
2022年2月27日(日)　11時00分～15時30分
舎人公園陸上競技場
9時15分～競技開始30分前まで　舎人公園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 ３０００ｍ 男女 １組 11:00 10:55 10:30

2 非公認 ５０００ⅿ 男女 １組

2 非公認 ５０００ⅿ 男女 ２組 11:40 11:35 11:10

3 非公認 １００００ｍ 男女 １組

4 非公認 ５０００ⅿ 男女 ３組 14:30 14:25 14:00

5 非公認 １００００ｍ 男女 ２組

〈ランニングクリニック日程〉
No

1 第1回ランニングクリニック

2 第2回ランニングクリニック

2 第3回ランニングクリニック

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）と安全ピンは受付時に配布します。
・招集は受付（レース30分前まで）とスタート地点(スタート5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を負いかねます。ただし、怪我など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/

ウルトラランナーみゃこ

川内鴻輝 10時00分～10時30分

10時40分～11時10分

13時30分～14時00分塚田空

上記5000m2組と同時スタート

上記5000m3組と同時スタート

クリニック講師 クリニック開催時間

種目

上記3000m１組と同時スタート

第２回プロ・フィッツ杯　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 松浦 由治 マツウラ ヨシハル しゃちょう

2 久保 三智代 クボ ミチヨ みっちー

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

第2回プロ・フィッツ杯（非公認の部）

３０００ｍ男女1組　　　スタート時間　　11時00分

ペースメーカー　1キロ　7分00秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 伊藤 栄規 イトウ エイキ EIKI ITO

2 末田 聡一郎 スエダ ソウイチロウ そうさん

3 永井 真生 ナガイ マキ はやしん

4 一言 庸夫 ヒトコト ツネオ ひとこと

5 木村 真 キムラ マコト まこと

6 宮本 洋 ミヤモト ヒロシ ヒロ

7 宮本 呂江 ミヤモト トモエ みやとも

8 浅倉 直人 アサクラ ナオト 浅倉農園

9 浅野 祐子 アサノ ユウコ Hapi Go

10 大久保 茂 オオクボ シゲル OKUBO

11 大野 麻美 オオノ マミ MamiO

12 中井 麻理乃 ナカイ マリノ iruka

13
14
15
16
17
18
19
20
21

第2回プロ・フィッツ杯（非公認の部）

５０００ｍ男女１組　　　スタート時間　　11時00分

ペースメーカー　1キロ　①6分00秒②6分30秒③7分00秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 黒須 健幸 クロス タケユキ TK

2 水越 敬之 ミズコシ タカユキ こっしー

3 村沢 功 ムラサワ イサオ MRSW

4 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ YAMA

5 東海林 健 ショウジ タケシ kenken

6 山口 和之 ヤマグチ カズユキ KAZ

7 山田 弘幸 ヤマダ ヒロユキ YAMADA

8
9
10
11
12
13
14
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21

第2回プロ・フィッツ杯（非公認の部）

５０００ｍ男女２組　　　スタート時間　　11時40分

ペースメーカー　1キロ　①5分00秒②5分30秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 坂尻 利明 サカジリ トシアキ Sakatoshi

2 山崎 大輔 ヤマザキ ダイスケ YAMAZAKI

3 山本 淳 ヤマモト アツシ JYUN

4 勇 田中 イサム タナカ ISAMU

5 石川 浩道 イシカワ ヒロミチ 浅倉農園

6 多根 隆二 タネ リュウジ タネリュウ

7 高井 潔司 タカイ キヨシ 9353

8 森田 美菜子 モリタ ミナコ Minako

9 奥山 照仁 オクヤマ テルヒト シナモン

10 岡村 立行 オカムラ タツユキ オカムラ

11 佐藤 隆司 サトウ リュウジ SR71

12 伊藤 美寿 イトウ ヨシヒサ リベロ

13 飯田 まり イイダ マリ まやや

14 雪入 やよい ユキイリ ヤヨイ YAYOI

15 大野 聡 オオノ サトル Kuma

16 小森 知彦 コモリ トモヒコ TOMOHIKO

17 土井 加奈子 ドイ カナコ KANAKO

18 渕上 雅己 フチガミ マサミ ふっちー

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

１００００ｍ男女１組　　　スタート時間　　11時40分

ペースメーカー　1キロ　①5分00秒②5分30秒

第２回プロ・フィッツ杯（非公認の部）



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 越川 徹也 コシカワ テツヤ Shizu

2 栗本 健一郎 クリモト ケンイチロウ KURIMOTO

3 有水 英樹 アリミズ ヒデキ あーりー

4 関 俊昭 セキ トシアキ Toshi SK

5 加藤 雄一 カトウ ユウイチ ユウイチ

6 遠藤 優太 エンドウ ユウタ E.YUTA

7
8
9
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22
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31
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35
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５０００ｍ男女２組　　　スタート時間　14時30分

ペースメーカー　1キロ　①4分30秒②4分50秒

第2回プロ・フィッツ杯（非公認の部）



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 齋藤 和彦 サイトウ カズヒコ KAZU

2 高木 良祐 タカギ リョウスケ リョウスケ

3 金村 隼介 カナムラ シュンスケ かなむら

4 高橋 竹志 タカハシ タケシ たけ

5 竹内 久人 タケウチ ヒサト HISATO

6 田島 遼太郎 タジマ リョウタロウ TJ

7 糸見 久美子 イトミ クミコ ITOMI

8 丸山 要一 マルヤマ ヨウイチ maru

9 柿本 孝則 カキモト タカノリ Kakki

10 宮入 崇 ミヤイリ タカシ T.MIYAIRI

11 荒木 貴寛 アラキ タカヒロ araki

12 森 正行 モリ マサユキ MM

13 新谷 祐司 シンタニ ユウジ シンタニ

14 池田 克己 イケダ カツミ KATSU

15 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ Kentaro

16 姫野 貴紀 ヒメノ タカキ ヒメノ

17 木下 知昭 キノシタ トモアキ Tomo-Go

18 富居 聡 トミイ サトシ こしあん

19 新嶋 明 ニイジマ アキラ AKIRA

20 竹内 淳 タケウチ ジュン TAKEUCHI

21 東海林 佑一 ショウジ ユウイチ ジョージ

22 岡崎 純也 オカザキ ジュンヤ Okazaki

23 柴 尚只 シバ ナオタダ NAOHAYATO

24 土田 晴紀 ツチダ ハルキ つっちー

25 大山 元 オオヤマ ゲン daisangen

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

第２回プロ・フィッツ杯（非公認の部）
１００００ｍ男女２組　　　スタート時間　　１4時30分

ペースメーカー　1キロ　①4分30秒②4分50秒


