輝 マシコ コウキ Knuki

5 滝瀬 伸行 タキセ ノブユキ NOBUYUKI
6 姫田 賢希 ヒメダ ゲンキ GEN
7 中澤 徹 ナカザワ トオル NAKAZAWA
8 磯口 貴史 イソグチ タカフミ ISOGUCHI
9 大橋 陽 オオハシ ヨウ NB
10 平塚 翔太 ヒラツカ ショウタ HIRA
11 山上 洋祐 ヤマガミ ヨウスケ YOSUKE
12 海老沼 太志 エビヌマ タイシ TAISHI
13 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ HRN
14 寺村 亮 テラムラ アキラ akira
15 本間 太雲 ホンマ タクモ TAKUMO
16 山崎 優起 ヤマザキ ユウキ zakki
17 古和田 響 コワダ ヒビキ Liberty
18 新井 裕之 アライ ヒロユキ HIROYUKI
19 岡田 啓吾 オカダ ケイゴ OKADA
20 新井 陽翔 アライ ハルト HARUTO
21

第1回KYUMIN打破（非公認の部）
１５００ｍ男女３組　　　スタート時間　　１８時１０分

ペースメーカー①4分15秒②4分30秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 福島 広大 フクシマ コウダイ KOH
2 古川 昌司 フルカワ マサシ FURUKAWA
3 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ NAKAMITSU
4 根元 香苗 ネモト カナエ KANA
5 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI
6 稲山 忠勝 イナヤマ タダカツ INAYAMA
7 尾崎 大吾 オザキ ダイゴ daigo
8 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE
9 森 雅俊 モリ マサトシ MM
10 牧口 岳 マキグチ タケル TAKERU_M
11 関川 裕太 セキカワ ユウタ sekikawa
12 森谷 そら モリヤ ソラ SORA
13 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ YOSHIMURA
14 伊藤 貴士 イトウ タカシ LANILANI
15 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ TAKAHASHI
16
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３０００ｍ男女１組　　　スタート時間　　１８時２０分

ペースメーカー①13分30秒②13分00秒③12分30秒④12分00秒
⑤11分30秒⑥11分00秒⑦10分30秒⑧10分00秒⑨9分30秒

第1回KYUMIN打破（非公認の部）



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 天野 みなみ アマノ ミナミ MINAMI
2 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE
3 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ KENTARO
4 伊藤 寛人 イトウ ヒロト ITO
5 大江 俊博 オオエ トシヒロ TOSHI
6 野口 聡 ノグチ サトシ noguchi
7 石井 直樹 イシイ ナオキ ISHII
8 磯口 貴史 イソグチ タカフミ ISOGUCHI
9 佐藤 健 サトウ タケシ TAKESHI
10 伊藤 俊晴 イトウ トシハル toshi
11 天野 功一 アマノ コウイチ AMA
12 佐々木 夢士 ササキ ユメジ SASAKI
13 上岡 祐二 カミオカ ユウジ YUJI
14 並河 昌宜 ナミカワ マサノリ sub4
15 平山 貴史 ヒラヤマ タカシ HIRAYAMA
16 小島 正彦 コジマ マサヒコ M_Kojima
17 緒形 尚也 オガタ ナオヤ OGATA
18 青木 豊 アオキ ユタカ AOKIYUTAKA
19 小川 淳也 オガワ ジュンヤ JUNJUN
20 青山 義幸 アオヤマ ヨシユキ AOYAMA
21 山﨑 佳孝 ヤマザキ ヨシタカ YAMAZAKI
22
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５０００ｍ男女１組　　　スタート時間　　１８時４０分

ペースメーカー①25分00秒②22分30秒③21分15秒④20分00秒
⑤19分10秒⑥18分20秒

第1回KYUMIN打破（非公認の部）



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 新井 龍 アライ リョウ RYO
2 牧野 巧 マキノ タクミ makino
3 村井 誠 ムライ マコト MAKOTO
4 西内 渓太 ニシウチ ケイタ NK
5 小原 陸 オハラ リク OHARA
6 岩間 政樹 イワマ マサキ MASAKI-I
7 武部 健一 タケベ ケンイチ TK
8 清田 広輝 セイタ コウキ KOHKI
9 伊藤 嘉朗 イトウ ヨシロウ YITO
10 大駒 宗帥喜 オオコマ カズキ Kazuki
11 三浦 光司 ミウラ コウジ kouji
12 森田 和樹 モリタ カズキ kazuki
13 丸山 登夢 マルヤマ トウム maruto
14
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第1回KYUMIN打破（非公認の部）
５０００ｍ男女２組　　　スタート時間　　１９時１０分

ペースメーカー①17分30秒②17分00秒③16分40秒④16分15秒
⑤15分50秒⑥15分25秒


