
2022年5月28日(土)　10時30分～15時30分
舎人公園陸上競技場
9時30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 11:20 11:15 10:50

2 非公認 ５０００ⅿ 男女 １組

2 非公認 ５０００ⅿ 男女 ２組 12:00 11:55 11:30

5 非公認 １００００ｍ 男女 １組 14:30 14:25 14:00

〈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２０２２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/

第３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〉

13時40分～14時10分井下裕貴

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

SUI

ウルトラランナーみゃこ 10時30分～11時00分

11時10分～11時40分

http://kyumin.genjodaha.jp/


レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ YAMA

2 根本 歩 ネモト アユム 根本　歩

3 糸見 久美子 イトミ クミコ ITOMI

4
5
6
7
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第３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20分

ペースメーカー　1キロ　①5分45秒②6分00秒③7分00秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 永井 真生 ナガイ マキ はやしん

2 井川 真実子 イカワ マミコ MAMIKO

3 鈴木 裕子 スズキ ヒロコ すーさん

4 井上 由佳子 イノウエ ユカコ Len

5 鈴木 啓子 スズキ ケイコ けいこ

6 黒須 健幸 クロス タケユキ TK

7 穂積 一典 ホヅミ カズノリ おやじっち

8 石井 雅樹 イシイ マサキ まさき

9 石井 博美 イシイ ヒロミ ひろみ

10 宮本 洋 ミヤモト ヒロシ ヒロ

11 宮本 呂江 ミヤモト トモエ TOMO MIYA

12 谷藤 まゆみ タニフジ マユミ みみ

13 服部 晃大 ハットリ コウダイ kou

14 高坂 祐輔 ユウスケ タカサカ TAKA

15 安斎 智美 アンザイ トモミ ともみ

16 田中 志濃 タナカ シノ しの

17 斎藤 大 サイトウ タケシ マイ・ペース

18 中井 麻理乃 ナカイ マリノ まり

19
20
21

第３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20分

ペースメーカー　1キロ　①5分45秒②6分00秒③7分00秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 関口 清 セキグチ キヨシ セキグチ

2 森本 哲朗 モリモト テツロウ MORIMOTO

3 川辺 勝洋 カワベ カツヒロ Katsuhiro

4 飯田 隆史 イイダ タカシ いいだ

5 村松 和彦 ムラマツ カズヒコ KAZUHIKO.M

6 佐藤 広志 サトウ ヒロシ Sato

7 伊藤 美寿 イトウ ヨシヒサ リベロ

8 原 正之 ハラ マサユキ はらっち

9 橋本 勝博 ハシモト カツヒロ はしもっち

10 山下 章 ヤマシタ アキラ YAMASHITA

11 ヤサ 祐子 ヤサ ユウコ yasa

12 永岡 伸治 ナガオカ シンジ nagashin

13 山崎 健次 ヤマザキ ケンジ やまけん

14 末田 聡一郎 スエダ ソウイチロウ そうさん

15 村沢 功 ムラサワ イサオ mura

16 山口 和之 ヤマグチ カズユキ KAZ

17 小岩 芳典 コイワ ヨシノリ コイワイナ

18 勇 田中 イサム タナカ ISAMU

19 水越 敬之 ミズコシ タカユキ こっしー

20 川田 範子 カワダ ノリコ yosa

21 浅野 優子 アサノ ユウコ あさこ

22 水谷 健治 ミズタニ ケンジ MIZUTANI

23 伊藤 栄規 イトウ エイキ EIKI

24 伊藤 健 イトウ タケシ 伊藤健

25 中村 奈々重 ナカムラ ナナエ nanae

26 清水 由紀子 シミズ ユキコ ゆっこ

27 日比野 充幸 ヒビノ ミツユキ HIBINO

28 高橋 俊之 タカハシ トシユキ かば

29 永岡 伸治 ナガオカ シンジ nagashin

30 岡崎 浩子 オカザキ ヒロコ ひろこ

31 奥山　照仁 オクヤマ　テルヒト シナモン

第３回プロ・フィッツ杯（非公認の部）

５０００ｍ男女２組　　　スタート時間　　12時00分

ペースメーカー　1キロ　①4分30秒②4分45秒③5分00秒④5分30秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 上岡 祐二 カミオカ ユウジ YUUJI

2 新谷 祐司 シンタニ ユウジ シンタニ

3 金村 隼介 カナムラ シュンスケ かなむら！

4 若海 博樹 ワカウミ ヒロキ WAKAUMI

5 清水 洋美 シミズ ヒロミ かっしー

6 長尾 勝矢 ナガオ カツヤ KATSUYA

7 小原 知毅 オハラ トモキ OHARA

8 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

9 佐田 徹 サダ トオル さだぼう

10 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ Kentaro

11 佐々木 武 ササキ タケシ たけし

12 飯塚 弘一 イイヅカ コウイチ 飯塚

13 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI

14 柴 尚只 シバ ナオタダ NAOHAYATO

15 仲村 誠也 ナカムラ セイヤ NAKAMURA

16 小野田 翔 オノダ ショウ ONODA

17 奥住 義治 オクズミ ヨシハル HARU

18 栗山 寿敬 クリヤマ トシタカ T.kuriyama

19 多田 百合 タダ ユリ ゆりまる

20 多田 淳也 タダ ジュンヤ じゅんべぇ

21 大橋 幸弘 オオハシ ユキヒロ OHASHI

22 菅原 勝 スガハラ マサル SUGAHARA

23 中村 純一 ナカムラ ジュンイチ JUNICHI

24 森 正行 モリ マサユキ MM

25 宮崎 洋介 ミヤザキ ヨウスケ ようすけ

26 渡邉 智子 ワタナベ トモコ わたなべ

27 田中 雅章 タナカ マサアキ M.TANAKA

28 渕上 雅己 フチガミ マサミ ふっちー

29 安野 竜太 ヤスノ リュウタ RYUTA

30 椎名 誠二 シイナ セイジ se-ji

31 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

32 加藤 克典 カトウ カツノリ KATO

33 横山 徹太郎 ヨコヤマ テツタロウ T.Yokoyama

34 多根 隆二 タネ リュウジ タネリュウ

35 原 真理 ハラ マリ りまらは

36 青木 志穂 アオキ シホ Shiho

37 井川 哲哉 イカワ テツヤ TETSUYA

38 小泉 裕資 コイズミ ヒロシ HIROSHI KOIZUMI

39 東海林 健 ショウジ タケシ カニケン

40 高橋 昇 タカハシ ノボル のぼる

41 佐藤 広志 サトウ ヒロシ 庶民ランナー

42 原 正之 ハラ マサユキ はらっち

43 天野 隆彦 アマノ タカヒコ amano

44 酒井 陽子 サカイ ヨウコ sakai

45 池宮 範人 イケミヤ ノリヒト マロン

46 星 幸介 ホシ コウスケ hoshi

47 小森 知彦 コモリ トモヒコ TOMOHIKO

48 土田 晴紀 ツチダ ハルキ ツッチー

49 伊藤 元 イトウ モトキ motogi

50 丸山里夏 マルヤマ リカ まるちゃん

１００００ｍ男女１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45秒③5分00秒④5分30秒

第３回プロ・フィッツ杯（非公認の部）


