
キッズ 100m スタート時刻　9:55
1組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 梶谷 直子 カジタニ ナオコ STARTLINE NAOKO

3 菊池 丈琉 キクチ タケル STARTLINE TAKERU

4 渋谷 心麗 シブヤ ミレイ STARTLINE MIREI

5 今村 美咲 イマムラ ミサキ STARTLINE MISAKI

6 玉川 陽 タマカワ ヒナタ STARTLINE HINATA

7 櫻本 涼華 サクラモト スズカ STARTLINE SUZUKA

8

2組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 伊藤 碧悠 イトウ アオト STARTLINE AOTO

3 安西 結愛 アンザイ ユウア STARTLINE YUUA

4 志賀 穂乃花 シガ ホノカ STARTLINE HONOKA

5 柴田 悠馬 シバタ ユウマ STARTLINE YUMA

6 竹内 遥絆 タケウチ ハルキ STARTLINE HARUKI

7 菊地 遼太郎 キクチ リョウタロウ STARTLINE RYOTARO

8 今野 心珠 コンノ コダマ 東松島市ATHLE陸上 KODAMA

3組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 木内 奏音 キウチ カノン STARTLINE KANON

3 木村 涼誠 キムラ リョウセイ STARTLINE RYOSEI

4 安原 翔央 ヤスハラ ナオ STARTLINE NAO

5 吉清水 翔太 ヨシミズ ショウタ STARTLINE SHOTA

6 阿部 ほのり アベ ホノリ STARTLINE HONORI

7 阿達 健太 アダチ ケンタ STARTLINE KENTA

8 白岩 里彩 シライワ リサ 東松島市ATHLE陸上 RISA



キッズ 100m スタート時刻　9:55
4組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 亀山 真由 カメヤマ マユ 東松島市ATHLE陸上 MAYU

2 宮本 萌花 ミヤモト モアナ STARTLINE MOANA

3 小野寺 翼 オノデラ ツバサ TSUBASA

4 佐々木 絢心 ササキ アコ STARTLINE AKO

5 佐藤 穂ノ花 サトウ ホノカ 錦ヶ丘小学校 HONOKA

6 千葉 実怜 チバ ミレイ STARTLINE MIREI

7 渡邊 愛弓 ワタナベ アユ STARTLINE AYU

8 鹿野 絆来 カノ ハンナ 東松島市ATHLE陸上 HANNA

5組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 小野寺 太陽 オノデラ タイヨウ TAIYOU

3 庄子 寛 ショウジ ヒロ STARTLINE HIRO

4 舘野 歩 タテノ アユム STARTLINE AYUMU

5 田中 蔵馬 タナカ クラマ STARTLINE KURAMA

6 佐藤 玄基 サトウ ゲンキ 錦ヶ丘小学校 GENKI

7 佐藤 大起 サトウ ダイキ STARTLINE DAIKI

8 庄子 心響 ショウジ ミオト 東松島市ATHLE陸上 MIOTO

6組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 佐藤 剛人 サトウ マサト STARTLINE MASATO

3 高田 大路 タカダ タイジ STARTLINE TAIJI

4 千田 優希 チダ ユウキ STARTLINE YUKI

5 近江 建汰 オオミ ケンタ STARTLINE KENTA

6 小泉 陽大 コイズミ ヒナタ STARTLINE HINATA

7 舘野 平 タテノ タイラ STARTLINE TAIRA

8



キッズ 100m スタート時刻　9:55
7組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 柴田 俊助 シバタ シュンスケ 柴田家 SYUNSUKE

2 金澤 玲那 カナザワ レナ STARTLINE RENA

3 狭間 凱地 ハサマ ガイチ STARTLINE GAICHI

4 髙際 智之進 タカギワ トモノシン STARTLINE TOMONOSIN

5 二本柳 皇之介 ニホンヤナギ コウノスケ STARTLINE KONOSUKE

6 伊藤 結菜 イトウ ユイナ STARTLINE YUINA

7 佐藤 希夢 サトウ ノゾム STARTLINE NOZOMU

8 佐藤 駿 サトウ シュン 岩沼西小学校 SHUN

8組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 柴田 功助 シバタ コウスケ 柴田家 KOUSUKE

2 菊地 紗奈 キクチ サナ STARTLINE SANA

3 髙橋 リナコ タカハシ リナコ STARTLINE RINAKO

4 遊佐 清空 ユサ キヨラ STARTLINE KIYORA

5 山下 唯翔 ヤマシタ ユイト STARTLINE YUITO

6 佐々木 優成 ササキ ユウセイ STARTLINE YUSEI

7 清水 貫太 シミズ カンタ STARTLINE KANTA

8 高橋 暉芯 タカハシ キシン 汐見小学校 KISHIN

9組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 伊藤 雪桜 イトウ ユア YUA ITO

2 佐々木 歩 ササキ アユム 老松小学校 AYUMU

3 長尾 晃 ナガオ アキラ STARTLINE AKIRA

4 松下 煌明 マツシタ コウメイ STARTLINE KOMEI

5 松下 遼星 マツシタ リョウセイ STARTLINE RYOSEI

6 涌澤 透子 ワクサワ トウコ STARTLINE TOKO

7 佐々木 智慧 ササキ チエ CHIE

8 及川 愛絆 オイカワ アイナ 岩沼西小学校 AINA



男子 100m スタート時刻　9:40
1組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 西坂 優司 ニシサカ ユウシ 仙台工業高等学校 NISHI

2 佐々木 晶斗 ササキ アキト STARTLINE AKITO

3 浅妻 丈人 アサヅマ タケト STARTLINE TAKETO

4 後藤 碧 ゴトウ アオ STARTLINE AO

5 岡 風翔 オカ フウガ 角田中学校 FUUGA

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 岡島 大悟 オカジマ ダイゴ みやぎTFC daigo

8 小林 遼 コバヤシ リョウ 高森中学校 KOBAYASHI

2組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 森本 響 モリモト ヒビキ 仙台一中 MORIMOTO

2 小俣 渓志郎 コマタ ケイシロウ 矢本第二中学校 KCR

3 小原 健斗 オバラ ケント OBARA

4 柳 昂之介 ヤナギ コウノスケ 仙台市立第一中学校 KONOSUKE

5 近藤 優虎 コンドウ ユウト STARTLINE YUTO

6 谷川 蓮 タニガワ レン STARTLINE REN

7 小松 幸太郎 コマツ コウタロウ KOTARO

8 飯淵 瑛人 イイブチ エイト 高森中学校 EITO

3組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 北川 颯大 キタガワ ハヤト STARTLINE HAYATO

3 髙橋 正徳 タカハシ マサノリ STARTLINE MASANORI

4 千葉 翔悟 チバ ショウゴ STARTLINE SHOGO

5 長谷部 佑翠 ハセベ ユウスイ しらかし台中学校 YUSUI

6 沼田 昌磨 ヌマタ ショウマ STARTLINE SHOMA

7 米澤 蓮 ヨネザワ レン STARTLINE REN

8 佐藤 凛 サトウ リン 角田中学校 RIN



男子 100m スタート時刻　9:40
4組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 千葉 遥人 チバ ハルト STARTLINE HARUTO

3 島田 悠斗 シマダ ユウト 稲井中学校 YUTO

4 榊原 慈温 サカキバラ シオン STARTLINE SHION

5 佐々木 舜耶 ササキ シュンヤ STARTLINE SHUNYA

6 及川 來夢 オイカワ ライム みんなのスポーツクラブ RAIMU

7 宮西 悠河 ミヤニシ ユウガ エフアシスト YUGA

8 鈴木 笙太郎 スズキ ショウタロウ STARTLINE SHOTARO

5組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 酒井 瑛太 サカイ エイタ 東松島市ATHLE陸上 EITA

3 齋藤 裕翔 サイトウ ヒロト 角田中学校 HIROTO

4 庄子 奏生 ショウジ カナウ 東松島市ATHLE陸上 KANA

5 永田 直利 ナガタ ナオトシ NAGATA

6 安達 陽平 アダチ ヨウヘイ YOHEI

7 佐藤 祐太 サトウ ユウタ YUUTA

8



女子 100m スタート時刻　9:30
1組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 佐藤 綾音 サトウ アヤネ STARTLINE AYANE

3 菅原 小鈴 スガワラ コリン STARTLINE KORIN

4 佐藤 ちひろ サトウ チヒロ STARTLINE CHIHIRO

5 牛坂 れいら ウシザカ レイラ STARTLINE REIRA

6 神 心那 ジン ココナ STARTLINE KOKONA

7 荒谷 優杏 アラヤ ユアン みどり台中学校 YUAN

8 髙橋 悠莉 タカハシ ユウリ STARTLINE YURI

2組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 小笠原 芽衣 オガサワラ メイ しらかし台中学校 Mei

3 金澤 凛音 カナザワ リオン STARTLINE RION

4 大沼 怜華 オオヌマ レイカ 石巻市立住吉中学校 REIKA

5 半澤 凛 ハンザワ リン しらかし台中学校 RIN

6 菊地 優奈 キクチ ユナ STARTLINE YUNA

7 千葉 南彗耀 チバ ナスカ NASUKA

8



キッズ 1000m 1組 スタート時刻 11:00

ペースメーカー：4:30(爲石 太一朗)、5:00(工藤 淳一)、5:30(志村 史雄)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 佐々木 歩 ササキ アユム 老松小学校 AYUMU

2 佐々木 梨乃 ササキ リノ STARTLINE RINO

3 千田 優希 チダ ユウキ STARTLINE YUKI

4 遊佐 清空 ユサ キヨラ STARTLINE KIYORA

5 木村 悠希 キムラ ユウキ STARTLINE YUKI

6 菅井 優太 スガイ ユウタ STARTLINE YUTA

7 佐々木 真実 ササキ マミ 亦楽小学校 MAMI

8 寺尾 琥哲 テラオ コテツ 美里RC KOTETSU

9 幕田 美織 マクタ ミオリ Makuta Grace Field House Mio

10 小野寺 太陽 オノデラ タイヨウ TAIYOU

11 小野寺 菜月 オノデラ ナツキ 長町小学校 NATSUKI

12 寺尾 琥里 テラオ コウリ 美里RC KOURI

13 佐藤 玄基 サトウ ゲンキ 錦ヶ丘小学校 GENKI

14 菅原 悠杜 スガハラ ユウト 南吉成小学校 YUTO

15 佐藤 駿 サトウ シュン 岩沼西小学校 SHUN

16 幕田 瑛二朗 マクタ エイジロウ Makuta grace field house E・I

17 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

18 工藤 淳一 クドウ ジュンイチ 広瀬川RC ペースメーカー

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



キッズ 1000m 2組 スタート時刻 11:10

ペースメーカー：3:20(髙橋 聡)、3:40(青柳 公大)、4:00(千葉 洋太)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 竹内 遥絆 タケウチ ハルキ STARTLINE HARUKI

2 舘野 歩 タテノ アユム STARTLINE AYUMU

3 今野 赳 コンノ タケル STARTLINE TAKERU

4 舘野 平 タテノ タイラ STARTLINE TAIRA

5 田中 桜花 タナカ サクラ STARTLINE SAKURA

6 千葉 みのり チバ ミノリ STARTLINE MINORI

7 佐藤 剛人 サトウ マサト STARTLINE MASATO

8 志村 晴希 シムラ ハルキ ランナーズハイ HARUMAKI

9 小野寺 翼 オノデラ ツバサ TSUBASA

10 木内 奏音 キウチ カノン STARTLINE KANON

11 荒木 心和 アラキ ココナ 増田小学校 KOKONA

12 寒河江 一華 サガエ イチカ 多賀城東小学校 ICHIKA

13 一迫 圭佑 イチハザマ ケイスケ STARTLINE KEISUKE

14 佐藤 穂ノ花 サトウ ホノカ 錦ヶ丘小学校 HONOKA

15 中村 正央 ナカムラ セオ 美里RC SEO

16 高橋 依愛 タカハシ エマ 七転八起 EMA

17 髙橋 聡 タカハシ ソウ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

18 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

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1500m 1組 スタート時刻 10:30

ペースメーカー： 5:15(一條 博海)、5:30(佐藤 工)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 荒井 沙織 アライ サオリ 聖和学園 SAORI

2 鈴木 愛菜 スズキ アイナ 三沢一中 AINA

3 石神 輝也 イシガミ テルヤ サンゲツ RUN&BEER

4 佐藤 勇 サトウ イサム 酒田市 isamu satou

5 大和田 智 オオワダ トモ TOMO

6 村上 雅樹 ムラカミ マサキ 五城中学校 MASAKI

7 中村 虎生 ナカムラ コウ 幸町中学校 KOU

8 千葉 南彗耀 チバ ナスカ NASUKA

9 阿部 文洋 アベ フミヒロ FUMI

10 北芝 佳代子 キタシバ カヨコ HALEO HALEO

11 伊藤 琉維 イトウ ルイ RUI

12 中山 幸祐 ナカヤマ コウスケ KO-SUKE

13 八木 璃子 ヤギ リコ 古川東 RIKO

14 中村 光 ナカムラ コウ 美里RC KOU

15 齋藤 和 サイトウ アエル 聖和学園 AERU

16 髙橋 芽妃 タカハシ メイ 聖和学園 MEI

17 高橋 明愛 タカハシ メイ 七転八起 MEI

18 一條 博海 イチジョウ ヒロウミ あぶくまAC ペースメーカー

19 佐藤 工 サトウ タクミ 広瀬川RC ペースメーカー



男女1500m 2組 スタート時刻 10:40

ペースメーカー：4:45(佐々木 拓朗)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 川原 卓弥 カワハラ タクヤ TK

2 佐藤 映心 サトウ エイシン 五城中学校 EISHIN

3 市川 結唯 イチカワ ユイ 富谷第二中 ICHIKAWA

4 水戸 つぐみ ミト ツグミ 富谷第二中 MITO

5 水戸 くるみ ミト クルミ 富谷第二中 MITO

6 黒沢 諄 クロサワ ジュン KUROSAWA

7 高橋 瑛介 タカハシ エイスケ 美里RC EISUKE

8 佐藤 準哉 サトウ ジャンヤ 米山中学校 Jun

9 木村 颯之介 キムラ ソウノスケ SONOSUKE

10 秋山 延輝 アキヤマ ノブキ しらかし台中学校 NOBUKI

11 木村 太一 キムラ タイチ しらかし台中学校 TAICHI

12 下タ村 勇輝 シタムラ ユウキ YS

13 奥山 琥珀 オクヤマ コハク しらかし台中学校 KOHAKU

14 川原 直之 カワハラ ナオユキ NAOYUKI

15 山崎 奈結 ヤマザキ ナユ 聖和学園 NAYU

16 佐々木 彩那 ササキ アヤナ 聖和学園 AYANA

17 飛田 将孝 トビタ マサタカ TBT

18 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 3組 スタート時刻 10:50

ペースメーカー：4:15(三宅 陸斗)、4:30(古山 雄一郎)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 板橋 弘人 イタバシ ヒロト ちーむみちよぬ HIROTO

2 遠藤 佑也 エンドウ ユウヤ みやぎTFC YUYA

3 桜井 凛空 サクライ リク 美里RC RIKU

4 寺尾 清隆 テラオ キヨタカ 美里RC kiyo

5 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

6 高橋 歩蓮 タカハシ アレン 北上中学校 AREN

7 高橋 勇吾 タカハシ ユウゴ 美里RC YUGO

8 大友 麗央 オオトモ レオ しらかし台中学校 REO

9 日野 脩杜 ヒノ シュウト しらかし台中学校 SHUTO

10 高橋 真一 タカハシ シンイチ TAKASHIN

11 佐藤 碧翔 サトウ アオト しらかし台中学校 AOTO

12 大場 天翔 オオバ アマト 五城中学校 AMATO

13 佐藤 遼 サトウ リョウ 聖和学園 RYO

14 高橋 壮太 タカハシ ソウタ 聖和学園 SOTA

15 土屋 陽斗 ツチヤ アキト 聖和学園 AKITO

16

17 萩川 晄 ハギカワ コウ 聖和学園 KOH

18 橋浦 大和 ハシウラ ヤマト 聖和学園 YAMATO

19 村上 晴人 ムラカミ ハルト HARUTO

20 佐藤 啓輔 サトウ ケイスケ SATO

21 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

22 古山 雄一郎 コヤマ ユウイチロウ ペースメーカー



男女3000m 1組 スタート時刻 11:20

ペースメーカー：9:00(脇田 怜司 / 一條 博海)、9:30(鈴木 貴史)、10:00(藤田 学)、10:30(志村 史雄)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 新田 裕貴 ニッタ ユウキ 石巻RC YUKI

2 佐藤 工 サトウ タクミ 広瀬川ＲＣ TAKU

3 荒谷 義成 アラヤ ヨシナリ 広瀬川ＲＣ NARI

4 渡邊 直人 ワタナベ ナオト BRAID Nao

5 工藤 淳一 クドウ ジュンイチ 広瀬川ＲＣ JUN

6 針生 武憲 ハリウ タケノリ 仙台一中 TAKENORI

7 木村 颯之介 キムラ ソウノスケ SOUNOSUKE

8 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

9 千葉 彩有花 チバ サユカ ユナイテッドアスリーツ sayuka

10 齋藤 巧士朗 サイトウ コウシロウ 利府西中学校 SAITO

11 磯田 洋志 イソダ ヒロシ かとうや OPPE

12 菊地 耕一朗 キクチ コウイチロウ KIKUCHI

13 伴田 亮介 バンダ リョウスケ VANDA

14 仲原 祐樹 ナカハラ ユウキ UDC YUUKI

15 川畑 陽太 カワハタ ヨウタ 鳴瀬未来中学校 YOTA

16 鈴木 裕美 スズキ ヒロミ ふくしま持久力 HIROMI

17 玉手 美里 タマテ ミサト ふくしま持久力 MISATO

18 高橋 俊太郎 タカハシ シュンタロウ takahashi

19 髙橋 涼 タカハシ リョウ 石巻RC Ryo

20 脇田 怜司
一條 博海

ワキダ レイジ
イチジョウ ヒロウミ

ユナイテッドアスリーツ
あぶくまAC ペースメーカー

21 鈴木 貴史 スズキ アツシ TEAMみちのく ペースメーカー

22 藤田 学 フジタ マナブ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

23 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



男女5000m 1組 スタート時刻 12:20

ペースメーカー：19:30(大友 理貴)、20:00(青柳 公大)、21:00(鈴木 衛)、23:00(千葉 洋太)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 鈴木 和義 スズキ カズヨシ KAZU

2 山崎 慶太 ヤマザキ ケイタ ZAKISAN

3 五十嵐 永治 イガラシ エイジ IGA

4 室谷 嘉一 ムロヤ ヨシカズ Muroya

5 畠山 和佳美 ハタケヤマ ワカミ WAKA

6 伴田 亮介 バンダ リョウスケ VANDA

7 行木 英丈 ナメキ ヒデトモ スマイリーエンジェル HIDE

8 佐々木 高信 ササキ タカノブ TAKANOBU

9 田中 久善 タナカ ヒサヨシ TeamM×K TANAHISA

10 西村 明博 ニシムラ アキヒロ NISHIMURA

11 荒井 則子 アライ ノリコ NORIKO

12 早坂 詩乃 ハヤサカ シノ 仙台明走会 SHINO

13 大場 貴博 オオバ ヨシヒロ Y.O

14 藤巻 和広 フジマキ カズヒロ KAZU

15 加藤 龍也 カトウ リュウヤ KARYU

16 木村 恵巳 キムラ エミ たんぽぽRC EMI

17 永田 直利 ナガタ ナオトシ NAGATA

18 佐藤 浩之 サトウ ヒロユキ HIROYUKI

19 大友 理貴 オオトモ リキ 広瀬川RC ペースメーカー

20 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

21 鈴木 衛 スズキ マモル 広瀬川RC ペースメーカー

22 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5000m 2組 スタート時刻 12:50

ペースメーカー：18:00(爲石 太一朗)、18:30(髙橋 聡)、19:00(工藤 淳一)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 中戸川 敏明 ナカトガワ トシアキ TOSHI

2 高橋 真一 タカハシ シンイチ TAKASHIN

3 羽賀 隆義 ハガ タカヨシ サクセス工業 HAGA

4 平野 寿謙 ヒラノ カズノリ KAZU

5 高橋 佑治 タカハシ ユウジ Ｙ.TAKAHASHI

6 川原 卓弥 カワハラ タクヤ TK

7 磯田 洋志 イソダ ヒロシ かとうや OPPE

8 菊地 春恵 キクチ ハルエ ユナイテッドアスリーツ HARUE

9 丹野 竜也 タンノ タツヤ （医）七郷クリニック TATUYA

10 鈴木 淳 スズキ ジュン suzuki

11 菊地 耕一朗 キクチ コウイチロウ KIKUCHI

12 清野 亮平 キヨノ リョウヘイ RYOHEI

13 石神 輝也 イシガミ テルヤ サンゲツ RUN&BEER

14 鬼柳 広樹 オニヤナギ ヒロキ 花巻ＡＣ HIROKI

15 佐藤 直史 サトウ ナオシ NAOSHI

16 安藤 健哉 アンドウ タツヤ ANDO

17 安達 陽平 アダチ ヨウヘイ YOHEI

18 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

19 髙橋 聡 タカハシ ソウ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

20 工藤 淳一 クドウ ジュンイチ 広瀬川RC ペースメーカー



男女5000m 3組 スタート時刻 13:15

ペースメーカー：17:00(佐伯 健太)、17:30(新田 裕貴)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 今野 太良 コンノ タイラ TAIRA

2 小玉 光敏 コダマ ミツトシ 広瀬川ＲＣ KODAMA

3 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

4 本間 未来 ホンマ ミライ ユナイテッドアスリーツ MIRAI

5 柴田 勇助 シバタ ユウスケ ユナイテッドアスリーツ YUSUKE

6 神田 友和 カンダ トモカズ 広瀬川ＲＣ KANDA

7 佐々木 俊輔 ササキ シュンスケ 広瀬川ＲＣ SHUNSUKE

8 幕田 直人 マクタ ナオト Makuta Grace Field House Mac

9 阿部 和明 アベ カズアキ ABE

10 小谷野 繁樹 コヤノ シゲキ ふくしま持久力 SHIGEKI

11 菅野 克敏 カンノ カツトシ 広瀬川ＲＣ KATSU

12 吉元 拓也 ヨシモト タクヤ BRAID YOSHIMOTO

13 千葉 悠里奈 チバ ユリナ YURINA

14 三浦 拓朗 ミウラ タクロウ TAKURO

15 岡部 陽介 オカベ ヨウスケ サウルスジャパン YOKKE

16 佐伯 健太 サエキ ケンタ あぶくまAC ペースメーカー

17 新田 裕貴 ニッタ ユウキ 石巻RC ペースメーカー



男女5000m 4組 スタート時刻 13:35

ペースメーカー：15:20(三宅 陸斗 / 脇田 怜司)、15:50(古山 雄一郎)、16:20(佐々木 拓朗)、16:40(藤田 学)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 菱沼 嘉竜 ヒシヌマ ヨシタツ ユナイテッドアスリーツ HISHINUMA

2 渡部 功将 ワタナベ カツマサ 長井西置賜陸協 KATSUMASA

3 菊地 春紀 キクチ ハルキ 大江町役場 Haru

4 大友 理貴 オオトモ リキ 広瀬川ＲＣ RIKI

5 志村 史雄 シムラ フミオ ユナイテッドアスリーツ SHIMU

6 柴田 貴之 シバタ タカユキ ユナイテッドアスリーツ SHIBA

7 長谷 智幸 ハセ トモユキ HAHA

8 佐藤 仁紀 サトウ マサノリ BEYOND MASANORI

9 杉田 康 スギタ ヤスシ 広瀬川ＲＣ SUGITA

10 遠藤 直樹 エンドウ ナオキ TEAM54 ennnao

11 小室 貴寛 コムロ タカヒロ CCBJI comcom

12 佐々木 健彦 ササキ タケヒコ 広瀬川ＲＣ TAKEHIKO

13 鈴木 衛 スズキ マモル 広瀬川ＲＣ MAMO

14 今野 一平 コンノ イッペイ おおさきＲＣ PEY

15 下タ村 勇輝 シタムラ ユウキ YS

16 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ ユナイテッドアスリーツ RYUGO

17 藤原 大樹 フジワラ ダイキ FUJIWARA

18 三田村 浩気 ミタムラ コウキ おおさきＲＣ KOUKI

19 正岡 隼 マサオカ シュン ユナイテッドアスリーツ MASAOKA

20 森谷 享平 モリヤ キョウヘイ BRAID KYOHEI

21 三宅 陸斗
脇田 怜司

ミヤケ リクト
ワキダ レイジ

ユナイテッドアスリーツ
ユナイテッドアスリーツ

ペースメーカー

22 古山 雄一郎 コヤマ ユウイチロウ ペースメーカー

23 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

24 藤田 学 フジタ マナブ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー



男女5000m競歩 スタート時刻 11:40

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 吉岡 利紗 ヨシオカ リサ 古川黎明 RISA

2 三浦 志音 ミウラ シオン 古川黎明 SHION


