
キッズ 100m スタート時刻　10:50
1組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 太田 絢斗 オオタ アヤト 上野山小学校 AYATO

3 今村 美咲 イマムラ ミサキ スタートライン MISAKI

4 勝股 琉羽 カツマタ リュウ ウィルランズ RYU

5 加藤 颯真 カトウ ソウマ ウィルランズ SOUMA

6 先﨑 結登 センザキ ユイト 錦ケ丘小学校 YUITO

7 石川 颯大 イシカワ ソウタ 錦ケ丘小学校 りっしー

8 石川 睦斗 イシカワ リクト 錦ケ丘小学校 みかんジュース

2組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 伊藤 奨英 イトウ ショウエイ ウィルランズ SHO-EI

3 伊藤 創一郎 イトウ ソウイチロウ ウィルランズ SOUICHIROU

4 加藤 碧真 カトウ アオマ ウィルランズ AOMA

5 二階堂 ふみ ニカイドウ フミ ウィルランズ HUMI

6 佐藤 駿 サトウ シュン 岩沼西小 SHUN

7 安部 葵葉 アンベ アオバ AOBA

8 伴走者



男子 100m スタート時刻　10:40
1組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 佐藤 祐太 サトウ ユウタ みんなのスポーツクラブ YUTA

3 及川 航輝 オイカワ コウキ みんスポ KOUKI

4 小松 幸太郎 コマツ コウタロウ KOTARO

5 島田 悠斗 シマダ ユウト 稲井中学校 Yuto

6 高橋 瑠偉 タカハシ ルイ 稲井中学校 Rui

7 及川 來夢 オイカワ ライム みんスポ RAIMU

8 甲斐谷 幸太 カイタニ コウタ KAITANI

2組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 佐藤 寛幸 サトウ ヒロユキ ユナイテッドアスリーツ HIRO

2 髙橋 靖俊 タカハシ ヤストシ ユナイテッドアスリーツ YASUDESU

3 阿部 祐誠 アベ ユウセイ レオクラブ Apple boy

4 佐藤 岳人 サトウ ガクト 宮城陸協 GAKUTO

5 平塚 司 ヒラツカ ツカサ TSUKASA

6 佐藤 優太郎 サトウ ユウタロウ チームシュガー YU

7 藤田 学 フジタ マナブ ユナイテッドアスリーツ FJT

8 安達 陽平 アダチ ヨウヘイ Yohei



女子 100m スタート時刻　10:30
1組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2 金澤 凛音 カナザワ リオン RION

3 安達 野々花 アダチ ノノカ 錦ヶ丘中学校 NONOKA

4 高橋 悠莉 タカハシ ユウリ 石巻山下 YUURI

5 菅原 小鈴 スガワラ コリン 広瀬中学校 KORIN

6 荒谷 優杏 アラヤ ユアン みどり台中学校 YUAN

7 佐々木 佳純 ササキ カスミ 宮城学院中学校 KASUMI

8

2組
レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1

2

3 大沼 怜華 オオヌマ レイカ 住吉中学校 REIKA

4 千葉 南彗耀 チバ ナスカ 岩沼北中学校 NASUKA

5 中村 香穂 ナカムラ カホ 宮城学院中学校 KAHO

6 立石 瑠菜 タテイシ ルナ 宮城学院高校 RUNA

7 石﨑 樹里 イシザキ ジュリ 宮城学院高校 JURI

8



キッズ 1000m スタート時刻 9:40

ペースメーカー：3:30(髙橋 靖俊)、4:00(河原田 理人)、5:00(今野 大地)、6:00(井波 由希)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 加藤 颯真 カトウ ソウマ ウィルランズ SOUMA

2 加藤 千奈 カトウ チナ 虹の丘小学校 CHINA

3 松原 昌乃 マツバラ アキノ AKN

4 片桐 日向 カタギリ ヒナタ 榴岡小学校 KATAGIRI

5 二階堂 はる ニカイドウ ハル ウィルランズ HARU

6 小野寺 翼 オノデラ ツバサ TSUBASA

7 勝股 琉羽 カツマタ リュウ ウィルランズ RYU

8 岩渕 さく弥 イワブチ サクヤ ウィルランズ SAKUYA

9 細川 咲 ホソカワ サキ ウィルランズ SAKI

10 小野寺 太陽 オノデラ タイヨウ TAIYOU

11 菅原 悠杜 スガハラ ユウト 南吉成小学校 YUTO

12 寺尾 琥哲 テラオ コテツ 美里RC KOTETSU

13 細川 新 ホソカワ アラタ ウィルランズ ARATA

14 加藤 碧真 カトウ アオマ ウィルランズ AOMA

15 寺尾 琥里 テラオ コウリ 美里RC KOURI

16 細川 結 ホソカワ ユイ ウィルランズ YUI

17 田村 翔聖 タムラ ショウセイ ウィルランズ SHO-SEI

18 伊藤 杏 イトウ アン Anne

19 井波 昊也 イナミ コウヤ ウィルランズ KOUYA

20 菊地 風花 キクチ フウカ HUUKA

21 佐藤 海斗 サトウ カイト 明石台小学校 KAITO

22 加藤 乃奈 カトウ ノナ 明泉幼稚園 NONA

23 吉田  藍斗 ヨシダ  アイト 桂小学校 AiTo

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

河原田 理人 カワラダ マサト ペースメーカー

今野 大地 コンノ ダイチ ペースメーカー

井波 由希 イナミ ユキ ウィルランズ ペースメーカー



男女1500m 1組 スタート時刻 11:05

ペースメーカー： 5:30(佐藤 涼)、5:45(青柳 公大)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 森 陽咲 モリ ヒサキ 富谷第二中 MORI

2 大和田 智 オオワダ トモ TOMO

3 小林 広明 コバヤシ ヒロアキ ヒロアキ

4 小林 奏太 コバヤシ カナタ 大河原中学校 カナタ

5 佐藤 勇 サトウ イサム 酒田市 ISAMU

6 八木 一成 ヤギ カズナリ ミドリ安全宮城 KAZU

7 吉田 陽菜 ヨシダ ヒナ 宮城学院高校 HINA

8 宗像 優奈 ムナカタ ユナ 宮城学院高校 YUNA

9 八木 璃子 ヤギ リコ 古川東 RIKO

10 芳賀 博 ハガ ヒロシ HIROSHI

11 阿部 文洋 アベ フミヒロ FUMI

12 森 彩葉 モリ イロハ 宮城学院中学校 IROHA

13 佐藤 咲柚香 サトウ サユカ 宮城学院中学校 SAYUKA

14 渋谷 彩乃 シブタニ アヤノ 宮城学院中学校 AYANO

15 藤澤 佑紀姫 フジサワ ユキヒメ 宮城学院中学校 YUKIHIME

16 北芝 佳代子 キタシバ カヨコ ハレオ KAYO

17 酒井 丈実 サカイ タケミ TAKE

佐藤 涼 サトウ リョウ ペースメーカー

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



男女1500m 2組 スタート時刻 11:15

ペースメーカー：4:45(佐々木 拓朗)、5:00(佐藤 勝太)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

2 髙橋 俊樹 タカハシ トシキ KABO

3 高橋 悠人 タカハシ ユウト YUTO

4 野ヶ本 敬太 ノガモト ケイタ 大河原中学校 KEITA

5 秋元 雄大 アキモト ユウダイ Aki

6 高橋 真一 タカハシ シンイチ TAKASHIN

7 丹波 祐人 タンバ ユウト TAMBA

8 松本 萌 マツモト モエ 七北田中学校 MOE

9 山野 裕太郎 ヤマノ ユウタロウ YUTAROU

10 安達 菜々咲 アダチ ナナサ 錦ヶ丘中学校 NANASA

11 伊東 哲哉 イトウ テツヤ 川俣陸走 TETSUYA

12 安達 陽平 アダチ ヨウヘイ Yohei

13 半沢 一晟 ハンザワ イッセイ chachamaru

14 伊藤 大輔 イトウ ダイスケ dai

15 高橋 彩文 タカハシ アヤミ みやぎTFC AYAMI

16 中村 光 ナカムラ コウ 美里RC KOU

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

佐藤 勝太 サトウ ショウタ 広瀬川RC ペースメーカー



男女1500m 3組 スタート時刻 11:25

ペースメーカー：4:15(田中 匠瑛)、4:30(三宅 陸斗)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 三田村 浩気 ミタムラ コウキ おおさきRC KOUKI

2 佐藤 工 サトウ タクミ チームシュガー YUPAPA

3 下タ村 勇輝 シタムラ ユウキ YS

4 佐藤 優太郎 サトウ ユウタロウ チームシュガー YU

5 安齋 太智 アンザイ タイチ 塩竈市立第三中学校 TAICHI

6 八鍬 純兵 ヤクワ ジュンペイ はぐれメタル Y-Jumpei

7 荒谷 義成 アラヤ ヨシナリ 広瀬川ＲＣ NARI

8 遠藤 佑也 エンドウ ユウヤ みやぎTFC YUYA

9 郷右近 樹 ゴウコン タツキ サウルスジャパン TATSUKI

10 寺尾 清隆 テラオ キヨタカ 美里RC kiyo

11 櫻井 凛空 サクライ リク 美里RC RIKU

12 佐藤 恭太郎 サトウ キョウタロウ あぶくまAC KYO T

13 田中 甲 タナカ コウキ KO-KI

14 髙橋 涼 タカハシ リョウ RYO

15 佐藤 匠 サトウ タクミ 南部鉄工建設マラソン部 TUMI

16 本間 大知 ホンマ ダイチ DAICHI

17 鈴木 衛 スズキ マモル 広瀬川ＲＣ MAMO

18 伊藤 太星 イトウ タイセ 塩竈三中 TAISE

19 高橋 歩蓮 タカハシ アレン 北上中学校 AREN

20 髙木 健太 タカキ ケンタ 高橋舞羽のグループ MAIYA

21 千葉 洋太 チバ ヨウタ ユナイテッドアスリーツ YOTA

田中 匠瑛 タナカ ショウエイ ペースメーカー

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



男女3000m 1組 スタート時刻 9:50

ペースメーカー：10:45(工藤 淳一)、11:00(髙橋 聡)、12:00(佐藤 涼)、15:00(荒谷 義成)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 水戸 つぐみ ミト ツグミ 富谷第二中 MITO

2 水戸 くるみ ミト クルミ 富谷第二中 MITO

3 下タ村 勇輝 シタムラ ユウキ YS

4 久根崎 悠真 クネザキ ハルマ 東松島市立矢本第一中学校 HARU

5 伊東 哲哉 イトウ テツヤ 川俣陸走 TETSUYA

6 玉手 美里 タマテ ミサト 福島持久力 MISATO

7 黒木 陽菜子 クロキ ヒナコ BRAID KUROKI

8 安斎 誠 アンザイ マコト 二本松市 MAKO

9 板坂 大樹 イタサカ ヒロキ BAN

10 岩間 章 イワマ アキラ ビーキ

11 芳賀 博 ハガ ヒロシ HIROSHI

12 田口 有里子 タグチ ユリコ ウィルランズ YURIKO

13 小野 桃佳 オノ モモカ 宮城学院中学校 MOMOKA

14 木村 美柚 キムラ ミユウ 宮城学院中学校 MIYUU

15 佐山 千絵 サヤマ チエ SAYAMA

16 吉原 英樹 ヨシハラ ヒデキ YOSHI

工藤 淳一 クドウ ジュンイチ 広瀬川RC ペースメーカー

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

佐藤 涼 サトウ リョウ ペースメーカー

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 10:10

ペースメーカー：9:15(佐々木 拓朗)、9:45(河原田 理人)、10:15(脇田 怜司)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 齋藤 祐一郎 サイトウ ユウイチロウ 角田市陸協 SAITOU

2 千葉 洋太 チバ ヨウタ ユナイテッドアスリーツ YOTA

3 三田村 浩気 ミタムラ コウキ おおさきRC KOUKI

4 菱沼嘉竜 ヒシヌマヨシタツ Hisinuma

5 木村 颯之介 キムラ ソウノスケ SONOSUKE

6 佐々木 健彦 ササキ タケヒコ 広瀬川ＲＣ TAKEHIKO

7 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

8 磯田 洋志 イソダ ヒロシ OPPE

9 寺尾 清隆 テラオ キヨタカ 美里RC KIYO

10 大渕 芽亜里 オオブチ メアリ ユナイテッドアスリーツ meari

11 菊地 春紀 キクチ ハルキ 大江町役場 Haru

12 市川 結唯 イチカワ ユイ 富谷第二中 ICHIKAWA

13 黒沢 諄 クロサワ ジュン KUROSAWA

14 安部 健太 アンベ ケンタ KENTA

15 井波 由希 イナミ ユキ ウィルランズ INAMI

16 三丸 結生 ミマル ユウ 宮城第一高校 MIMARU

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

河原田 理人 カワラダ マサト ペースメーカー

脇田 怜司 ワキダ レイジ 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 8:20

ペースメーカー：20:00(鈴木 衛)、22:00(髙橋 靖俊)、24:00(工藤 淳一)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 高橋 彩文 タカハシ アヤミ みやぎTFC AYAMI

2 五十嵐 永治 イガラシ エイジ IGA

3 田中 陽二朗 タナカ ヨウジロウ 松韻寮 YOJIRO

4 佐々木 高信 ササキ タカノブ TAKANOBU

5 佐藤 繁 サトウ シゲル ふくしまＴＲＣ CIGETTIE

6 佐藤 浩之 サトウ ヒロユキ HIROYUKI

7 阿部 弘幸 アベ ヒロユキ 南郷ランラン HIRO

8 阿部 廣幸 アベ ヒロユキ 熊ちゃんズ HIRO

9 只野 佳奈 タダノ カナ KANA

10 早坂 詩乃 ハヤサカ シノ 仙台明走会 SHINO

11 浅野 幸雄 アサノ ユキオ YUKIO

12 藤巻 和広 フジマキ カズヒロ KAZU

13 甲斐谷 幸太 カイタニ コウタ KAITANI

鈴木 衛 スズキ マモル 広瀬川RC ペースメーカー

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

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 2組 スタート時刻 8:55

ペースメーカー：17:30(櫻田 浩章)、18:00(青柳 公大)、19:00(今野 大地)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 家宇治 啓 イエウジ ケイ NCD_IEUJI

2 高平 勇人 タカヒラ ハヤト 泉松陵高校バドミントン部 泉松陵高校バドミントン部

3 山田 昌弘 ヤマダ マサヒロ Yamata

4 中戸川 敏明 ナカトガワ トシアキ TOSHI

5 福重 和也 フクシゲ カズヤ KAZUYA

6 鬼柳 広樹 オニヤナギ ヒロキ 花巻ＡＣ HIROKI

7 郷右近 樹 ゴウコン タツキ サウルスジャパン TATSUKI

8 玉渕 新一 タマブチシンイチ シンイチ

9 川原 卓弥 カワハラ タクヤ TAK

10 須藤 敏幸 ストウ トシユキ SUUSAN

11 永山 隼也 ナガヤマ ジュンヤ BRAID GOMAPAPA

12 菊地 春恵 キクチ ハルエ ユナイテッドアスリーツ HARUE

13 井上 雄一 イノウエ ユウイチ YUICHI

14 丹野 竜也 タンノ タツヤ （医）七郷クリニック Tatsuya

15 鈴木 淳 スズキ ジュン suzuki

16 安達 陽平 アダチ ヨウヘイ Yohei

17 宮坂 康宣 ミヤサカ ヤスノリ MIYA

18 髙橋 修斗 タカハシ シュウト WindRun TAKAHASHI

19 石神 輝也 イシガミ テルヤ GAMI

20 鈴木 友輔 スズキ ユウスケ 山形市 YUSUKE

21 玉手 美里 タマテ ミサト 福島持久力 MISATO

22 山崎 慶太 ヤマザキ ケイタ ZAKISAN

櫻田 浩章 サクラダ ヒロアキ 石巻RC ペースメーカー

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

今野 大地 コンノ ダイチ ペースメーカー



男女5000m 3組 スタート時刻 9:20

ペースメーカー：15:50(三宅 陸斗 / 藤田 学)、16:15(田中 匠瑛 / 森谷 享平)、16:40(脇田 怜司)、17:05(佐藤 勝太)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 本名 萩 ホンナ シュウ SHU

2 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ ユナイテッドアスリーツ RYUGO

3 大友 理貴 オオトモ リキ 広瀬川ＲＣ RIKI

4 千葉 洋太 チバ ヨウタ ユナイテッドアスリーツ YOTA

5 佐藤 優太郎 サトウ ユウタロウ チームシュガー YU

6 柴田 貴之 シバタ タカユキ ユナイテッドアスリーツ SHIBATAKA

7 原田 悠平 ハラダ ユウヘイ 南相馬市 YUHEI

8 菊地 誠 キクチ マコト 松韻寮 Makoto

9 佐藤 匠 サトウ タクミ 南部鉄工建設マラソン部 TUMI

10 遠藤 直樹 エンドウ ナオキ TEAM54 ennnao

11 菊地 春紀 キクチ ハルキ 大江町役場 Haru

12 渡邊 直人 ワタナベ ナオト BRAID Nao

13 今野 太良 コンノ タイラ JA TAIRA

14 阿部 和明 アベ カズアキ ABE

15 菅野 走太 カンノ ソウタ 志津川高校 SOTA

16 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

17 大渕 芽亜里 オオブチ メアリ ユナイテッドアスリーツ meari

18 吉元 拓也 ヨシモト タクヤ BRAID YOSHIMOTO

19 樋渡 翔太 ヒワタシ ショウタ HIWATASHI

20 賀川 僚太郎 カガワ リョウタロウ RYO

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

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

田中 匠瑛 タナカ ショウエイ ペースメーカー

森谷 享平 モリヤ キョウヘイ BRAID ペースメーカー

脇田 怜司 ワキダ レイジ ユナイテッドアスリーツ ペースメーカー

佐藤 勝太 サトウ ショウタ 広瀬川RC ペースメーカー


