
2022年9月10日(土)　16時10分～20時00分
舎人公園陸上競技場
15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 17:00 16:55 16:30

2 非公認 ５０００ⅿ 男女 １組

2 非公認 ５０００ⅿ 男女 ２組 18:00 17:55 17:30

5 非公認 １００００ｍ 男女 １組 19:00 18:55 18:30

〈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）。
・記録証は大会後に事務局から送るURLから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4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〉

18時10分～18時40分福田穣

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

井下裕貴

高山敦史 16時10分～16時40分

17時10分～17時40分

http://kyumin.genjodaha.jp/


レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 糸見 久美子 イトミ クミコ ITO

2 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ YSK

3 久保 三智代 クボ ミチヨ みっちー

4 加藤 幸恵 カトウ ユキエ カロト

5 大庭 進 オオバ ススム センターcho

6 宮本 呂江 ミヤモト トモエ TOMO MIYA

7 藤元 喜康 フジモト ヨシヤス 藤元 喜康

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

第４回プロ・フィッツ杯（非公認の部）

３０００ｍ男女1組　　　スタート時間　　17時00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 穂積 一典 ホヅミ カズノリ おやじっち

2 服部 晃大 ハットリ コウダイ kou

3 新内 秀和 シンウチ ヒデカズ しん

4 江原 初夫 エバラ ハツオ へこへこおじさん

5 アルオバイディ 志濃 アルオバイディ シノ しの

6 アルオバイディ ワリード アルオバイディ ワリード ワリード

7 鈴木 啓子 スズキ ケイコ keiko

8 井上 由佳子 イノウエ ユカコ Lenn

9 近藤 孝明 コンドウ タカアキ TK

10 宮本 洋 ミヤモト ヒロシ Hiiro803

11 若井 拍 ワカイ カシワ かっちゃん

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

第４回プロ・フィッツ杯（非公認の部）

５０００ｍ男女１組　　　スタート時間　　17時00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 越川 徹也 コシカワ テツヤ ぺる

3 大﨑 美怜 オオサキ ミサト オオサキ

4 佐藤 広志 サトウ ヒロシ 庶民ランナー

5 渡部 晃彦 ワタナベ アキヒコ WATAKI

6 眞柄 智博 マガラ トモヒロ MAGARA

7 新谷 祐司 シンタニ ユウジ シンタニ

8 竹内 恒雄 タケウチ ツネオ TSUNE

9 柳川 恵子 ヤナガワ ケイコ KEI

10 藤本 清満 フジモト キヨミツ きよ

11 松野 進 マツノ ススム MATSU

12 高久 正幸 タカク マサユキ Masa

13 佐々木 絹子 ササキ キヌコ ルクちゃん

14 若井 茂政 ワカイ シゲマサ しげさん

15 武智 吉昭 タケチ ヨシアキ タケちゃん

16 宮内 真一 ミヤウチ シンイチ シン

17 金村 隼介 カナムラ シュンスケ かなむら

18 土田 晴紀 ツチダ ハルキ ツッチー

19 勇 田中 イサム タナカ ISAMU

20 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ Yama

21 奥山 照仁 オクヤマ テルヒト シナモン

22 清水 由紀子 シミズ ユキコ ゆっこ

23 水越 敬之 ミズコシ タカユキ こっしー

24 村沢 功 ムラサワ イサオ MURA

25 中村 守雄 ナカムラ モリオ M NAKAMURA

26 関口 信行 セキグチ ノブユキ nobusan

27 小熊 万紀子 オグマ マキコ まき

28 高坂 祐輔 ユウスケ タカサカ TAKA

29 五十嵐 広幸 イガラシ ヒロユキ ひろゆき

30 吉田 健太 ヨシダ ケンタ 吉田

31 佐野田 隆平 サノダ リュウヘイ SANODA

32 松井 弘行 マツイ ヒロユキ マツイ

33 雪入 やよい ユキイリ ヤヨイ YAYOI

34 水谷 健治 ミズタニ ケンジ MIZUTANI

35 切通 慎子 キリトオシ シンコ KIRI

36 山下 章 ヤマシタ アキラ YAMASHITA

37 伊藤 栄規 イトウ エイキ EIKI

38 永岡 伸治 ナガオカ シンジ Nagashin

第４回プロ・フィッツ杯（非公認の部）

５０００ｍ男女２組　　　スタート時間　　18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 星 幸介 ホシ コウスケ hoshi

2 長妻 洋孝 ナガツマ ヒロタカ Hirotaka

3 小沢 篤 オザワ アツシ satchan

4 竹内 淳 タケウチ ジュン ATSUSHI

5 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

6 吉田 匡希 ヨシダ マサキ だんくん

7 飯塚 弘一 イイヅカ コウイチ IIZUKA

8 高野 聡之 タカノ トシユキ TAKANO

9 齋藤 和彦 サイトウ カズヒコ KAZU

10 坂本 孝之 サカモト タカユキ たあぼー

11 嶋津 賢悟 シマヅ ケンゴ しまけん＠草加

12 磯部 裕司 イソベ ユウジ yuji

13 藤田 善隆 フジタ ヨシタカ ラン

14 高木 良祐 タカギ リョウスケ りょーすけ

15 日比野 充幸 ヒビノ ミツユキ hibino

16 伊藤 美寿 イトウ ヨシヒサ リベロ

17 山中 友人 ヤマナカ トモヒト てぺ

18 酒井 陽子 サカイ ヨウコ sakai

19 田村 篤史 タムラ アツシ TAMU

20 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE

21 野村 佳彦 ノムラ ヨシヒコ NOMURA

22 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

23 小森 知彦 コモリ トモヒコ TOMOHIKO

24 市川 圭一 イチカワ ケイイチ BUDOU104

25 保井 邦博 ヤスイ クニヒロ KUNI

26 小林 睦 コバヤシ トモ TOMO

27 福田 和史 フクダ カズシ Kazu

28 森 正行 モリ マサユキ MM

29 藤元 慶治 フジモト ケイジ 藤元慶治

30 姫野 貴紀 ヒメノ タカキ 姫野

31 渕上 雅己 フチガミ マサミ ふっちー

32 大高 淳 オオタカ ジュン OTAKA

33 川添 勇 カワゾエ イサム mama

34 柴 尚只 シバ ナオタダ NAOHAYATO

35 新沼 勇 ニイヌマ ユウ ゆう

36 岡村 立行 オカムラ タツユキ オカピー

37 高久 正幸 タカク マサユキ Masa

38 土田 晴紀 ツチダ ハルキ つっちー

39 杉山 正雄 スギヤマ マサオ やまお

40 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ YSK

１００００ｍ男女１組　　　スタート時間　　19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

第４回プロ・フィッツ杯（非公認の部）


