
ペースメーカー①9分30秒②10分00秒③10分30秒④11分00秒   　　　　      ⑤11分30秒⑥12分00秒　　　2021年10月10日(日)　17時40分～19時05分
鴻巣市陸上競技場
16時30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 17:40 17:30 17:10

2 非公認 １５００ｍ 男女 ２組 17:50 17:40 17:20

4 非公認 ３０００ｍ 男女 １組 18:00 17:50 17:30

5 非公認 ５０００ⅿ 男女 １組 18:15 18:05 17:45

6 非公認 ５０００ⅿ 男女 ２組 18:45 18:35 18:15

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）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２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 柴田 竜徳 シバタ タツノリ TATSUNORI

2 横田 泰紀 ヨコタ ヤスノリ YASU

3 市川 英里香 イチカワ エリカ ICHIKAWAERIKA

4 渡辺 静郎 ワタナベ シズオ Johnniy

5 若山 恵 ワカヤマ メグミ MEGUMI

6 対馬 研 ツシマ ケン Ken

7 和田 心春 ワダ コハル KOHARU

8 和田 直太朗 ワダ ナオタロウ NAOTARO

9 甲野 大智 コウノ ダイチ DAICHI KONO

10 小林 優介 コバヤシ ユウスケ YUSUKE

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

第2回KYUMIN打破（非公認の部）

１５００ｍ男女1組　　　スタート時間　　17時40分

ペースメーカー①5分15秒②5分30秒③5分45秒④6分00秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 加藤 真緒 カトウ マオ MAO

2 加藤 悠真 カトウ ユウマ YUMA

3 澤田 宥希 サワダ ユウキ YUKI

4 松澤 優希 マツザワ ユウキ MC CREW

5 松田 将大 マツダ マサヒロ MAZDA

6 澤田 真也 サワダ シンヤ Shinya

7 竹内 大輝 タケウチ ダイキ DAIKI

8 森 雅史 モリ マサシ MORI

9 木村 昭悟 キムラ アキサト _akisato

10 木下 裕介 キノシタ ユウスケ KINOSHITA

11 柴田 遥華 シバタ ハルカ HARUKA

12 野村　翔 ノムラ ショウ Barcelona

13 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ ye

14 坂井 岳夫 サカイ タケオ SAKAI

15 加瀬 凌斗 カセ リョウト KASE

16 菊池 吉紘 キクチ ヨシヒロ Yotti

17
18
19
20
21

第2回KYUMIN打破（非公認の部）
１５００ｍ男女２組　　　スタート時間　　17時50分

ペースメーカー①4分15秒②4分30秒③4分45秒④5分00秒　　



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki

2 浅倉 和史 アサクラ カズフミ KAZUFUMI

3 海老沼 太志 エビヌマ タイシ TAISHI

4 阿南 大輔 アナン ダイスケ DAISUKE

5 松本 健二 マツモト ケンジ MATSUMOTO

6 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

7 鮒子田 麻衣 フシタ マイ MAI

8 笠原 篤 カサハラ アツシ KASAHA

9 池田 美樹 イケダ ミキ Miki

10 吉野 泰雅 ヨシノ タイガ T YOSHINO

11 真柄 碧 マカラ アオイ AOI

12 田中 裕将 タナカ ヒロマサ Hilo

13 小川 楓子 オガワ フウコ Fuko

14 岡田 姫奈 オカダ ヒナ Hina

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

３０００ｍ男女１組　　　スタート時間　　１8時00分

ペースメーカー①9分30秒②10分00秒③10分30秒④11分00秒
⑤11分30秒⑥12分00秒

第２回KYUMIN打破（非公認の部）



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 橋本 正 ハシモト タダシ show

2 柳岡 哲人 ヤナオカ テツヒト yanaoka

3 矢澤 文朗 ヤザワ フミロウ YAZAWA

4 木村 昭悟 キムラ アキサト _akisato

5 田村 一也 タムラ カズヤ Tara-chan

6 小島 洋平 コジマ ヨウヘイ youhei

7 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ SHINZAWA

8 仲村 仁孝 ナカムラ ヨシタカ yosshi

9 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ Yamazaki

10 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ GYAAAH

11 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ Kentaro

12 小堤 峻 オツヅミ シュン SHUN.O

13 乗松 良昌 ノリマツ ヨシマサ GOKI SAN

14 星 広美 ホシ ヒロミ HOSHI

15 佐藤 真彦 サトウ マサヒコ hiko

16 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

17 浅倉 和史 アサクラ カズフミ KAZU

18 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

19 山﨑 弘樹 ヤマサキ ヒロキ HIROKI YAMASAKI

20 藤井 芳佳 フジイ ヨシカ YOSHIKA

21 上岡 祐二 カミオカ ユウジ YUUJI

22 冨田 健一 トミタ ケンイチ kenichi tom

23 緒形 尚也 オガタ ナオヤ OGATA

24 小森 知彦 コモリ トモヒコ TOMOHIKO

25 岩崎 晃彦 イワサキ テルヒコ IWASAKI

26 坂井 岳夫 サカイ タケオ SAKAI

27 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

５０００ｍ男女１組　　　スタート時間　　１８時１５分

ペースメーカー①17分30秒②18分20秒③19分10秒④20分00秒
⑤21分15秒⑥22分30秒⑦25分00秒

第２回KYUMIN打破（非公認の部）



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 田中 宏昌 タナカ ヒロアキ TANAKA

2 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ HRN

3 森田 和樹 モリタ カズキ KAZUKI

4 山部 佑太 ヤマベ ユウタ yamabe

5 麻田 悠馬 アサダ ユウマ GANDARE

6 田村 亮 タムラ リョウ ABC

7 向井 陸 ムカイ リク RIKU

8 落合 健太 オチアイ タケヒロ OCHIAI

9 櫻田 将 サクラダ マサル MAJOR

10 滝瀬 伸行 タキセ ノブユキ NOBUYUKI

11 守家 英斗 モリヤ ヒデト moriya

12 山上 洋祐 ヤマガミ ヨウスケ yosuke

13 桜岡 俊矢 サクラオカ シュンヤ SHUNYA

14 荒谷 謙 アラタニ ケン ARATANI

15 根本 樹 ネモト イツキ Itsuki

16 金谷 優一 カナヤ ユウイチ Kanaya

17 田村 豪 タムラ タケシ GO

18 塩川 忠徳 シオカワ タダノリ ooguins

19 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

20 古和田 響 コワダ ヒビキ Liberty

21 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

22 大木 康生 オオキ コウセイ KO

23 小田 洵也 オダ ジュンヤ ODA

24 長谷川 将万 ハセガワ ショウマ hasegawa

25 徐 楽錚 ジョ ラクソウ RAKUSON

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

第２回KYUMIN打破（非公認の部）
５０００ｍ男女２組　　　スタート時間　　１８時４５分

ペースメーカー①15分25秒②15分50秒③16分15秒④16分40秒
⑤17分00秒


