
男女3000m 1組 スタート時刻 10:00

ペースメーカー：11:15（志村 史雄）、12:00（荒谷 義成）

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 鈴木 裕美 スズキ ヒロミ HIROMI

2 伊東 哲哉 イトウ テツヤ 川俣陸走 TETSUYA

3 千葉 瑞希 チバ ミズキ 長町中学校 MIZUKI

4 玉手 美里 タマテ ミサト ふくしま持久力 MISATO

5 佐藤準哉 サトウジュンヤ 米山中学校 Jun

6 葛岡 周平 クズオカ シュウヘイ 長町中学校 SHUUHEI

7 飯田 由美子 イイダ ユミコ Yumiko

8 阿部 文洋 アベ フミヒロ FUMIHIRO

9 橋本 柑菜 ハシモト カンナ 蛇田中学校 KANNA

10 橋本 柚希 ハシモト ユズキ 蛇田中学校 YUZUKI

11 加賀谷 柚希 カガヤ ユウキ 長町中学校 YUUKI

12 山崎 奈結 ヤマザキ ナユ 聖和学園高校 NAYU

13 北芝 佳代子 キタシバ カヨコ HALEO HALEO

14 菅田 瑠那 スガタ ルナ あぶくまAC RUNA

15 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

16 荒谷 義成 アラヤ ヨシナリ 広瀬川RC ペースメーカー



男女3000m 2組 スタート時刻 10:20

ペースメーカー：10:15（佐々木 拓朗）、10:45（菊地 春紀）

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 木村 颯之介 キムラ ソウノスケ 東仙台 SONOSUKE

2 浅野 澄 アサノ トオル 長町中学校 TORU

3 磯田 洋志 イソダ ヒロシ かとうや OPPE

4 伊東 奏音 イトウ カノン 仙台二高 ITO KANON

5 玉渕 晴哉 タマブチ ハルヤ 広瀬川RC HARUYA

6 鈴木 かのん スズキ カノン 長町中学校 KANONN

7 髙橋 芽妃 タカハシ メイ 矢本第一中学校 MEI

8 荒井 沙織 アライ サオリ 聖和学園高校 saori

9 宮西 晶 ミヤニシ アキラ エフアシスト AKIRA

10 井波 由希 イナミ ユキ ウィルランズ INAMI

11

12 小林 稜 コバヤシ リョウ 増田中学校 KOBAYASHI

13 菅原 伊織 スガワラ イオリ IORI

14 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

15 菊地 春紀 キクチ ハルキ 大江町役場 ペースメーカー



男女3000m 3組 スタート時刻 10:35

ペースメーカー：9:00（三宅 陸斗 / 櫻田 浩章）、9:45（菅野 辰也）

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 須賀 暁 スガ サトル Columbia Montrail GaaaSuuu

2 菊池 健 キクチ ケン 多賀城自衛隊 KEN

3 高石 眞央 タカイシ マヒロ 受験まであと半月 SHINSPLINT

4 加藤 煌我 カトウ コウガ 塩竈市立第三中学校 KATO

5 森谷 享平 モリヤ キョウヘイ BRAID KYOHEI

6 佐藤 司 サトウ ツカサ ユナイテッドアスリーツ TSUKASA

7 渡邊 直人 ワタナベ ナオト BRAID Nao

8 相沢 駿斗 アイザワ ハヤト 長町中学校 HAYATO

9 安田 匠希 ヤスダ ナルキ 長町中学校 NARUKI

10 髙橋 靖俊 タカハシ ヤストシ ユナイテッドアスリーツ YASU

11 藤原 大樹 フジワラ ダイキ FUJIWARA

12 川畑 陽太 カワハタ ヨウタ 鳴瀬未来中学校 yota

13 笹川 純一 ササカワ ジュンイチ BRAID SASA

14 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

15 川本 芯 カワモト シン 長町中学校 SHIN

16 長岡 みさき ナガオカ ミサキ 長町中学校 MISAKI

17 三宅 陸斗
櫻田 浩章

ミヤケ リクト
サクラダ ヒロアキ

ユナイテッドアスリーツ
石巻RC ペースメーカー

18 菅野 辰也 カンノ タツヤ あぶくまAC ペースメーカー



キッズ 1000m スタート時刻 10:50

ペースメーカー：3:45（青柳 公大）、5:00（千葉 彩有花）

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 畠山 琥太郎 ハタケヤマ コタロウ 利府ジュニア陸上クラブ　 KOTARO

2 落合 彩波 オチアイ イロハ RAPIDINI IROHA

3 志村 晴希 シムラ ハルキ ランナーズハイ HARUMAKI

4 内海 橙真 ウチミ トウマ RAPIDINI TOMA

5 玉木 柚花 タマキ ユズカ 青山小学校 Yuzuka

6 宮西 悠河 ミヤニシ ユウガ エフアシスト YUGA

7 佐々木 歩 ササキ アユム 老松小学校 AYUMU

8 佐々木 真実 ササキ マミ MAMI

9 井波 昊也 イナミ コウヤ ウィルランズ KOUYA

10 円舘 来來 エンダテ ライク RAIKU

11 小野寺 太陽 オノデラ タイヨウ TAIYOU

12 小野寺 翼 オノデラ ツバサ TSUBASA

13 青柳 公大 アオヤギ コウダイ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

14 千葉 彩有花 チバ サユカ 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 11:00

ペースメーカー：18:20（鈴木 衛）、18:50（大渕 芽亜里）、20:00（工藤 淳一）、22:00（髙橋 靖俊）

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 川原 卓弥 カワハラ タクヤ TK

3 坂部 達也 サカベ タツヤ 管走会 Beer

4 山田 峻一 ヤマダ シュンイチ みやぎ生協 SYUNICHI

5 菊地 春恵 キクチ ハルエ ユナイテッドアスリーツ HARUE

6 清野 亮平 キヨノ リョウヘイ RYOHEI

7 石神 輝也 イシガミ テルヤ GAMI

8 安達 陽平 アダチ ヨウヘイ Yohei

9 山崎 慶太 ヤマザキ ケイタ ZAKISAN

10 伊藤 大輔 イトウ ダイスケ ekusiadoti

11 畠山 和佳美 ハタケヤマ ワカミ WAKA

12 佐藤 浩之 サトウ ヒロユキ HIROYUKI

13 大和田 智 オオワダ トモ TOMO

14 早坂 詩乃 ハヤサカ シノ 仙台明走会 SHINO

15 鈴木 衛 スズキ マモル 広瀬川RC ペースメーカー

16 大渕 芽亜里 オオブチ メアリ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

17 工藤 淳一 クドウ ジュンイチ 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



男女5000m 2組 スタート時刻 11:30

ペースメーカー：17:00（石川 樹）、17:30（爲石 太一朗）、18:00（大澤 太一）

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 村岡 淳 ムラオカ ジュン BRAID MURAOKA

2 郷右近 樹 ゴウコン タツキ GO!UKON

3 小谷野 繁樹 コヤノ シゲキ ふくしま持久力 SHIGEKI

4 鬼柳 広樹 オニヤナギ ヒロキ 花巻AC HIROKI

5 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

6 神田 友和 カンダ トモカズ 広瀬川RC KANDA

7 菅野 克敏 カンノ カツトシ 広瀬川RC KATSU

8 千葉 彩有花 チバ サユカ ユナイテッドアスリーツ SAYUKA

9 吉元 拓也 ヨシモト タクヤ BRAID YOSHIMOTO

10 高橋 真一 タカハシ シンイチ TAKASHIN

11 中戸川 敏明 ナカトガワ トシアキ TOSHI

12 阿部 和明 アベ カズアキ ABE

13 今野 太良 コンノ タイラ JA TAIRA

14 千葉 悠里奈 チバ ユリナ YURINA

15 林 直之 ハヤシ ナオユキ 仙台市役所陸上部 NAO

16 松田 脩 マツタ シュウ MATSUTA

17 須藤 敏幸 ストウ トシユキ suusan

18 石川 樹 イシカワ タツキ 多賀城自衛隊 ペースメーカー

19 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 ペースメーカー

20 大澤 太一 オオサワ タイチ TEAMみちのく ペースメーカー



男女5000m 3組 スタート時刻 11:50

ペースメーカー：16:15（佐々木 拓朗）、16:40（森谷 享平 / 青柳 公大）

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 熊谷 將樹 クマガイ マサキ 東北学院大学 MASAKI

2 柴田 貴之 シバタ タカユキ ユナイテッドアスリーツ SHIBA

3 小山 和人 コヤマ カズト 福島大学 KAZUTO

4 佐藤 匠 サトウ タクミ 南部鉄工建設RC TUMI

5 鴻巣 隼人 コウノス ハヤト チーム寺西 Tera

6 佐々木 玲 ササキ レイ 広瀬川RC rei

7 杉田 康 スギタ ヤスシ SUGITA

8 加瀬谷 拓 カセヤ タク 宮城陸協 Kaseya

9 遠藤 直樹 エンドウ ナオキ TEAM54 ennnao

10 荒谷 義成 アラヤ ヨシナリ 広瀬川RC NARI

11 小室 貴寛 コムロ タカヒロ CCBJI comcom

12 樋渡 翔太 ヒワタシ ショウタ HIWATASHI

13 工藤 淳一 クドウ ジュンイチ 広瀬川RC JUN

14 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

15 森谷 享平
青柳 公大

モリヤ キョウヘイ
アオヤギ コウダイ

BRAID
ユナイテッドアスリーツ

ペースメーカー



男女5000m 4組 スタート時刻 12:10

ペースメーカー：15:15（三宅 陸斗 / 大澤 太一）、15:50（石川 樹）

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 松田 脩 マツタ シュウ MATSUTA

2 櫻田 浩章 サクラダ ヒロアキ 石巻RC SAKURADA

3 戸田 勇 トダ イサム ユナイテッドアスリーツ SAM

4 大場 麻央 オオバ マヒロ mahiro

5 脇田 怜司 ワキダ レイジ ユナイテッドアスリーツ Dyson

6 菱沼 嘉竜 ヒシヌマ ヨシタツ hisinuma

7 菊地 春紀 キクチ ハルキ 大江町役場 Haru

8 大友 理貴 オオトモ リキ 広瀬川RC RIKI

9 菅野 辰也 カンノ タツヤ あぶくまＡＣ PEACH

10 佐藤 工 サトウ タクミ 広瀬川RC TAKU

11 佐藤 優太郎 サトウ ユウタロウ 七転八起 YU

12 千葉 洋太 チバ ヨウタ ユナイテッドアスリーツ YOTA

13 正岡 隼 マサオカ シュン ユナイテッドアスリーツ MASAOKA

14 志村 史雄 シムラ フミオ ユナイテッドアスリーツ SHIMU

15 三宅 陸斗
大澤 太一

ミヤケ リクト
オオサワ タイチ

ユナイテッドアスリーツ
TEAMみちのく

ペースメーカー

16 石川 樹 イシカワ タツキ 多賀城自衛隊 ペースメーカー


