
2023年2月11日(土)　10時10分～16時00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 11:00 10:55 10:30

2 非公認 ５０００ⅿ 男女 １組

3 非公認 ５０００ⅿ 男女 ２組 12:00 11:55 11:30

4 非公認 １００００ｍ 男女 １組 14:00 13:55 13:30

5 非公認 ５０００ⅿ 男女 ３組 15:15 15:10 14:45

6 非公認 １００００ｍ 男女 ２組

〈ランニングクリニック日程〉
No

1

2

3

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/

13時10分～13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

高山敦史

こわだ君 10時10分～10時40分

11時10分～11時40分

上記5000m3組と同時スタート

第1回ランニングクリニック

第2回ランニングクリニック

第3回ランニングクリニック

第6回プロ・フィッツ杯　タイムテーブル

〈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 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ Yama

2 久保 三智代 クボ ミチヨ みっちー

3 藤元 喜康 フジモト ヨシヤス 受験生と言う名の敗北者

4 郡山 雅司 コオリヤマ マサシ kamo

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

第6回プロ・フィッツ杯

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　①5分45秒②6分00秒③6分30秒④7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 伊賀上 恭子 イガウエ キョウコ Kibitaki52

3 番場 久美 バンバ クミ ばんちゃん

4 金子 慎二 カネコ シンジ しんちゃん

5 松本 道子 マツモト ミチコ まつもと

6 井上 由佳子 イノウエ ユカコ LENN

7 中野 威 ナカノ タケシ CATNAP

8 長谷部 真美 ハセベ マミ はせべ（姉）

9 長谷部 美鈴 ハセベ ミスズ はせべ（妹）

10 鈴木 佳代子 スズキ カヨコ かよちゃん

11 寺島 佑輔 テラシマ ユウスケ テラ

12 寺島 碧 テラシマ ミドリ おっさん

13 嘉和知 竹子 カワチ タケコ たけち

14 山中 雄太 ヤマナカ ユウタ YUTA

15
16
17
18
19
20
21

第6回プロ・フィッツ杯

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　①5分45秒②6分00秒③6分30秒④7分00秒



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 竹澤 伸悟 タケザワ シンゴ たけざわ

2 野見山 一星 ノミヤマ イッセイ シン・スプ

3 金子 久子 カネコ ヒサコ 走るにゃん

4 眞柄 智博 マガラ トモヒロ ないす

5 多田 百合 タダ ユリ ゆりまる。

6 大澤 諒 オオサワ マコト まる

7 多田 淳也 タダ ジュンヤ じゅんべぇ

8 平林 里織 ヒラバヤシ サオリ SAORI.H

9 坂本 孝之 サカモト タカユキ たあぼー

10 高木 良祐 タカギ リョウスケ りょーすけ

11 中島 健 ナカジマ タケシ 中G

12 池崎 貢司 イケザキ コウジ ちゃま

13 國澤 徹雄 クニサワ テツオ くにさわ

14 佐藤 裕和 サトウ ヒロカズ ひげさと。

15 吉岡 和昭 ヨシオカ カズアキ KAZU

16 比留間 晋一 ヒルマ シンイチ ヒルシン

17 吉成 優子 ヨシナリ ユウコ DREAM ゆーこ

18 山口 和之 ヤマグチ カズユキ 「鉄」人ランナー＠コキ70系

19 高橋 真美子 タカハシ マミコ まみこ

20 浦野 綾子 ウラノ アヤコ アズキ

21 澤屋敷 宏 サワヤシキ ヒロシ やしき

22 島本 利彦 シマモト トシヒコ しまもと

23 日比野 充幸 ヒビノ ミツユキ 日比野

24 関口 清 セキグチ キヨシ セキグチ

25 斎藤 由紀 サイトウ ユキ ゆっきー

26 石渡 敦 イシワタ アツシ イッシー

27 永岡 伸治 ナガオカ シンジ nagashin

28 高久 正幸 タカク マサユキ McKay

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

第6回プロ・フィッツ杯

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15秒⑤5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 高野 聡之 タカノ トシユキ TAKANO

3 平地 智弘 ヒラチ トモヒロ ひらっち

4 小原 聡真 オハラ ソウマ Soma

5 佐藤 宏則 サトウ ヒロノリ ひろ

6 銅島 龍 ドウジマ リュウ ドウジマ

7 多根 隆二 タネ リュウジ タネリュウ

8 岩崎 洋士 イワサキ ヒロシ 1028

9 横山 俊亮 ヨコヤマ シュンスケ よっち

10 多田 百合 タダ ユリ ゆりまる。

11 多田 淳也 タダ ジュンヤ じゅんべぇ

12 藤元 慶治 フジモト ケイジ 謎のランナー

13 阿部 映司 アベ エイジ ABE

14 小沢 篤 オザワ アツシ サッチャン

15 矢治 光 ヤジ ヒカル #82

16 大里 香織 オオサト カオリ かおぽん

17 渕上 雅己 フチガミ マサミ ふっちー

18 永井 茂 ナガイ シゲル しげＧ

19 土屋 文美 ツチヤ フミ つっちー

20 珍田 真一 チンダ シンイチ MRちん

21 中村 維芳 ナカムラ コレヨシ こん

22 稲橋 邦彦 イナハシ クニヒコ yarigatake

23 杉本 仁嗣 スギモト ヒトシ もっちゃん

24 郡山 亮 コオリヤマ リョウ グンザン

25 小森 知彦 コモリ トモヒコ TOMOHIKO

26 小林 智 コバヤシ サトル とるとる

27 飯田 まり イイダ マリ まやや

28 川上 茂 カワカミ シゲル いちあし

29 菅原 勝 スガハラ マサル SUGAHARA

30 佐藤 裕和 サトウ ヒロカズ ひげさと。

31 森 正行 モリ マサユキ MM

32 佐々野 健二 ササノ ケンジ SAKE

33 朝永 潤 トモナガ ジュン トモさん

34 宮入 崇 ミヤイリ タカシ TAKA

35 吉岡 和昭 ヨシオカ カズアキ KAZU

36 安部 圭一 アベ ケイイチ あべちん

37 佐野 行生 サノ ユキオ 10

38 漆山 純平 ウルシヤマ ジュンペイ JUNPEE

39 水越 敬之 ミズコシ タカユキ こっしー

40 勇 田中 イサム タナカ ISAMU

41 菅沼 佐枝子 スガヌマ サエコ すがぬま

42 高久 正幸 タカク マサユキ McKay

43 渕上 雅己 フチガミ マサミ ふっちー

44 雪入 やよい ユキイリ ヤヨイ YAYOI

45 石田 朋子 イシダ トモコ ともさん

46 小岩 芳典 コイワ ヨシノリ コイワイナ

47 永谷 真希 ナガタニ マキ まき

48 眞柄 智博 マガラ トモヒロ ないす

49 服部 雅博 ハットリ マサヒロ hattori_P

50 竹内 紀勝 タケウチ ノリカツ Norikatsu

51 橋本 駿 ハシモト シュン HASHIMOTO

52 比留間 晋一 ヒルマ シンイチ ヒルシン

53 大澤 諒 オオサワ マコト まる

１００００ｍ男女１組　　　スタート時間　　14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15秒⑤5分30秒

第6回プロ・フィッツ杯



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 中田 大貴 ナカタ ヒロタカ えいご

2 越川 徹也 コシカワ テツヤ ぺる

3 佐藤 大斗 サトウ ヒロト GORIRA777

4 高野 聡之 タカノ トシユキ TOSHIYUKI

5 原 大輔 ハラ ダイスケ アレ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

第6回プロ・フィッツ杯

５０００ｍ男女３組　　　スタート時間　　15時15分



レーン 氏名 カナ ゼッケンNAME
1 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

2 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI

3 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ ba

4 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE

5 大山 直宏 オオヤマ ナオヒロ やま

6 高橋 洋 タカハシ ヒロシ ヒロシ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

第6回プロ・フィッツ杯

１００００ｍ男女２組　　　スタート時間　　15時15分


