
男子 100m スタート時刻　10:00
1組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 大角 虎白 オオスミ コハク KOHAKU

2 佐藤 凛 サトウ リン 角田中 RIN

3 佐藤 聖也 サトウ セイヤ SEIYA

4 氏家 恭汰 ウジイエ キョウタ 石巻市立蛇田中学校 KYOTA

5 佐藤 宏 サトウ ヒロ 矢本第一中学校 HIRO

6 及川 航輝 オイカワ コウキ みんなのスポーツクラブ KOUKI

7 渡部 創太 ワタナベ ソウタ WATACHI

8 阿部 祐誠 アベ ユウセイ 美白研究会 ceramide

2組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 佐藤 琥太郎 サトウ コタロウ 河南東中学校 KOTA

2 野澤 将史 ノザワ マサシ NOZAWA MASASHI

3 小原 健斗 オバラ ケント 宮城陸協 kenny

4 佐藤 礼 サトウ レイ 石巻トレーニングセンター REI

5 武内 勇輝 タケウチ ユウキ TG-R TAKEUCHI

6 菅原 優斗 スガワラ ユウト YUTO

7 高橋 歩蓮 タカハシ アレン 北上中学校 AREN

8 森本 響 モリモト ヒビキ 仙台一中 HIBIKI

3組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 吉田 陽葵 ヨシダ ハルキ 塩竈市立第一中学校 HARUKI

2 山﨑 公聖 ヤマザキ コウセイ 仙台一中 KOUSEI

3 川村 駿人 カワムラ ハヤト 南光台中 KAWAMURA

4 本田 胡汰郎 ホンダ コタロウ みんなのスポーツクラブ KOTARO

5 木村 勇樹 キムラ イサキ ISAKI

6 柴田 律哉 シバタ リツヤ 仙台一中 RITSUYA

7 小松 幸太郎 コマツ コウタロウ 仙台一中 KOTARO

8 髙橋 叶翔 タカハシ カケル 桜丘中学校 KAKERUN



男子 100m スタート時刻　10:00
4組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 吉川 隼叶 ヨシカワ ハヤト 仙台一中 HAYATO

2 三浦 寿也 ミウラ トシヤ 仙台一中 TOSHIYA

3 長谷部 佑翠 ハセベ ユウスイ しらかし台中学校 ＹUUSUI

4 玉手 智琉 タマテ サトル 角田中 SATORU

5 安達 陽平 アダチ ヨウヘイ Yohei

6 半澤 新 ハンザワ アラタ 桜丘中学校 ARATA

7 小山内 駿斗 オサナイ ハヤト 東向陽台中学校 HAYATO

8 髙橋 陸空 タカハシ リク しらかし台中学校 RIKU

5組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1   

2 髙橋 靖俊 タカハシ ヤストシ ユナイテッドアスリーツ YASU

3 千葉 洋太 チバ ヨウタ ユナイテッドアスリーツ YOTA

4 佐藤 寛幸 サトウ ヒロユキ ユナイテッドアスリーツ HIRO

5 藤田 学 フジタ マナブ UNITED ATHLETES FJT

6 正岡 隼 マサオカ シュン UNITED ATHLETES MASAOKA

7 高木 隆太郎 タカギ リクタロウ 宮城陸協 Marie

8   



女子 100m スタート時刻　10:15
1組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 髙橋 結衣 タカハシ ユイ 住吉中学校 Yui

2 合川 舞 アイカワ マイ みんなのスポーツクラブ MAI

3 鈴木 瑠菜 スズキ ルナ みんなのスポーツクラブ RUNA

4 庄子 史愛琉 ショウジ シエル 東向陽台中学校 SHIERU

5 橋本 千明 ハシモト チアキ 仙台一中 CHIAKI

6 田中 志歩 タナカ シホ 仙台一中 SHIHO

7 赤間 凜 アカマ リン 塩竈市立第一中学校 RIN

8 笠原 咲希 カサハラ サキ 東向陽台中学校 SAKI

2組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 戸村 はるみ トムラ ハルミ 大河原中 HARUMI

2 半澤 凛 ハンザワ リン しらかし台中学校 RIN

3 櫻井 悠夏 サクライ ハルカ 塩竈市立第一中学校 HARUKA

4 佐藤 栞奈 サトウ カンナ 東向陽台中学校 KANNA

5 山田 爽良 ヤマダ ソラ 東向陽台中学校 SORA

6 東山 瑠里 ヒガシヤマ ルリ 仙台一中 RURI

7 山本 実空 ヤマモト ミソラ 大河原中 MISORA

8 佐藤 秋那 サトウ アキナ 塩竈市立第一中学校 AKINA

3組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 森 実加 モリ ミカ 塩竈市立第一中学校 MIKA

2 大沼 怜華 オオヌマ レイカ 石巻住吉中学校 REIKA

3 佐藤 紬 サトウ ツムギ 仙台一中 TSUMUGI

4 鈴木 優恋 スズキ ユノン 塩竈市立第一中学校 YUNON

5 戸川 愛果 トガワ マナカ 東向陽台中学校 MANAKA

6 武者 潤羽 ムシャ ウルハ 大河原中 URUHA

7 小笠原 芽衣 オガサワラ メイ しらかし台中学校 MEI

8 白旗 優月 シラハタ ユヅキ 南光台中 SHIRAHATA



4組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1   

2   

3   

4 荒谷 優杏 アラヤ ユアン みどり台中学校 YUAN

5 留守 凜寧 ルス リンネ みどり台中学校 RINNE

6   

7   

8   



キッズ 100m スタート時刻　10:25
1組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1   

2   

3 中嶋 久人 ナカジマ ヒサト ランナーズハイ HISATO

4 森本 樂 モリモト コノム KONOMU

5 阿部 貴翔 アベ タカト TAKATO

6 庄子 奏生 ショウジ カナウ 矢本西小学校 KANA

7 及川 來夢 オイカワ ライム みんなのスポーツクラブ RAIMU

8 中野 ゆな ナカノ ユナ みんなのスポーツクラブ YUNA

2組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 佐藤 百十夢 サトウ モトム 荒町小学校 MOTOMU

2 山形 理乃 ヤマガタ リノ 柳生小学校 RINO

3 菅原 夢叶 スガワラ ユメカ 金成小学校 YUMEKA

4 菅原 結愛 スガワラ ユア 金成小学校 YUA

5 今村 美咲 イマムラ ミサキ 長町南小学校 MISAKI

6 佐藤 空 サトウ ソラ 連坊小 SORA

7 菅原 湊羽 スガワラ ソウ 金成小学校 SOU

8 佐々木 歩 ササキ アユム AYUMU



男女 1500m 1組 スタート時刻　10:45

ペースメーカー：髙橋 靖俊(5:30)、佐藤 寛幸(6:00)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 杉 翠月 スギ ミヅキ 東向陽台中学校 MIZUKI

2 野上 正宗 ノガミ マサムネ 東向陽台中学校 MASAMUNE

3 結城 快理 ユウキ カイリ 東向陽台中学校 KAIRI

4 小林 奏太 コバヤシ カナタ 大河原中 KANATA

5 大和田 智 オオワダ トモ TOMO

6 榎本 聖也 エノモト セイヤ 南光台中 ENOMOTO

7 庄子 愛詩 ショウジ イトシ 矢本第一中学校 ITO

8 平尾 菜々花 ヒラオ ナナハ 東向陽台中学校 NANAHA

9 佐藤 舞由 サトウ マユ 南光台中 SATO

10 阿部 文洋 アベ フミヒロ FUMIHIRO

11 千葉 ゆり子 チバ ユリコ 多賀城第二中学校 YURIKO

12 北芝 佳代子 キタシバ カヨコ ハレオ HALEO

13 千葉 南彗耀 チバ ナスカ NASUKA

14 尾形 桃弥 オガタ トウヤ 塩竈市立第一中学校 TOYA

15 鈴木 心人 スズキ アイト 塩竈市立第一中学校 AITO

16 長谷 恋花 ハセ レンカ 東向陽台中学校 RENKA

17 中島 かおる ナカジマ カオル KAORU

18 川村 あず カワムラ アズ みどり台中学校 AZU

19 髙橋 靖俊 タカハシ ヤストシ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

20 佐藤 寛幸 サトウ ヒロユキ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー



男女 1500m 2組 スタート時刻　10:55

ペースメーカー：大友 理貴(5:00)、鈴木 衛(5:15)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 高橋 瑛介 タカハシ エイスケ MRC EISUKE

2 鈴木 春香 スズキ ハルカ 東向陽台中学校 HARUKA

3 畳指 丈 タタミサシ ジョウ 東向陽台中学校 JO

4 大場 悠佑 オオバ ユウスケ 大河原中 YUSUKE

5 高橋 明愛 タカハシ メイ MEI

6 秋山 海結 アキヤマ ミユ しらかし台中学校 AKIYAMA

7 中川 綸子 ナカガワ リンコ 仙台一中 RINKO

8 星 陽樹 ホシ ハルキ 仙台一中 HARUKI

9 秋山 延輝 アキヤマ ノブキ しらかし台中学校 NOBUKI

10 木村 太一 キムラ タイチ しらかし台中学校 TAICHI

11 岩城 穂花 イワキ ホノカ 東向陽台中学校 HONOKA

12 野ヶ本 敬太 ノガモト ケイタ 大河原中 KEITA

13 大友 櫻子 オオトモ サクラコ 塩竈市立第一中学校 SAKURAKO

14 齋藤 由仁 サイトウ ユイン 南光台中 SAITO

15 佐藤 康陽 サトウ コウヨウ しらかし台中学校 KOYO

16 大友 理貴 オオトモ リキ 広瀬川RC ペースメーカー

17 鈴木 衛 スズキ マモル 広瀬川RC ペースメーカー



男女 1500m 3組 スタート時刻　11:05

ペースメーカー：三宅 陸斗(4:40)、佐々木 拓朗(4:50)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 都築 陽 ツヅキ ハル 東向陽台中学校 HARU

2 鹿又 嵩翔 カノマタ シュウト 塩竈市立第一中学校 SYUTO

3 中山 幸祐 ナカヤマ コウスケ 利府西中学校 KO-SUKE

4 今野 哲夫 コンノ テツオ TETSUO

5 髙橋 悠人 タカハシ ユウト 大河原中 YUTO

6 大友 麗央 オオトモ レオ しらかし台中学校 REO

7 高橋 真一 タカハシ シンイチ TAKASHIN

8 日野 脩杜 ヒノ シュウト しらかし台中学校 SHUTO

9 玉渕  克 タマブチ  マサル 広瀬川ＲＣ ojisan 

10 玉渕  晴哉 タマブチ  ハルヤ 広瀬川ＲＣ HARUYA 

11 川原 卓弥 カワハラ タクヤ TK

12 髙橋 芽妃 タカハシ メイ 矢本第一中学校 MEI

13 金田 忠久 カナダ タダヒサ 東向陽台中学校 TADAHISA

14 髙橋 凌央 タカハシ リオ 大河原中 RIO

15 奥山 琥珀 オクヤマ コハク KOHAKU

16 三宅 陸斗 ミヤケ リクト ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

17 佐々木 拓朗 ササキ タクロウ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー



男女 1500m 4組 スタート時刻　11:15

ペースメーカー：千石 優太(4:15)、千葉 洋太(4:30)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 佐藤 碧翔 サトウ アオト aoto

2 高橋 歩蓮 タカハシ アレン 北上中学校 AREN

3 加藤 煌我 カトウ コウガ 塩竈市立第三中学校 KATO

4 荒谷  義成 アラヤ  ヨシナリ 広瀬川ＲＣ NARI 

5 村上 晴人 ムラカミ ハルト 仙台一中 HARUTO

6 笹川 純一 ササカワ ジュンイチ team BRAID BRAID SASA

7 鈴木 朝陽 スズキ アサヒ 仙台二華 ASAHI

8 湯本 琉平 ユモト リュウヘイ 仙台二華中学校 RYUHEI

9 佐藤 恭太郎 サトウ キョウタロウ 大河原中学校 KYO T

10 鈴木 幸雄 スズキ ユキオ SZKYKO

11 鈴木 智仁 スズキ トモヒト PGPJT SUZUKI

12 豊澤 啓 トヨサワ ケイ PGPJT KEI

13 下山 翔大 シモヤマ ショウタ PGPJT SHOTA

14 今野 太良 コンノ タイラ JA taira

15 菅原 豪起 スガワラ ゴウキ 東北学院大学 GOU

16 楠 曜瑛 クスノキ ヨウエイ 仙台一中 YOEI

17 工藤 大知 クドウ タイチ 仙台二華中学校 TAICHI

18 千石 優太 センゴク ユウタ おおさきRC ペースメーカー

19 千葉 洋太 チバ ヨウタ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー



男女3000m 1組 スタート時刻　11:30

ペースメーカー：我妻 嘉仁(10:00)、大友 理貴(10:30)、千葉 彩有花(11:00)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 小室 貴寛 コムロ タカヒロ CCBJI comcom

2 針生 武憲 ハリウ タケノリ 仙台一中 TAKENORI

3 千葉 悠里奈 チバ ユリナ 石巻ＲＣ YURINA

4 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

5 峯岸 季玖 ミネギシ リク みんなのスポーツクラブ RIKU

6 長谷川 結希 ハセガワ ユウキ 仙台一中 YUKI

7 石川 大輔 イシカワ ダイスケ di

8 大山 巧翔 オオヤマ タクト 高崎中 Takuto

9 木村 颯之介 キムラ ソウノスケ 東仙台中学校 SOUNOSUKE

10 髙橋 芽妃 タカハシ メイ 矢本第一中学校 MEI

11 牧野 あや マキノ アヤ 石巻RC MAKINO

12 松本 萌 マツモト モエ 七北田中学校 MOE

13 磯田 洋志 イソダ ヒロシ かとうや OPPE

14 中村 芽依 ナカムラ メイ MEI

15 中村 茉梨依 ナカムラ マリイ MARII

16 三谷 洋平 ミタニ ヨウヘイ yohei

17 我妻 嘉仁 アガツマ ヨシヒト 多賀城自衛隊 ペースメーカー

18 大友 理貴 オオトモ リキ 広瀬川RC ペースメーカー

19 千葉 彩有花 チバ サユカ 石巻専修大学 ペースメーカー



男女3000m 2組 スタート時刻　11:45

ペースメーカー：三宅 陸斗 / 佐藤 工(9:15)、千石 優太(9:30)、佐藤 勝太(9:45)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 菊池 健 キクチ ケン 多賀城自衛隊 KEN

2 井上 康介 イノウエ コウスケ 広瀬中 KOSUKE

3 佐々木 健彦 ササキ タケヒコ TAKEHIKO

4 石川 楓 イシカワ カエデ 広瀬中 KAEDE

5 佐藤 司 サトウ ツカサ UA SATO

6 仲原 祐樹 ナカハラ ユウキ UDC YUKI

7 佐藤 優太郎 サトウ ユウタロウ 七転八起 YUTA

8 髙橋 武馬 タカハシ タケマ 東北学院大学 TAKEMA

9 川端 樹 カワバタ イツキ 広瀬中 ITSUKI

10 森谷 享平 モリヤ キョウヘイ BRAID MORIYA

11 猪狩 一輝 イカリ カズテル 南光台中 IKARI

12 大栁 春翔 オオヤナギ シュント 広瀬中 SHUNTO

13 平井 雄一郎 ヒライ ユウイチロウ 広瀬中 CHAPPY

14 紺野 佳輝 コンノ ヨシキ 多賀城自衛隊 KON

15 渡辺 直人 ワタナベ ナオト BRAID Nao

16 安島  雄二 アジマ  ユウジ 広瀬川ＲＣ AJ 

17 髙橋 靖俊 タカハシ ヤストシ ユナイテッドアスリーツ YASU

18 菅野 卓杜 カンノ タクト 宮城県富谷高等学校 TAKUTO

19 三宅 陸斗
佐藤 工

ミヤケ リクト
サトウ タクミ

ユナイテッドアスリーツ
広瀬川RC ペースメーカー

20 千石 優太 センゴク ユウタ おおさきRC ペースメーカー

21 佐藤 勝太 サトウ ショウタ 広瀬川RC ペースメーカー



キッズ 1000m スタート時刻　12:00

ペースメーカー：志村 史雄(3:30)、荒谷 義成(4:00)、深堀 雄基(4:30)、佐々木 拓朗(FREE)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 中村 光 ナカムラ コウ KOU

2 中島 悠斗 ナカジマ ユウト YUTO

3 高橋 依愛 タカハシ エマ EMA

4 志村 晴希 シムラ ハルキ ランナーズハイ HARUMAKI

5 内海 橙真 ウチミ トウマ RAPIDINI TOMA

6 佐藤 空 サトウ ソラ 連坊小 SORA

7 中村 正央 ナカムラ セオ SEO

8 深堀 友那 フカボリ ユナ 仙台市立原町小学校 YUNA

9 深堀 雄太 フカボリ ユウタ 仙台市立原町小学校 YUTA

10 青天目 心美 ナバタメ ココミ Cocomi

11 青天目 彩美 ナバタメ アヤミ Ayami

12 佐藤 百十夢 サトウ モトム 荒町小学校 MOTOMU

13 寺尾 琥哲 テラオ コテツ MRC KOTETSU

14 佐々木 歩 ササキ アユム AYUMU

15 佐々木 真実 ササキ マミ MAMI

16 鴫原 華音 シギハラ カノン SHIGIHARA

17 中島 りん ナカジマ リン RIN

18 中島 健斗 ナカジマ ケント KENTO

19 志村 史雄 シムラ フミオ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

20 荒谷 義成 アラヤ ヨシナリ 広瀬川RC ペースメーカー

21 深堀 雄基 フカボリ ユウキ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

22 佐々木 拓朗 ササキ タクロウ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー



男女5000m 1組 スタート時刻　12:10

ペースメーカー：工藤 淳一(19:50)、千葉 彩有花(21:00)、鈴木 衛(22:00)、髙橋 靖俊(24:00)、佐藤 寛幸(25:00)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 玉手 美里 タマテ ミサト ふくしま持久力 MISATO

2 早川 満 ハヤカワ ミツル 富沢拓陸会 MIT

3 伊藤 健太 イトウ ケンタ 伊藤医院（加美町） KENTA

4 鈴木 和義 スズキ カズヨシ SUZUKI

5 五十嵐 永治 イガラシ エイジ 太白区 IGA

6 菊田 竜司 キクタ リュウジ Ryu Kiku

7 畠山 和佳美 ハタケヤマ ワカミ WAKA

8 木村 恵巳 キムラ エミ たんぽぽRC EMI

9 佐藤 浩之 サトウ ヒロユキ HIROYUKI

10 西村 明博 ニシムラ アキヒロ NISHI

11 川邉 勝洋 カワベ カツヒロ Katsuhiro

12 小森 知彦 コモリ トモヒコ TOMOHIKO

13 早坂 詩乃 ハヤサカ シノ セントラル南小泉 SHINO

14 鴫原 真未 シギハラ マミ SHIGIHARA

15 工藤 淳一 クドウ ジュンイチ 広瀬川RC ペースメーカー

16 千葉 彩有花 チバ サユカ 石巻専修大学 ペースメーカー

17 鈴木 衛 スズキ マモル 広瀬川RC ペースメーカー

18 髙橋 靖俊 タカハシ ヤストシ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

19 佐藤 寛幸 サトウ ヒロユキ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー



男女5000m 2組 スタート時刻　12:45

ペースメーカー：佐藤 工(17:50)、千葉 洋太(18:20)、佐藤 勝太(18:50)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 吉元 拓也 ヨシモト タクヤ BRAID YOSHIMOTO

2 羽賀 隆義 ハガ タカヨシ サクセス工業 HAGA

3 成澤 文秀 ナリサワ フミヒデ 鶴岡第五走友会 NARISAWA

4 遠藤 佑也 エンドウ ユウヤ みやぎTFC YUYA

5 高橋 真一 タカハシ シンイチ TAKASHIN

6 中戸川 敏明 ナカトガワ トシアキ TOSHI

7 横山  一作 ヨコヤマ  イッサク 広瀬川ＲＣ ISSAKU 

8 滝ケ平 亜子 タキガヒラ アコ ユナイテッドアスリーツ AKO

9 川原 卓弥 カワハラ タクヤ TK

10 青天目 嵩 ナバタメ タカシ NABA

11 山田 義丈 ヤマダ ヨシタケ YOSHI

12 菅野  克敏 カンノ  カツトシ 広瀬川ＲＣ KATSU 

13 沢田  秀二 サワダ  シュウジ 広瀬川ＲＣ SAWADASH 

14 清野 亮平 キヨノ リョウヘイ RYOHEI

15 山田 峻一 ヤマダ シュンイチ みやぎ生協 SYUNICHI

16 安達 陽平 アダチ ヨウヘイ Yohei

17 遠藤 雅晴 エンドウ マサハル 富谷高校 MASA

18 丹野 竜也 タンノ タツヤ （医）七郷クリニック TATUYA

19 佐藤 工 サトウ タクミ 広瀬川RC ペースメーカー

20 千葉 洋太 チバ ヨウタ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

21 佐藤 勝太 サトウ ショウタ 広瀬川RC ペースメーカー



男女5000m 3組 スタート時刻　13:10

ペースメーカー：我妻 嘉仁 / 仲原 祐樹(16:40)、森谷 享平(17:00)、荒谷 義成(17:20)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 遠藤 直樹 エンドウ ナオキ TEAM54 ennnao

2 小室 貴寛 コムロ タカヒロ CCBJI comcom

3 水戸 翔 ミト カケル 船岡自衛隊 KAKERU

4 安島  雄二 アジマ  ユウジ 広瀬川ＲＣ AJ 

5 吉田 達郎 ヨシダ タツロウ みやきょうRC tatsurosun

6 青柳 公大 アオヤギ コウダイ UNITED ATHLETES AOYAGI

7 飛田 将孝 トビタ マサタカ TOBI

8 杉田 康 スギタ ヤスシ SUGITA

9 深堀 雄基 フカボリ ユウキ ユナイテッドアスリーツ YUKI

10 小玉  光敏 コダマ  ミツトシ 広瀬川ＲＣ KODAMA 

11 鈴木  衛 スズキ  マモル 広瀬川ＲＣ MAMO 

12 玉渕  克 タマブチ  マサル 広瀬川ＲＣ ojisan 

13 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

14 寺尾 清隆 テラオ キヨタカ MRC kiyo

15 神田  友和 カンダ  トモカズ 広瀬川ＲＣ KANDA 

16 阿部 和明 アベ カズアキ KAZUAKI

17 鬼柳 広樹 オニヤナギ ヒロキ 花巻AC HIROKI

18 佐々木 拓朗 ササキ タクロウ UNITED ATHLETES TAKU

19 我妻 嘉仁
仲原 祐樹

アガツマ ヨシヒト
ナカハラ ユウキ

多賀城自衛隊
UDC ペースメーカー

20 森谷 享平 モリヤ キョウヘイ BRAID ペースメーカー

21 荒谷 義成 アラヤ ヨシナリ 広瀬川RC ペースメーカー



男女5000m 4組 スタート時刻　13:30

ペースメーカー：千石 優太 / 三宅 陸斗(15:15)、佐藤 工 / 佐藤 勝太(15:50)、千葉 洋太 / 大友 理貴(16:20)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 新田 裕貴 ニツタ ユウキ 石巻RC NITTA

2 石川 樹 イシカワ タツキ 多賀城自衛隊 TATSUKI

3 小野 大輔 オノ ダイスケ DAISUKE

4 脇田 怜司 ワキダ レイジ ユナイテッドアスリーツ REIJI

5 伊東 拓 イトウ タク おおさきRC TAKU

6 足達 信哉 アダチ ノブヤ ADACHI

7 設楽 雅彦 シダラ マサヒコ 仁井田本家 ITO

8 正岡 隼 マサオカ シュン UNITED ATHLETES MASAOKA

9 髙橋  聡 タカハシ  ソウ 広瀬川ＲＣ SOW 

10 賀川 僚太郎 カガワ リョウタロウ RYO

11 藤田 学 フジタ マナブ UNITED ATHLETES FJT

12 佐々木 玲 ササキ レイ 広瀬川RC rei

13 爲石 太一朗 タメイシ タイチロウ ユナイテッドアスリーツ TAME

14 熊谷 修良 クマガイ ノブヨシ あぶくまAC KUMA

15 志村 史雄 シムラ フミオ ユナイテッドアスリーツ SHIMU

16 柴田 勇助 シバタ ユウスケ ユナイテッドアスリーツ YUSUKE

17 千石 優太
三宅 陸斗

センゴク ユウタ
ミヤケ リクト

おおさきRC
ユナイテッドアスリーツ

ペースメーカー

18 佐藤 工
佐藤 勝太

サトウ タクミ
サトウ ショウタ

広瀬川RC
広瀬川RC ペースメーカー

19 千葉 洋太
大友 理貴

チバ ヨウタ
オオトモ リキ

ユナイテッドアスリーツ
広瀬川RC ペースメーカー


