
1
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 3 0:06:47 大場 卓･はる ｵｵﾊﾞ ﾀｸ･ﾊﾙ 沼部小学校
2 4 0:06:50 後藤 奈央･優月 ｺﾞﾄｳ ﾅｵ･ﾕﾂﾞｷ 小牛田小学校
3 122 0:07:03 渡邊 倫之･楓佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ･ﾌｳｶ 利府Ｊｒ陸上
4 117 0:07:23 水戸 賢･葉瑞稀 ﾐﾄ ｹﾝ･ﾊｽﾞｷ 富谷市
5 22 0:07:24 近江 克也･亮 ｵｵﾐ ｶﾂﾔ･ﾘｮｳ 北六番丁小学校
6 125 0:07:49 高橋 隆悦･明愛 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｴﾂ･ﾒｲ 下増田小学校
7 115 0:08:03 吉岡 正明･秀晃 ﾖｼｵｶ ﾏｻｱｷ･ﾋﾃﾞｱｷ 古川第五小学校
8 128 0:08:05 戸羽 賢一･崚 ﾄﾊﾞ ｹﾝｲﾁ･ﾘｮｳ 大崎市
9 131 0:08:33 三上 真矢･凌平 ﾐｶﾐ ｼﾝﾔ･ﾘｮｳﾍｲ 田尻小学校
10 123 0:08:35 古川 朋孝･結晶 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ･ﾕｱ 丸森小学校
11 83 0:08:37 岩崎 僚･泰知 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ･ﾀｲﾁ 古川第二小学校
12 41 0:08:37 佐々木 英之･琳太郎 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ･ﾘﾝﾀﾛｳ 杉の入小学校
13 8 0:08:39 万城目 浩晴･緋水 ﾏﾝｼﾞｮｳﾒ ﾋﾛﾊﾙ･ﾋｽｲ 北浦小学校
14 75 0:08:45 横地 寿也･善 ﾖｺﾁ ﾄｼﾔ･ｾﾞﾝ 吉岡小学校
15 119 0:08:49 鈴木 陽水･日彩 ｽｽﾞｷ ｱｷﾐ･ﾋｲﾛ 栗原市
16 124 0:08:50 柏 信二･創太 ｶｼﾜ ｼﾝｼﾞ･ｿｳﾀ 館キッカーズ
17 55 0:08:50 尾形 総義･礼人 ｵｶﾞﾀ ﾌｻﾖｼ･ｱﾔﾄ 中新田小学校
18 91 0:08:56 髙橋 那奈･汰一 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ･ﾀｲﾁ 塩釜第一小学校
19 87 0:08:57 渋谷 果穂･後藤 優空 ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ･ｺﾞﾄｳ ﾕﾗ 小牛田小学校
20 60 0:08:58 船橋 泰雅･睦稀 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾔｽﾏｻ･ﾑﾂｷ 古川第２小学校
21 20 0:09:01 石山 伸二･嵐太 ｲｼﾔﾏ ｼﾝｼﾞ･ｱﾗﾀ 不動堂小学校
22 77 0:09:04 渡邊 大輔･颯人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ･ﾊﾔﾄ 石巻小学校
23 100 0:09:05 文屋 克洋･龍太 ﾌﾞﾝﾔ ｶﾂﾋﾛ･ﾘｭｳﾀ 仙台市
24 38 0:09:08 千葉 健太郎･進次郎 ﾁﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ･ｼﾝｼﾞﾛｳ 不動堂小学校
25 1 0:09:12 鈴木 敏博･こころ ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ･ｺｺﾛ 不動堂小学校
26 113 0:09:14 秋山 洋徳･大空 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ･ｿﾗ 石巻小学校
27 35 0:09:15 阿部 愉一･智駿 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ･ﾁﾊﾔ 小牛田小学校
28 127 0:09:22 青山 孝二･侑聖 ｱｵﾔﾏ ｺｳｼﾞ･ﾕｳｾｲ 小牛田小学校
29 105 0:09:30 遊佐 薫･心翔 ﾕｻ ｶｵﾙ･ﾏﾅﾄ 大崎市
30 2 0:09:35 門田 康洋･朝陽 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｺｳﾖｳ･ｱｻﾋ 小牛田小学校
31 118 0:09:35 木村 陽悦･祐惺 ｷﾑﾗ ﾖｳｴﾂ･ﾕｳｾｲ 岩切小学校
32 133 0:09:36 菊池 静香･煉斗 ｷｸﾁ ｼｽﾞｶ･ﾚﾝﾄ 仙台市
33 108 0:09:37 内海 好晴･颯介 ｳﾂﾐ ﾖｼﾊﾙ･ｿｳｽｹ 不動堂小学校
34 52 0:09:40 齋藤 夕香理･銀 ｻｲﾄｳ ﾕｶﾘ･ｷﾞﾝ 北浦小学校
35 82 0:09:43 相澤 智恵美･尋斗 ｱｲｻﾞﾜ ﾁｴﾐ･ﾋﾛﾄ 涌谷小学校
36 15 0:09:44 中野 夏子･桜 ﾅｶﾉ ﾅﾂｺ･ｻｸﾗ 不動堂小学校
37 12 0:09:49 渡邊 康男･乃彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｵ･ﾉｱ 青生小学校
38 25 0:09:50 中村 正紀･光 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ･ｺｳ 不動堂小学校
39 14 0:09:54 熊坂 弘･玲央 ｸﾏｻｶ ﾋﾛｼ･ﾚｵ 不動堂小学校
40 107 0:09:54 青木 英治･亮磨 ｱｵｷ ｴｲｼﾞ･ﾘｮｳﾏ 不動堂小学校
41 17 0:09:57 八木 一成･璃子 ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾅﾘ･ﾘｺ 古川第三小学校
42 10 0:10:03 佐藤 友和･俐里香 ｻﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ･ﾘﾘｶ 相互台小学校
43 114 0:10:03 小野寺 敏光･尊 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｼﾐﾂ･ﾀｹﾙ 利府町
44 121 0:10:04 菊池 健二･佳希 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ･ﾖｼｷ 成田小学校
45 103 0:10:11 及川 昭子･希望 ｵｲｶﾜ ｱｷｺ･ﾉｿﾞﾐ 仙台市
46 36 0:10:12 和野 司･翔 ﾜﾉ ﾂｶｻ･ｶｹﾙ 大衡小学校
47 27 0:10:12 佐藤 隆･悠奈 ｻﾄｳ ﾀｶｼ･ﾕｳﾅ 不動堂小学校
48 106 0:10:15 大場 良子･優輝 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｺ･ﾕｳｷ 栗原市
49 86 0:10:22 高橋 鷹史朗･萌依 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｼﾛｳ･ﾒｲ 箟岳白山小学校
50 40 0:10:30 佐々木 由布子･琴乃 ｻｻｷ ﾕｳｺ･ｺﾄﾉ 杉の入小学校
51 50 0:10:31 泉田 生穂･優奈 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｲﾎ･ﾕｳﾅ 不動堂小学校
52 28 0:10:32 瀬戸 将之･希歩 ｾﾄ ﾏｻﾕｷ･ﾉｱ 中埣小学校
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53 30 0:10:35 名雪 伸浩･朝陽 ﾅﾕｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ･ｱｻﾋ 小牛田小学校
54 112 0:10:36 木村 健太郎･耀太 ｷﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ･ﾖｳﾀ 利府町
55 57 0:10:38 伊藤 亮･奨 ｲﾄｳ ﾘｮｳ･ｼｮｳ 不動堂小学校
56 79 0:10:39 鈴木 裕弥･刀 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ･ｶﾀﾅ 青生小学校
57 129 0:10:39 佐藤 恭広･広紀 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ･ﾋﾛﾉﾘ 古川第三小学校
58 85 0:10:44 中村 亮祐･匠臣 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ･ﾀｸﾐ 青生小学校
59 66 0:10:47 田中 望･美優菜 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ･ﾐﾕﾅ 山形県
60 136 0:10:48 伊藤 良輔･奏多 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ･ｶﾅﾀ 不動堂小学校
61 97 0:10:48 遠山 篤･翔馬 ﾄｵﾔﾏ ｱﾂｼ･ｼｮｳﾏ 北浦小学校
62 135 0:10:49 沼下 友紀･優月 ﾇﾏｼﾀ ﾕｷ･ﾕﾂﾞｷ 富永小学校
63 84 0:10:50 千葉 純子･駿矢 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ･ｼｭﾝﾔ 青生小学校
64 63 0:10:51 今野 孝司･颯斗 ｺﾝﾉ ｺｳｼﾞ･ﾊﾔﾄ 青生小学校
65 70 0:10:51 鎌田 正義･凜音 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ･ﾘｵﾝ 小牛田小学校
66 69 0:11:00 笠原 栄志･なおこ ｶｻﾊﾗ ｴｲｼﾞ･ﾅｵｺ 中埣小学校
67 64 0:11:04 遠山 卓･嵩大 ﾄｵﾔﾏ ﾀｶｼ･ｺｳﾀﾞｲ 不動堂小学校
68 53 0:11:06 佐々木 政代志･琉政 ｻｻｷ ﾏｻﾖｼ･ﾘｭｳｾｲ 不動堂小学校
69 47 0:11:06 宮内 新太･遥帆 ﾐﾔｳﾁ ｼﾝﾀ･ﾊﾙﾎ 南郷小学校
70 37 0:11:09 渡邊 聡･快 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ･ｶｲ 小牛田小学校
71 33 0:11:12 熊谷 久美･華花 ｸﾏｶﾞｲ ｸﾐ･ﾊﾅｶ 古川第三小学校
72 126 0:11:16 綱田 利勝･兜力 ﾂﾅﾀ ﾄｼｶﾂ･ﾄｳﾘ 古川第一小学校
73 101 0:11:20 菊地 友佳･泰世 ｷｸﾁ ﾕｶ･ﾀｲｾｲ 南郷小学校
74 42 0:11:21 須藤 淳･颯真 ｽﾄｳ ｼﾞｭﾝ･ｿｳﾏ 不動堂小学校
75 93 0:11:22 本木 宗一郎･和奏 ﾓﾄｷ ｿｳｲﾁﾛｳ･ﾜｶﾅ 不動堂小学校
76 81 0:11:25 五島 真奈美･るみ ｺﾞｼﾏ ﾏﾅﾐ･ﾙﾐ 青生小学校
77 7 0:11:30 横田 直樹･鷲斗 ﾖｺﾀ ﾅｵｷ･ﾜﾄ 不動堂小学校
78 59 0:11:31 首藤 唯香･楓華 ｼｭﾄｳ ﾕｲｶ･ﾌｳｶ 北浦小学校
79 5 0:11:32 浅野 和久･里帆 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋｻ･ﾘﾎ 塩釜市
80 24 0:11:34 今川 絵理･和沙 ｲﾏｶﾜ ｴﾘ･ｶｽﾞｻ 南郷小学校
81 48 0:11:35 小野 孝･奏多 ｵﾉ ﾀｶｼ･ｿｳﾀ 広渕小学校
82 6 0:11:37 岩佐 康雄･杏佳 ｲﾜｻ ﾔｽｵ･ｷｮｳｶ 北浦小学校
83 92 0:11:40 松谷 幸恵･光流 ﾏﾂﾔ ﾕｷｴ･ﾋｶﾙ 仙台市
84 16 0:11:44 岩﨑 友治･朱希 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾊﾙ･ｱﾔﾉ 不動堂小学校
85 99 0:11:45 沼下 慎吾･紗弥 ﾇﾏｼﾀ ｼﾝｺﾞ･ｻﾔ 大崎市
86 44 0:11:48 髙橋 弘歳･寧々 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄｼ･ﾈﾈ 不動堂小学校
87 21 0:11:50 石山 梨絵･絆夏 ｲｼﾔﾏ ﾘｴ･ﾊﾝﾅ 不動堂小学校
88 43 0:11:50 平塚 彩香･梨香 ﾋﾗﾂｶ ｱﾔｶ･ﾘﾝｶ 栗生小学校
89 58 0:11:51 武山 久美子･旺右 ﾀｹﾔﾏ ｸﾐｺ･ｵｳｽｹ 不動堂小学校
90 9 0:11:51 佐々木 大志･郁弥 ｻｻｷ ﾀｲｼ･ﾌﾐﾔ 八幡小学校
91 80 0:11:55 菊地 晃･蒼 ｷｸﾁ ｱｷﾗ･ｱｵｲ 涌谷小学校
92 73 0:12:01 氏家 康治･璃音 ｳｼﾞｲｴ ｺｳｼﾞ･ﾘｵﾄ 小牛田小学校
93 76 0:12:02 渋谷 美紀･虎雅 ｼﾌﾞﾔ ﾐｷ･ﾀｲｶﾞ 不動堂小学校
94 31 0:12:03 阿部 真也･愛加 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ･ﾏﾅｶ 不動堂小学校
95 109 0:12:04 菅原 かおり･彩葉 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｵﾘ･ｲﾛﾊ 涌谷町
96 32 0:12:04 阿部 由香･遥太 ｱﾍﾞ ﾕｶ･ﾖｳﾀ 不動堂小学校
97 61 0:12:05 大場 篤･匠 ｵｵﾊﾞ ｱﾂｼ･ﾀｸﾐ 古川第2小学校
98 102 0:12:06 上野 美由紀･和花 ｳｴﾉ ﾐﾕｷ･ﾜｶ 涌谷町
99 46 0:12:08 川名 恵子･瑛大 ｶﾜﾅ ｹｲｺ･ｴｲﾀ 南郷小学校
100 130 0:12:10 三條 由佳･蒼唯 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾕｶ･ｱｵｲ 石巻市
101 65 0:12:10 田中 直明･優希羽 ﾀﾅｶ ﾅｵｱｷ･ﾕｷﾊ 山形県
102 56 0:12:11 大場 愛･美季 ｵｵﾊﾞ ｱｲ･ﾐｷ 小牛田小学校
103 39 0:12:14 古川 史佳･瑞姫 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｶ･ﾐｽﾞｷ 小牛田小学校
104 45 0:12:16 石川 一･ゆずか ｲｼｶﾜ ﾊｼﾞﾒ･ﾕｽﾞｶ 南郷小学校
105 88 0:12:17 森 秀明･聖琳 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ･ｾﾘﾝ 石巻小学校
106 13 0:12:25 上山 信寿･桜介 ｶﾐﾔﾏ ｼﾝｼﾞ･ｵｳｽｹ 不動堂小学校
107 96 0:12:26 吉野 真希･涼花 ﾖｼﾉ ﾏｷ･ｽｽﾞｶ 塩竈市
108 94 0:12:26 高屋 朋子･陽太 ﾀｶﾔ ﾄﾓｺ･ﾋﾅﾀ 不動堂小学校
109 137 0:12:27 佐々木 梨絵･直斗 ｻｻｷ ﾘｴ･ﾅｵﾄ 古川第二小学校



110 120 0:12:28 伊藤 貴典･菜緒 ｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ･ﾅｵ 泉ヶ丘小学校
111 68 0:12:40 阿部 裕輔･麻心 ｱﾍﾞ ﾕｳｽｹ･ﾏｺ 南郷小学校
112 34 0:12:41 戸部 幸恵･陽菜 ﾄﾍﾞ ｻﾁｴ･ﾊﾙﾅ 中埣小学校
113 98 0:12:42 小野寺 美華･祥吾 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｶ･ｼｮｳｺﾞ 利府町
114 62 0:12:45 塚 智喜･海月 ﾂｶ ﾄﾓｷ･ﾐﾂﾞｷ 青生小学校
115 90 0:12:45 佐藤 恵司･実莉 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ･ﾐﾉﾘ 岩手県
116 18 0:12:46 清野 純子･佳蓮 ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝｺ･ｶﾚﾝ 敷玉小学校
117 132 0:12:49 佐藤 裕･快 ｻﾄｳ ﾕｳ･ｶｲ 志津川小学校
118 54 0:12:49 尾形 恵･智哉 ｵｶﾞﾀ ﾒｸﾞﾐ･ﾄﾓﾔ 中新田小学校
119 11 0:12:53 及川 敦子･茉子 ｵｲｶﾜ ｱﾂｺ･ﾏｺ 南郷小学校
120 67 0:13:02 小野寺 江美･紅愛 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴﾐ･ｸﾚｱ 中埣小学校
121 26 0:13:07 藤橋 大輔･欣古 ﾌｼﾞﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ･ﾖｼﾌﾙ 不動堂小学校
122 23 0:13:15 綿貫 絵美･大和 ﾜﾀﾇｷ ｴﾐ･ﾔﾏﾄ 南郷小学校
123 49 0:13:22 佐々木 敬定･颯心 ｻｻｷ ﾖｼｻﾀﾞ･ｿｳｼ 不動堂小学校
124 19 0:13:25 山内 浩･千裡 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ･ﾁﾘ 不動堂小学校
125 95 0:13:41 梁川 直美･萌々香 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾐ･ﾓﾓｶ 中埣小学校
126 78 0:14:01 川村 明子･彩巴 ｶﾜﾑﾗ ｱｷｺ･ｲﾛﾊ 小牛田小学校
127 104 0:14:09 高橋 えみ･晴人 ﾀｶﾊｼ ｴﾐ･ﾊﾙﾄ 大崎市
128 89 0:14:20 中川 友佳･明大 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｶ･ｱｷﾋﾛ 青生小学校
129 74 0:14:30 赤坂 幸紀･知紗 ｱｶｻｶ ﾕｷﾉﾘ･ﾁｻ 不動堂小学校
130 110 0:14:40 松本 忠･莉乙那 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ･ﾘｵﾅ 石巻小学校
131 111 0:14:49 伊東 勝彦･隼稀 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ･ｼｭﾝｷ 石小陸上

2
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 268 0:06:42 古沢 颯汰 ﾌﾙｻﾜ ｿｳﾀ ETジュニア
2 284 0:07:04 藤森 龍世 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ あけの平小学校
3 286 0:07:11 菊池 優志 ｷｸﾁ ﾏｻｼ 成田小学校
4 289 0:07:21 及川 颯太 ｵｲｶﾜ ﾊﾔﾀ 河北陸上
5 283 0:07:29 高橋 真輝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ くりはらAC
6 215 0:07:29 佐々木 碧海 ｻｻｷ ｱｸｱ 小牛田サッカースポーツ少年団
7 288 0:07:30 戸部 亜由斗 ﾄﾍﾞ ｱﾕﾄ 鳴子小学校
8 260 0:07:31 佐藤 一颯 ｻﾄｳ ｶｽﾞｻ 中埣小学校
9 276 0:07:38 千葉 淳矢 ﾁﾊﾞ ｱﾂﾔ 涌谷陸上スポーツ少年団
10 218 0:07:40 佐々木 怜音 ｻｻｷ ﾚｵ 小牛田サッカースポーツ少年団
11 213 0:07:40 早坂 颯太 ﾊﾔｻｶ ｿｳﾀ 小牛田サッカースポーツ少年団
12 275 0:07:45 山口 ひろ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛ 涌谷陸上スポーツ少年団
13 201 0:07:46 鈴木 悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 不動堂小学校
14 278 0:07:55 坂本 真咲 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 田尻陸上クラブ
15 281 0:08:02 初貝  儒季 ﾊﾂｶﾞｲ ﾋﾄｷ 石巻市
16 272 0:08:03 千葉 汐音 ﾁﾊﾞ ｼｵﾝ 中里小学校
17 239 0:08:05 佐々木 歩夢 ｻｻｷ ｱﾕﾑ ＦＣ．ＮＡＮＧＯ
18 237 0:08:08 片倉 陽斗 ｶﾀｸﾗ ﾊﾙﾄ ＦＣ．ＮＡＮＧＯ
19 220 0:08:12 福田 颯大 ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾀ 小牛田サッカースポーツ少年団
20 287 0:08:13 青山 昇聖 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳｾｲ 小牛田小学校
21 222 0:08:13 今野 翔太 ｺﾝﾉ ｼｮｳﾀ 小牛田サッカースポーツ少年団
22 229 0:08:15 中村 未來 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾗｲ 小牛田サッカースポーツ少年団
23 217 0:08:23 喜藤 飛雅 ｷﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ 小牛田サッカースポーツ少年団
24 235 0:08:23 佐々木 湊斗 ｻｻｷ ﾐﾅﾄ 将監中央小学校
25 216 0:08:23 小川 直 ｵｶﾞﾜ ﾅｵ 小牛田サッカースポーツ少年団
26 249 0:08:26 宍戸 壱成 ｼｼﾄﾞ ｲｯｾｲ 美里バレーボールクラブ
27 285 0:08:27 藤森 聖太 ﾌｼﾞﾓﾘ ｾｲﾀ あけの平小学校
28 271 0:08:27 渡邊 柊斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 石巻小学校
29 274 0:08:27 岩崎 暖大 ｲﾜｻｷ ﾋﾅﾀ 涌谷陸上スポーツ少年団
30 240 0:08:36 小野 陽大 ｵﾉ ﾋﾅﾀ ＦＣ．ＮＡＮＧＯ
31 211 0:08:39 熱海 友優 ｱﾂﾐ ﾕｳﾔ 不動堂小学校

2km小学生4～6年男子



32 231 0:08:41 千葉 総士 ﾁﾊﾞ ｿｳｼ 小牛田サッカースポーツ少年団
33 273 0:08:42 阿部 結大 ｱﾍﾞ ﾕｲﾄ 貞山小学校
34 225 0:08:43 伊藤 雅人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 小牛田サッカースポーツ少年団
35 223 0:08:45 伊藤 嵩斗 ｲﾄｳ ｼｭｳﾄ 小牛田サッカースポーツ少年団
36 265 0:08:46 山田 未希斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷﾄ 中埣少年野球クラブ
37 238 0:08:46 大友 逢雅 ｵｵﾄﾓ ｱｲｶﾞ ＦＣ．ＮＡＮＧＯ
38 257 0:08:48 千葉 竜斗 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳﾄ 岩出山小学校
39 259 0:08:52 佐々木 蒼空 ｻｻｷ ｱｵｲ 中埣小学校
40 280 0:08:56 佐野 光翼 ｻﾉ ｺｳｽｹ 新田小学校
41 226 0:09:00 川名 大翔 ｶﾜﾅ ﾋﾛﾄ 小牛田サッカースポーツ少年団
42 236 0:09:02 加藤 叶弥 ｶﾄｳ ｶﾅﾔ 不動堂小学校
43 227 0:09:04 伊勢 琉砥 ｲｾ ﾘｭｳﾄ 小牛田サッカースポーツ少年団
44 263 0:09:06 佐々木 暖斗 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 中埣少年野球クラブ
45 232 0:09:06 平塚 幸胤 ﾋﾗﾂｶ ﾕｷﾂｸﾞ 不動堂小学校
46 210 0:09:06 佐藤 海翔 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 小牛田サッカースポーツ少年団
47 277 0:09:08 中村 光希 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 涌谷陸上スポーツ少年団
48 212 0:09:10 加藤 那津 ｶﾄｳ ﾅﾂ 小牛田サッカースポーツ少年団
49 208 0:09:11 及川 玲 ｵｲｶﾜ ﾚｲ 青生小学校
50 248 0:09:11 佐々木 将柔 ｻｻｷ ｼｮｳﾔ 美里バレーボールクラブ
51 269 0:09:15 阿部 龍之介 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 不動堂小学校
52 262 0:09:16 伊藤 玄 ｲﾄｳ ｹﾞﾝ 中埣少年野球クラブ
53 243 0:09:25 山口 瑠偉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ 美里バレーボールクラブ
54 205 0:09:26 菊地 駿太 ｷｸﾁ ｼｭﾝﾀ 不動堂小学校
55 244 0:09:26 扇 琥輝 ｵｵｷﾞ ｺｳｷ 美里バレーボールクラブ
56 214 0:09:27 千田 剛輝 ﾁﾀﾞ ｺﾞｳｷ 小牛田サッカースポーツ少年団
57 258 0:09:33 小野寺 陽蓮 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾚﾝ 中埣小学校
58 255 0:09:39 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 不動堂小学校
59 250 0:09:51 平吹 七翔 ｻｶｲ ﾘｸ 美里バレーボールクラブ
60 207 0:09:51 渡辺 夏輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 南郷小学校
61 252 0:09:54 鬼嶋 利成 ｷｼﾏ ﾄｼﾉﾘ 敷玉小学校
62 256 0:09:59 遠山 蒼士 ﾄｵﾔﾏ ｿｳｼ 不動堂小学校
63 233 0:09:59 高瀬 祐大 ﾀｶｾ ﾕｳﾀ 中埣小学校
64 247 0:10:10 重泉 弘善 ｼｹﾞｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ 美里バレーボールクラブ
65 202 0:10:17 羽生 達飛 ﾊﾆｭｳ ﾀﾂﾄ 不動堂小学校
66 228 0:10:24 加藤 隼生 ｶﾄｳ ﾊﾔｾ 小牛田サッカースポーツ少年団
67 219 0:10:25 斉田 大志 ｻｲﾀ ﾀｲｼ 小牛田サッカースポーツ少年団
68 209 0:10:40 藤橋 勇太 ﾌｼﾞﾊｼ ﾕｳﾀ 不動堂小学校
69 204 0:10:47 岩佐 頼人 ｲﾜｻ ﾗｲﾄ 北浦小学校
70 264 0:10:52 鳥田 弦 ﾄﾘﾀ ｹﾞﾝ 中埣少年野球クラブ
71 261 0:11:03 笠原 康太郎 ｶｻﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 中埣小学校
72 245 0:11:06 安田 誉周 ﾔｽﾀﾞ ｸﾆﾁｶ 美里バレーボールクラブ
73 253 0:11:21 今野 孝朗 ｺﾝﾉ ﾀｶｱｷ 中埣小学校
74 203 0:11:23 岩佐 滉斗 ｲﾜｻ ﾋﾛﾄ 北浦小学校
75 224 0:11:28 小野寺 雅瑠 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾞﾘｭｳ 小牛田サッカースポーツ少年団
76 206 0:11:31 山内 那津 ﾔﾏｳﾁ ﾅﾂ 不動堂小学校
77 230 0:11:48 日向 杏樹 ﾋﾅﾀ ｱﾝｼﾞ 小牛田サッカースポーツ少年団
78 254 0:12:01 伊藤 悠太 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 不動堂小学校
79 234 0:12:13 菅井 颯音 ｽｶﾞｲ ﾊﾔﾄ 敷玉小学校
80 242 0:13:01 庄子 嘉人 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾄ 美里バレーボールクラブ
81 251 0:13:06 鈴木 翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 美里バレーボールクラブ

3
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 310 0:07:42 中村 茉梨依 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｲ 不動堂小学校
2 334 0:07:46 古沢 あんじ ﾌﾙｻﾜ ｱﾝｼﾞ ETジュニア
3 306 0:07:51 中山 千尋 ﾅｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ 田尻小学校

2km小学生4～6年女子



4 339 0:07:54 高橋 実乃 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉ 涌谷陸上スポーツ少年団
5 338 0:07:55 渋谷 莉緒 ｼﾌﾞﾔ ﾘｵ 涌谷陸上スポーツ少年団
6 304 0:08:38 岩﨑 良星 ｲﾜｻｷ ﾗﾗ 不動堂小学校
7 329 0:08:38 芦田 琉夏 ｱｼﾀﾞ ﾙﾅ 中埣小学校
8 337 0:08:44 齋藤 美桜 ｻｲﾄｳ ﾐｵ 涌谷陸上スポーツ少年団
9 321 0:08:50 武田 英 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾅ 美里バレーボールクラブ
10 302 0:08:52 佐々木 結有 ｻｻｷ ﾕｳ 榴岡小学校
11 323 0:08:55 亀山 紗和 ｶﾒﾔﾏ ｻﾜ 美里バレーボールクラブ
12 305 0:09:07 中山 彩葉 ﾅｶﾔﾏ ｲﾛﾊ 田尻小学校
13 336 0:09:08 髙橋 心那 ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ 涌谷陸上スポーツ少年団
14 331 0:09:13 伊藤 葵 ｲﾄｳ ｱｵｲ 小牛田小学校
15 301 0:09:17 海上 凜 ｳﾅｶﾐ ﾘﾝ 南郷小学校
16 342 0:09:20 梁川 心実 ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｺﾐ 中埣小学校
17 322 0:09:21 内海 泉咲 ｳﾂﾐ ﾐｻｷ 美里バレーボールクラブ
18 343 0:09:25 小松 ななみ ｺﾏﾂ ﾅﾅﾐ 中埣小学校
19 313 0:09:26 瀨戸 美沙希 ｾﾄ ﾐｻｷ 中埣小学校
20 324 0:09:27 尾形 すみれ ｵｶﾞﾀ ｽﾐﾚ 美里バレーボールクラブ
21 350 0:09:28 三浦 百花 ﾐｳﾗ ﾓﾓｶ 大崎市
22 315 0:09:57 千葉 音 ﾁﾊﾞ ﾉﾝ 敷玉小学校
23 345 0:09:59 相原 帆花 ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｶ 岩切小学校
24 340 0:10:04 横内 雪月 ﾖｺｳﾁ ﾕﾂﾞｷ 涌谷陸上スポーツ少年団
25 347 0:10:04 菊池 玲奈 ｷｸﾁ ﾚｲﾅ 成田小学校
26 311 0:10:14 木村 心音 ｷﾑﾗ ﾐｵﾝ 不動堂小学校
27 308 0:10:24 宇都宮 愛莉 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲﾘ 青生小学校
28 325 0:10:25 尾形 杏 ｵｶﾞﾀ ｱﾝ 美里バレーボールクラブ
29 332 0:10:25 今野 美姫 ｺﾝﾉ ﾐｷ ＪＯＹＦＩＴ古川
30 327 0:10:26 佐藤 花凜 ｻﾄｳ ｶﾘﾝ Ｓ－ＢＬＯＯＤ
31 326 0:10:27 鈴木 夢乃 ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾉ 美里バレーボールクラブ
32 328 0:10:44 佐々木 梨乃 ｻｻｷ ﾘﾉ Ｓ－ＢＬＯＯＤ
33 318 0:10:47 赤間 柚香 ｱｶﾏ ﾕｽﾞｶ 桂小学校
34 349 0:10:47 戸部 涼羽 ﾄﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 鳴子小学校
35 316 0:10:52 石川 くるみ ｲｼｶﾜ ｸﾙﾐ 南郷小学校
36 319 0:10:53 伊藤 海莉 ｲﾄｳ ｶｲﾘ 南郷小学校
37 309 0:10:57 宇都宮 愛苺 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾒｲ 青生小学校
38 320 0:10:59 伊藤 澪 ｲﾄｳ ﾐｵ 美里バレーボールクラブ
39 317 0:11:15 川名 花奈 ｶﾜﾅ ﾊﾅ 南郷小学校
40 341 0:11:16 西岡 亜胡 ﾆｼｵｶ ｱｺ 涌谷陸上スポーツ少年団
41 333 0:11:47 氏家 寧々 ｳｼﾞｲｴ ﾈﾈ 小牛田小学校
42 307 0:11:54 門間 葵生 ﾓﾝﾏ ｱｵｲ 小牛田小学校
43 330 0:11:54 塚 愛莉 ﾂｶ ｱｲﾘ 青生小学校
44 314 0:12:47 喜藤 翔香 ｷﾄｳ ｱｽｶ 小牛田サッカースポーツ少年団
45 344 0:13:06 梁川 陽奈子 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾅｺ 中埣小学校
46 312 0:13:06 瀬戸 結衣 ｾﾄ ﾕｲ 中埣小学校
47 303 0:15:41 菊地 咲耶 ｷｸﾁ ｻｸﾔ 不動堂小学校

4
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 432 0:09:28 高橋 彰太 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 古川東中学校
2 458 0:10:05 佐藤 亮平 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 古川黎明中
3 459 0:10:06 小笠原 翔 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｮｳ 古川黎明中
4 465 0:10:09 及川 寛太 ｵｲｶﾜ ｶﾝﾀ 桃生中
5 444 0:10:13 石堂 留偉 ｲｼﾄﾞｳ ﾙｲ 小牛田中学校男子バスケットボー
6 464 0:10:16 高橋 柊伍 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｺﾞ 古川黎明中
7 406 0:10:30 尾形 礼音 ｵｶﾞﾀ ﾚｵﾝ 鹿島台中学校
8 457 0:10:31 草岡 知弥 ｸｻｵｶ ﾄﾓﾔ 八乙女中学校
9 463 0:10:33 高橋 史弥 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ 古川黎明中

3km中学生男子



10 403 0:10:38 鈴木 颯斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 涌谷中学校
11 415 0:10:43 川名 遥斗 ｶﾜﾅ ﾊﾙﾄ 小牛田中学校サッカー部
12 422 0:10:45 佐々木 遥斗 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 小牛田中学校サッカー部
13 461 0:11:16 木村 悠馬 ｷﾑﾗ ﾕｳﾏ 古川黎明中
14 445 0:11:17 齊藤 諒雅 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 小牛田中学校男子バスケットボー
15 441 0:11:23 鈴木 太一 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 小牛田中学校男子ソフトテニス部
16 462 0:11:30 阿部 隆太 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 古川黎明中
17 417 0:11:36 小野寺 翔太 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 小牛田中学校サッカー部
18 438 0:11:38 髙橋 志道 ﾀｶﾊｼ ｼﾄﾞ 小牛田中学校男子ソフトテニス部
19 434 0:11:38 荒井 亮雅 ｱﾗｲ ﾘｮｳｶﾞ 小牛田中学校男子ソフトテニス部
20 433 0:11:51 加藤 真問 ｶﾄｳ ﾏﾄｲ 小牛田中学校男子ソフトテニス部
21 437 0:11:58 佐々木 愛斗 ｻｻｷ ｱｲﾄ 小牛田中学校男子ソフトテニス部
22 454 0:11:59 大川 柊 ｵｵｶﾜ ｼｭｳ 西山中学校
23 466 0:12:03 佐々木 修斗 ｻｻｷ ｼｭｳﾄ 古川東中
24 401 0:12:03 鈴木 遥斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 不動堂中学校
25 409 0:12:07 畑中 真 ﾊﾀﾅｶ ｼﾝ 鹿島台中学校
26 435 0:12:12 熊谷 海斗 ｸﾏｶﾞｲ ｶｲﾄ 小牛田中学校男子ソフトテニス部
27 449 0:12:13 佐藤 和人 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄ 小牛田中学校男子バスケットボー
28 430 0:12:13 今野 礼翔 ｺﾝﾉ ﾗｲｷ 小牛田中学校サッカー部
29 404 0:12:14 岩崎 秀翔 ｲﾜｻｷ ｼｭｳﾄ 不動堂中学校
30 448 0:12:16 石川 力也 ｲｼｶﾜ ﾘｷﾔ 小牛田中学校男子バスケットボー
31 450 0:12:35 工藤 脩 ｸﾄﾞｳ ｼｭｳ 小牛田中学校男子バスケットボー
32 421 0:12:41 今野 真翔 ｺﾝﾉ ﾏﾅﾄ 小牛田中学校サッカー部
33 446 0:12:45 阿部 晃大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 小牛田中学校男子バスケットボー
34 428 0:12:46 伊藤 快斗 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 小牛田中学校サッカー部
35 427 0:13:03 門間 陸斗 ﾓﾝﾏ ﾘｸﾄ 小牛田中学校サッカー部
36 418 0:13:07 大場 俊輔 ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 小牛田中学校サッカー部
37 431 0:13:15 斑目 咲也 ﾏﾀﾞﾗﾒ ｻｸﾔ 小牛田中学校サッカー部
38 452 0:13:21 田生 紘大 ﾀｼｮｳ ｺｳﾀﾞｲ 小牛田中学校男子バスケットボー
39 451 0:13:26 大場 成真 ｵｵﾊﾞ ﾅﾘﾏｻ 小牛田中学校男子バスケットボー
40 407 0:13:38 佐藤 晃鳳 ｻﾄｳ ﾃﾙﾀｶ 鹿島台中学校
41 411 0:13:45 髙橋 元喜 ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝｷ 鹿島台中学校
42 412 0:13:45 高橋 翔夢 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ 鹿島台中学校
43 440 0:14:03 佐々木 悠貴 ｻｻｷ ﾕｳｷ 小牛田中学校男子ソフトテニス部
44 439 0:14:29 橋本 志成 ﾊｼﾓﾄ ｼｾｲ 小牛田中学校男子ソフトテニス部
45 453 0:14:36 後藤 千大 ｺﾞﾄｳ ﾁﾋﾛ 小牛田中学校男子バスケットボー
46 413 0:14:46 佐藤 優人 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 鹿島台中学校
47 419 0:14:58 佐藤 安蒔 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ 小牛田中学校サッカー部
48 429 0:15:06 伊藤 悠斗 ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 小牛田中学校サッカー部
49 420 0:15:06 南條 伶来 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾚｲﾗ 小牛田中学校サッカー部
50 414 0:15:22 富士原 琉 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾙｲ 鹿島台中学校
51 423 0:15:37 下津 裕聖 ｼﾓﾂ ﾕｳｾｲ 小牛田中学校サッカー部
52 443 0:15:42 二階堂 日向 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 岩出山中学校
53 455 0:15:42 狩野 隼汰 ｶﾉ ﾊﾔﾀ 岩出山中学校
54 405 0:15:48 氏家 碧兎 ｳｼﾞｲｴ ｱｵﾄ 大崎市
55 416 0:16:00 邊見 優太 ﾍﾝﾐ ﾕｳﾀ 小牛田中学校サッカー部
56 425 0:16:08 松田 琉星 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 小牛田中学校サッカー部
57 424 0:16:10 千葉 健太 ﾁﾊﾞ ｹﾝﾀ 小牛田中学校サッカー部
58 442 0:16:30 櫻井 恵太 ｻｸﾗｲ ｹｲﾀ 小牛田中学校男子ソフトテニス部
59 436 0:17:08 佐々木 将豊 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 小牛田中学校男子ソフトテニス部

5
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 574 0:11:04 坂本 優奈 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾅ 古川黎明中学校
2 576 0:11:30 三浦 志音 ﾐｳﾗ ｼｵﾝ 古川黎明中学校
3 572 0:11:42 柳澤 真緒那 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｵﾅ 古川黎明中学校

3km中学生女子



4 551 0:11:47 大場 なつみ ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ 田尻中学校
5 556 0:11:49 木村 里未歌 ｷﾑﾗ ﾘﾐｶ 不動堂中学校
6 573 0:11:57 吉岡 利紗 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 古川黎明中学校
7 575 0:12:01 髙橋 綾乃 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾉ 古川黎明中学校
8 553 0:12:08 齋藤 杏蒔 ｻｲﾄｳ ｱﾝｼﾞ 涌谷中学校
9 569 0:12:14 氏家 珠生 ｳｼﾞｲｴ ｼｭｳ 古川東中学校
10 577 0:12:22 佐々木 百萌 ｻｻｷ ﾓﾓ 古川黎明中学校
11 570 0:12:24 早坂 倖 ﾊﾔｻｶ ｻﾁ 古川東中学校
12 561 0:13:09 鹿角 優 ｶﾂﾞﾉ ﾕｳ 小牛田中学校
13 554 0:13:21 鈴木 采紗 ｽｽﾞｷ ｱﾔｻ 涌谷中学校
14 555 0:13:43 赤間 早姫 ｱｶﾏ ｻｷ 涌谷中学校
15 564 0:13:56 富本 琉華 ﾄﾐﾓﾄ ﾘｭｳｶ 鹿島台中学校
16 571 0:14:23 相原 早希 ｱｲﾊﾗ ｻｷ 岩切中学校
17 567 0:14:41 伊勢 果凛 ｲｾ ｶﾘﾝ 小牛田中学校サッカー部
18 559 0:14:58 扇子 ひかる ｵｵｷﾞ ﾋｶﾙ 小牛田中学校
19 568 0:15:29 石川 翠 ｲｼｶﾜ ｽｲ 小牛田中学校
20 563 0:15:59 村上 茉希 ﾑﾗｶﾐ ﾏｷ 鹿島台中学校
21 578 0:16:27 三條 美月 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾐﾂﾞｷ 石巻市
22 562 0:16:30 後藤 千穂 ｺﾞﾄｳ ﾁﾎ 小牛田中学校
23 557 0:16:49 奈良 心音 ﾅﾗ ｺｺﾈ 小牛田中学校
24 560 0:16:49 末永 千春 ｽｴﾅｶﾞ ﾁﾊﾙ 小牛田中学校
25 552 0:17:40 岩佐 楓香 ｲﾜｻ ﾌｳｶ 小牛田中学校

6
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 633 0:16:36 岡澤 佳津真 ｵｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 塩釜市
2 668 0:16:41 木幡 真人 ｺﾊﾀ ﾏｻﾄ 涌谷町
3 672 0:17:29 佐々木 望 ｻｻｷ ﾉｿﾞﾑ ＪＡみどりの
4 665 0:17:32 高橋 真彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 大崎消防
5 669 0:17:57 田子 未知瑠 ﾀｺ ﾐﾁﾙ サンリス会
6 641 0:18:05 佐々木 佳祐 ｻｻｷ ｹｲｽｹ おおさきＲＣ
7 670 0:18:47 石母田 拓也 ｲｼﾓﾀ ﾀｸﾔ ＮＲＣ
8 671 0:19:08 相澤 宏樹 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｷ 仙台市
9 674 0:19:28 山田 高太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ たんぽぽＲＣ
10 664 0:19:36 佐藤 真也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 石巻市
11 652 0:19:50 安本 貴広 ﾔｽﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ DH購買
12 635 0:19:50 髙橋 大雅 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾏｻ Ｒｕｎｓ-Ｔ
13 673 0:19:55 緑川 龍太郎 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 仙台市
14 634 0:21:02 髙橋 侑大 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ Ｒｕｎｓ-Ｔ
15 667 0:21:10 後藤 仁義 ｺﾞﾄｳ ﾂﾙｷﾞ 石巻市
16 659 0:21:12 三浦 浩 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 石巻市
17 678 0:21:35 後藤 俊文 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾌﾐ 南流山
18 643 0:22:02 高橋 和正 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏｻ ＪＯＹＦＩＴ古川
19 676 0:22:04 沖田 智春 ｵｷﾀ ﾁﾊﾙ 仙台市
20 680 0:22:12 阿部 信哉 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ 石巻市
21 657 0:22:43 鈴木 亜門 ｽｽﾞｷ ｱﾓﾝ 小牛田農林高校
22 644 0:22:45 飯塚 一康 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾔｽ ＪＯＹＦＩＴ古川
23 666 0:22:49 本木 聡 ﾓﾄｷ ｻﾄｼ 美里町
24 655 0:22:59 真船 裕己 ﾏﾌﾈ ﾕｳｷ DH購買
25 639 0:23:52 富樫 陽 ﾄｶﾞｼ ｱｷﾗ （有）東北クリエイト
26 677 0:23:57 中條 忍 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾉﾌﾞ 大崎市
27 681 0:23:59 東海林 剛 ｼｮｳｼﾞ ﾀｹｼ 仙台市
28 645 0:24:25 末松 直幸 ｽｴﾏﾂ ﾅｵﾕｷ 村田一家
29 642 0:25:40 佐々木 俊祐 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 大崎市
30 675 0:25:43 後藤 康太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ ブルークラブ
31 658 0:25:59 中野 真弥 ﾅｶﾉ ｼﾝﾔ 塩竈市

5km39歳以下男子



32 648 0:26:08 小野寺 匠 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾐ 美里町
33 682 0:26:31 本田 駿 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝ 大河原町
34 632 0:27:03 五十嵐 将斗 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾄ 美里町
35 662 0:27:18 小川 純一 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩手県
36 656 0:27:55 佐藤 水土 ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 仙台市
37 646 0:28:18 佐藤 諒介 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ＪＯＹＦＩＴ古川
38 631 0:28:41 櫻井 諄也 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ 美里町
39 661 0:28:42 水澤 崇 ﾐｽﾞｻﾜ ﾀｶｼ 東松島市
40 650 0:28:48 青木 宏文 ｱｵｷ ﾋﾛﾌﾐ DH購買
41 663 0:29:22 佐藤 寛 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 大崎市
42 660 0:29:22 千葉 俊一 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｲﾁ 大崎市
43 638 0:32:05 加藤 信次 ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ （有）東北クリエイト
44 647 0:32:11 芳賀 哲也 ﾊｶﾞ ﾃﾂﾔ 大崎市
45 636 0:32:14 遠藤 哲也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ （有）東北クリエイト
46 654 0:32:16 高辻 駿 ﾀｶﾂｼﾞ ﾀｹﾙ DH購買
47 637 0:33:01 後藤 純 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝ （有）東北クリエイト
48 649 0:33:41 野出 祥太 ﾉﾃﾞ ｼｮｳﾀ DH購買
49 653 0:35:51 川﨑 初 ｶﾜｻｷ ﾊｼﾞﾒ DH購買
50 651 0:36:41 野中 啓斗 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾄ DH購買
51 640 0:37:49 國又 修 ｸﾆﾏﾀ ｵｻﾑ （有）東北クリエイト

7
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 726 0:16:42 加藤 和彦 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 栗原市
2 708 0:18:05 高石 淳 ﾀｶｲｼ ｼﾞｭﾝ 東北電力（株）
3 720 0:18:09 大久保 彰二 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾂｸﾞ おおさきＲＣ
4 716 0:18:20 鈴木 研一郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 南三陸消防署
5 724 0:18:23 水戸 賢 ﾐﾄ ｹﾝ 富谷市
6 727 0:18:25 斉藤 武史 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 岩手県
7 701 0:18:28 近江 克也 ｵｵﾐ ｶﾂﾔ 仙台市
8 725 0:19:31 浅野 和久 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋｻ 塩釜市
9 722 0:20:06 宮本 智 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ 大崎市
10 721 0:20:40 郷古 勝浩 ｺﾞｳｺ ｶﾂﾋﾛ 塩竈市役所
11 719 0:20:48 鈴木 和幸 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ 美里町
12 711 0:20:59 大場 瑞夫 ｵｵﾊﾞ ﾐｽﾞｵ 大崎市
13 714 0:21:09 青木 成義 ｱｵｷ ｼｹﾞﾖｼ 加美町
14 713 0:21:43 成田 正樹 ﾅﾘﾀ ﾏｻｷ JOYFIT古川
15 704 0:22:54 冨田 仁 ﾄﾐﾀ ｼﾞﾝ （有）東北クリエイト
16 729 0:23:09 西村 言 ﾆｼﾑﾗ ｹﾞﾝ 綜合キャリア
17 710 0:23:12 伊藤 悟 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 美里町
18 715 0:23:33 鴻池 範幸 ｺｳﾉｲｹ ﾉﾘﾕｷ DH購買
19 717 0:23:47 棚田 泰行 ﾀﾅﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 大崎市
20 718 0:24:41 中山 貴友 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾄﾓ 千葉県
21 703 0:26:03 久芳 裕将 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ （有）東北クリエイト
22 723 0:26:15 児玉 亮一 ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ ぐで児玉ＲＣ
23 728 0:27:07 三浦 敏久 ﾐｳﾗ ﾄｼﾋｻ 大崎市
24 702 0:27:17 佐々木 和志 ｻｻｷ ｶｽﾞｼ 仙台市
25 712 0:29:24 山﨑 雅宣 ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 石巻市
26 707 0:33:01 松田 英治 ﾏﾂﾀﾞ ｴｲｼﾞ （有）東北クリエイト
27 706 0:34:27 渡辺 剛史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ （有）東北クリエイト
28 705 0:35:31 宮内 浩二 ﾐﾔｳﾁ ｺｳｼﾞ （有）東北クリエイト

8
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 838 0:16:49 安島 雄二 ｱｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 仙塩総合病院
2 806 0:18:11 岩井 裕二 ｲﾜｲ ﾕｳｼﾞ 万石浦ＭＣ

5km40歳～49歳男子

5km50歳～59歳男子



3 801 0:18:31 今野 晴朗 ｺﾝﾉ ﾊﾛｳ おおさきRC
4 828 0:18:32 吉田 実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 栗原市
5 824 0:18:53 木下 誠 ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ 大阪府
6 835 0:19:03 佐藤 定美 ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾐ 岩手県
7 822 0:20:18 及川 一郎 ｵｲｶﾜ ｲﾁﾛｳ ウィルランズ
8 821 0:20:23 菅原 健治 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ ち～むたいが
9 805 0:20:37 千田 信雄 ﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 美里町ＺＳ
10 809 0:21:27 髙橋 勝幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ あさとあゆ
11 803 0:21:48 芳賀 俊彦 ﾊｶﾞ ﾄｼﾋｺ 韋駄天
12 804 0:22:06 近江 隆浩 ｵｵﾐ ﾀｶﾋﾛ 柴田町
13 808 0:22:28 石川 克行 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾕｷ 大崎市
14 812 0:22:34 志摩 良明 ｼﾏ ﾖｼｱｷ お先にどうぞ
15 820 0:22:41 阿部 文洋 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 仙台市
16 836 0:22:47 中林 哲也 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 仙台市
17 840 0:22:57 櫻井 利彦 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋｺ 美里町
18 819 0:23:01 矢野 正 ﾔﾉ ﾀﾀﾞｼ とめレク協会
19 818 0:23:05 小松 寿 ｺﾏﾂ ﾋｻｼ エレメンツ
20 839 0:23:14 相澤 守 ｱｲｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 仙台市
21 810 0:24:37 三浦 陽一郎 ﾐｳﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ ＪＯＹＦＩＴ古川
22 815 0:25:00 安海 秀巳 ｱﾝｶｲ ﾋﾃﾞﾐ 石巻市
23 837 0:25:04 鈴木 保則 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 花泉らんらん
24 845 0:25:26 及川 成一 ｵｲｶﾜ ｾｲｲﾁ 石巻市
25 817 0:25:33 只埜 斉 ﾀﾀﾞﾉ ﾋﾄｼ 大崎市
26 829 0:25:54 千葉 正弘 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ トキワ東北
27 831 0:25:59 野村 哲哉 ﾉﾑﾗ ﾃﾂﾔ アルプス電気
28 834 0:26:06 丸山 一浩 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 多賀城山王小
29 825 0:26:13 末永 宏 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 万石浦ＭＣ
30 830 0:27:02 平塚 隆一郎 ﾋﾗﾂｶ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 石巻市
31 844 0:27:02 安倍 良博 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 松島町
32 827 0:28:17 山本 順造 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 仙台市
33 811 0:29:03 一條 良勝 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾖｼｶﾂ 大崎市
34 843 0:29:27 鈴木 義昭 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 多賀城市
35 813 0:30:12 大場 正浩 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ YJHRC
36 816 0:30:29 山本 良三 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｿﾞｳ 大崎市
37 842 0:30:44 玉野井 修 ﾀﾏﾉｲ ｵｻﾑ 岩沼市
38 814 0:31:40 屋代 浩 ﾔｼﾛ ﾋﾛｼ 七ヶ浜町
39 833 0:32:42 佐々木 明 ｻｻｷ ｱｷﾗ 富谷市
40 841 0:35:47 鈴木 広治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 秋田県
41 832 0:39:21 長井 昌樹 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｷ 大崎市

9
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 906 0:19:21 鈴木 治 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ MPRC
2 943 0:19:51 安保 淳 ｱﾝﾎﾞ ｱﾂｼ チーム一葉
3 913 0:20:29 渋谷 憲夫 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘｵ 仙台市
4 908 0:20:44 三浦 昭彦 ﾐｳﾗ ｱｷﾋｺ 石巻桜坂RC
5 904 0:21:03 相澤 隆弘 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ ＷＰＲＳ
6 903 0:21:12 中里 薫 ﾅｶｻﾄ ｶｵﾙ チームさわなり
7 930 0:21:40 竹田 正直 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾅｵ 岩手県
8 925 0:21:43 内舘 弘明 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾋﾛｱｷ 仙台市
9 902 0:21:51 千田 君男 ﾁﾀﾞ ｷﾐｵ 登米市
10 928 0:22:45 渡辺 徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ MPRC仙台
11 901 0:22:55 佐々木 弘 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 田尻倶楽部
12 940 0:23:03 久保田 裕 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ 仙台市
13 907 0:23:06 髙橋 正顕 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 中山AC
14 944 0:23:12 佐藤 隆文 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ ＮＲＵ一関

5km60歳以上男子



15 937 0:23:53 成田 豊勝 ﾅﾘﾀ ﾄﾖｶﾂ ＭＰＲＣ
16 936 0:25:44 佐々木 幸治 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ ＭＰＲＣ
17 916 0:25:58 氏家 文男 ｳｼﾞｲｴ ﾌﾐｵ チームあさとあゆ
18 950 0:25:59 陶山 健司 ｽﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 小泉ＳＲＣ
19 920 0:27:10 髙橋 哲二 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｼﾞ 大島髙橋板金
20 909 0:28:06 佐々木 義光 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ 美里町
21 939 0:29:10 今野 正則 ｺﾝﾉ ﾏｻﾉﾘ 大崎市
22 919 0:29:18 梅沢 秀則 ｳﾒｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大崎市
23 910 0:30:08 横山 充 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂﾙ サンフラワーズ
24 926 0:30:11 後藤 孝芳 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾖｼ 大崎市
25 934 0:30:40 板垣 治夫 ｲﾀｶﾞｷ ﾊﾙｵ 加美町
26 935 0:30:57 賀川 雅夫 ｶｶﾞﾜ ﾏｻｵ 多賀城市
27 923 0:31:21 岡 睦雄 ｵｶ ﾑﾂｵ 美里町
28 945 0:31:27 橋元 勇 ﾊｼﾓﾄ ｲｻﾑ チーム咲耶
29 924 0:32:18 榊原 常敏 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾂﾈﾄｼ チーム仁貴
30 927 0:32:22 只野 順 ﾀﾀﾞﾉ ｼﾞｭﾝ 涌谷町
31 929 0:33:31 千葉 正雄 ﾁﾊﾞ ﾏｻｵ 大船渡走友会
32 949 0:34:15 木村 勝弘 ｷﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ 仙台市
33 911 0:34:39 柏村 眞一 ｶｼﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 人来田ランズ
34 921 0:34:47 今野 紳一郎 ｺﾝﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ ゆっくらーず
35 918 0:35:20 川原 一英 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞｴ 岩手県
36 948 0:36:04 鈴木 盛吾 ｽｽﾞｷ ｾｲｺﾞ 仙台市
37 946 0:36:21 久我 新次 ｸｶﾞ ｼﾝｼﾞ 菅原マジック
38 915 0:37:18 成見 俊悦 ﾅﾙﾐ ｼｭﾝｴﾂ 美里町
39 933 0:37:19 阿部 宗光 ｱﾍﾞ ﾑﾈﾐﾂ 登米市
40 912 0:37:27 星 益道 ﾎｼ ﾏｽﾐﾁ 塩竈ＦＭＣ
41 947 0:38:12 深谷 金之助 ﾌｶﾔ ｷﾝﾉｽｹ ちゃぼラン
42 914 0:38:56 髙橋 光春 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ 笑福楽走会
43 922 0:41:14 鈴木 好憲 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 山形県

10
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1017 0:19:53 鈴木 星花 ｽｽﾞｷ ｾｲｶ 白石高校
2 1002 0:19:55 中村 芽依 ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 涌谷高校
3 1003 0:21:18 浅野 江梨 ｱｻﾉ ｴﾘ 大崎市
4 1012 0:21:53 菊地 恵 ｷｸﾁ ﾒｸﾞﾐ 美里町
5 1021 0:22:43 高橋 佳織 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 仙台市
6 1006 0:24:50 末松 冬美 ｽｴﾏﾂ ﾌﾕﾐ 村田一家
7 1029 0:26:31 本田 和代 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 大河原町
8 1026 0:26:38 東海林 奈菜絵 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｴ 仙台市
9 1015 0:26:40 二郷 郁恵 ﾆｺﾞｳ ｲｸｴ 富谷市
10 1001 0:27:43 山本 若菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ 仙台市
11 1023 0:27:45 小田島 ひかり ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 仙台市
12 1022 0:28:13 木村 舞子 ｷﾑﾗ ﾏｲｺ 仙台市
13 1028 0:28:14 矢越 早紀 ﾔｺﾞｼ ｻｷ 大崎市
14 1024 0:28:44 立野 綾菜 ﾀﾂﾉ ｱﾔﾅ 多賀城市
15 1013 0:28:47 嶋田 彩華 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 大和町
16 1025 0:29:01 佐藤 晃子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 仙台市
17 1011 0:29:38 佐藤 あさ美 ｻﾄｳ ｱｻﾐ 大崎市
18 1016 0:29:38 内山 ゆきの ｳﾁﾔﾏ ﾕｷﾉ 仙台市
19 1018 0:30:10 大沼 美咲 ｵｵﾇﾏ ﾐｻｷ 仙台市
20 1019 0:30:12 大沼 詩織 ｵｵﾇﾏ ｼｵﾘ 大崎市
21 1020 0:30:13 大沼 春香 ｵｵﾇﾏ ﾊﾙｶ 大崎市
22 1031 0:30:25 伊藤 千央 ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 仙台市
23 1010 0:30:35 鈴木 彩子 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 大崎市
24 1027 0:33:34 齋藤 千明 ｻｲﾄｳ ﾁｱｷ 大崎市

5km39歳以下女子



25 1004 0:34:27 渡辺 恵美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ （有）東北クリエイト
26 1009 0:34:36 佐々木 久美 ｻｻｷ ｸﾐ 大崎市
27 1030 0:35:08 三浦 わかな ﾐｳﾗ ﾜｶﾅ 大崎市
28 1005 0:35:48 藤橋 いづみ ﾌｼﾞﾊｼ ｲﾂﾞﾐ 美里町
29 1014 0:35:57 柴 絵梨奈 ｼﾊﾞ ｴﾘﾅ 鬼首小学校
30 1007 0:37:07 奥山 智春 ｵｸﾔﾏ ﾁﾊﾙ ワッショイ
31 1008 0:37:07 堀口 ゆか ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｶ ワッショイ

11
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1101 0:20:42 古舘 百合子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕﾘｺ あさとあゆ
2 1128 0:21:25 高橋 富美 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐ 石巻市
3 1127 0:22:03 大和田 治美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙﾐ 一関ＡＣ
4 1137 0:22:23 金野 美香 ｺﾝﾉ ﾐｶ ウィルランズ
5 1138 0:23:16 菅原 智恵子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｴｺ 大崎市
6 1143 0:23:39 相澤 幸子 ｱｲｻﾞﾜ ｻﾁｺ 仙台市
7 1105 0:24:00 畑中 博美 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ 南郷ランラン
8 1104 0:24:10 近江 千恵 ｵｵﾐ ﾁｴ 仙台市
9 1141 0:24:33 早坂 詩乃 ﾊﾔｻｶ ｼﾉ 仙台明走会
10 1123 0:25:23 辺見 明子 ﾍﾝﾐ ｱｷｺ 美里町
11 1115 0:25:42 鮎澤 純子 ｱﾕｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 美里町
12 1103 0:26:08 吉岡 智恵子 ﾖｼｵｶ ﾁｴｺ 仙台市
13 1131 0:26:15 児玉 紘子 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｺ ぐで児玉ＲＣ
14 1118 0:26:41 小岩 昌子 ｺｲﾜ ｼｮｳｺ JOYFIT古川
15 1117 0:26:46 佐々木 朱実 ｻｻｷ ｱｹﾐ 美里町
16 1111 0:27:03 千葉 正子 ﾁﾊﾞ ﾏｻｺ 宮城フェンダ
17 1135 0:27:38 成瀬 陽子 ﾅﾙｾ ﾖｳｺ 栗原市
18 1140 0:28:00 鈴木 洋子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 仙台市
19 1134 0:28:06 深谷 妙子 ﾌｶﾔ ﾀｴｺ ちゃぼラン
20 1113 0:28:07 加藤 より子 ｶﾄｳ ﾖﾘｺ 大崎市
21 1146 0:28:13 玉野井 ゆかり ﾀﾏﾉｲ ﾕｶﾘ 岩沼市
22 1130 0:28:26 長谷川 裕子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ 大崎市
23 1110 0:28:34 野澤 多津子 ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｺ 大崎市
24 1125 0:28:42 菅野又 睦子 ｽｶﾞﾉﾏﾀ ﾑﾂｺ エレメンツ
25 1116 0:29:03 一條 幸江 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾕｷｴ 大崎市
26 1122 0:29:19 泉澤 裕子 ｲｽﾞﾐｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 岩手県
27 1102 0:30:08 横山 蔦子 ﾖｺﾔﾏ ﾂﾀｺ サンフラワーズ
28 1108 0:31:14 齋藤 圭子 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ 大崎市
29 1114 0:31:22 岡 恵美子 ｵｶ ｴﾐｺ 美里町
30 1129 0:31:39 菅原 智津 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾂﾞ 仙台市
31 1126 0:32:09 工藤 央子 ｸﾄﾞｳ ﾁｶｺ 仙台市
32 1109 0:33:07 赤間 則子 ｱｶﾏ ﾉﾘｺ 仙台市
33 1107 0:35:52 高橋 恵美子 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ 松島町
34 1144 0:35:58 渋谷 尚美 ｼﾌﾞﾔ ﾅｵﾐ ろく
35 1145 0:36:05 鈴木 万喜子 ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ 仙台市
36 1119 0:37:07 松浦 由紀子 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷｺ ワッショイ
37 1120 0:37:07 早坂 明子 ﾊﾔｻｶ ｱｷｺ ワッショイ
38 1121 0:37:07 阿部 好江 ｱﾍﾞ ﾖｼｴ ワッショイ
39 1133 0:38:54 高橋 淳子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ ＤＥＢＵズ
40 1132 0:38:55 後藤 浩子 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｺ ＤＥＢＵズ
41 1112 0:41:13 鈴木 由美 ｽｽﾞｷ ﾕﾐ 山形県

12
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1270 0:31:12 石井 辰樹 ｲｼｲ ﾀﾂｷ 山形県
2 1254 0:33:03 若菜 優雅 ﾜｶﾅ ﾕｳｶﾞ ＯＭＫＮＰＪ

5km40歳以上女子

10km39歳以下男子



3 1246 0:33:39 本城 昇 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ みちのく銀行
4 1245 0:36:34 大内 尊文 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾌﾐ アテノレイ
5 1260 0:37:00 飛田 将孝 ﾄﾋﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 仙台市
6 1233 0:37:54 佐々木 惇 ｻｻｷ ｱﾂｼ 富谷市
7 1275 0:37:56 ﾎｰﾚｽ ﾏｰｸ ﾎｰﾚｽ ﾏｰｸ 仙台市
8 1261 0:38:55 佐藤 大生 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ アレンズ
9 1255 0:39:06 菅原 涼平 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾍｲ 仙台市
10 1242 0:39:10 宮崎 浩幸 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ チャ・ゲバラ
11 1213 0:39:12 古沢 孝宏 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶﾋﾛ NARC
12 1206 0:39:15 三澤 佑太 ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ 涌谷高校
13 1269 0:39:25 磯田 洋志 ｲｿﾀﾞ ﾋﾛｼ 岩沼市
14 1219 0:39:47 佐藤 純一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 美里町
15 1205 0:40:00 佐々木 宏誠 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 大崎消防
16 1277 0:40:27 佐々木 光 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 南三陸町
17 1257 0:40:36 佐藤 陽平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 宮古ＡＣ
18 1207 0:40:52 木村 辰彦 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ 石巻支援高校
19 1285 0:41:07 小野寺 真人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾋﾄ 大崎市
20 1243 0:41:10 齋藤 真彦 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ おおさきＲＣ
21 1214 0:41:43 青木 学 ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ チームDAQ
22 1273 0:42:04 内藤 栄松 ﾅｲﾄｳ ｴｲｼｮｳ 大崎市
23 1217 0:43:45 松田 卓馬 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ 涌谷町
24 1212 0:43:58 後藤 大範 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 大崎市
25 1266 0:44:36 佐々木 茂人 ｻｻｷ ｼｹﾞﾄ 南三陸町
26 1228 0:45:10 森 陽祐 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 美里町
27 1230 0:45:29 加藤 康宏 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 仙台市
28 1256 0:45:48 瀬島 龍史 ｾｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ ＰＥＶＥＲＣ
29 1226 0:46:06 半澤 裕 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 鴻池運輸
30 1220 0:46:15 田村 大樹 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 大崎市
31 1259 0:46:23 小野寺 大和 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾔﾏﾄ 岩手県
32 1235 0:46:35 伊藤 圭祐 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 岩手県
33 1204 0:46:41 五日市 佳佑 ｲﾂｶｲﾁ ｹｲｽｹ 砂沢産業
34 1267 0:47:15 高須賀 康志 ﾀｶｽｶﾞ ｺｳｼﾞ 仙台市
35 1282 0:47:39 菊地 智貴 ｷｸﾁ ﾄﾓｷ 気仙沼市
36 1232 0:48:32 菊池 武展 ｷｸﾁ ﾀｹﾉﾌﾞ 涌谷町
37 1239 0:48:47 佐々木 将人 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 気仙沼市
38 1264 0:49:07 長田 博之 ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 福島県
39 1236 0:50:03 金澤 恒汰 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳﾀ 大崎市
40 1218 0:50:16 芳賀 利美 ﾊｶﾞ ﾄｼﾐ 岩手県
41 1272 0:50:24 稲辺 理 ｲﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 美里町
42 1215 0:50:53 尾形 和正 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏｻ 小牛田中学校
43 1237 0:51:01 阿部 憲幸 ｱﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ 東松島市
44 1244 0:51:06 藤瀬 毅 ﾌｼﾞｾ ﾀｹｼ 仙台市
45 1278 0:51:23 大友 俊彦 ｵｵﾄﾓ ﾄｼﾋｺ カネサ藤原屋
46 1209 0:51:26 佐々木 勝則 ｻｻｷ ｶﾂﾉﾘ Ｓ－ＢＬＯＯＤ
47 1265 0:52:21 徐 亮 ｼﾞｮ ﾘｮｳ 京都府
48 1247 0:53:07 佐々木 英明 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 富谷市
49 1252 0:53:20 宮腰 英洋 ﾐﾔｺｼ ﾋﾃﾞﾋﾛ トライセイル
50 1279 0:54:06 遠藤 利博 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 色麻町
51 1216 0:54:20 白鳥 健成 ｼﾗﾄﾘ ｹﾝｾｲ 涌谷陸上スポーツ少年団
52 1271 0:54:24 佐藤 琢磨 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 仙台市
53 1268 0:54:37 松田 宙記 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ エフ
54 1210 0:54:50 三浦 翔平 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾍｲ Ｓ－ＢＬＯＯＤ
55 1280 0:55:37 飯野 広紀 ｲｲﾉ ﾋﾛｷ 岩手県
56 1231 0:55:57 及川 歩 ｵｲｶﾜ ｱﾕﾑ 仙台市
57 1208 0:56:03 佐々木 清勝 ｻｻｷ ｷﾖｶﾂ Ｓ－ＢＬＯＯＤ
58 1238 0:56:49 柳沢 大介 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 仙台市
59 1284 0:57:20 浅野 貴博 ｱｻﾉ ﾀｶﾋﾛ 多賀城市



60 1201 0:57:33 岡 良幸 ｵｶ ﾖｼﾕｷ (同）未来技術
61 1221 0:57:41 齋藤 敏樹 ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ 仙台市
62 1223 0:58:23 及川 邦宣 ｵｲｶﾜ ｸﾆﾉﾘ 千葉県
63 1227 0:59:00 菊池 拓 ｷｸﾁ ﾀｸ 奥州市役所
64 1202 0:59:17 佐久川 正章 ｻｸｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ (同）未来技術
65 1211 0:59:26 星 新也 ﾎｼ ｼﾝﾔ 岩手県
66 1283 0:59:45 梁取 聖明 ﾔﾅﾄﾘ ﾏｻｱｷ 美里町
67 1203 0:59:46 佐瀬 徹矢 ｻｾ ﾃﾂﾔ 管走会
68 1234 1:00:08 熊谷 亮 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳ 登米市
69 1249 1:00:57 寺田 研人 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ 富谷市
70 1248 1:00:58 加藤 連 ｶﾄｳ ﾚﾝ 富谷市
71 1250 1:01:02 林 幸男 ﾊﾔｼ ﾕｷｵ 富谷市
72 1225 1:02:57 梶原 大輔 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 涌谷町
73 1229 1:03:44 田代 耕一 ﾀｼﾛ ｺｳｲﾁ マラソン部
74 1263 1:05:51 目黒 誠也 ﾒｸﾞﾛ ｾｲﾔ 美里町
75 1262 1:12:55 宇佐美 拓真 ｳｻﾐ ﾀｸﾏ 東松島市
76 1224 1:14:35 手代木 大輔 ﾃｼﾛｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 美里町
77 1222 1:14:51 菅原 洋 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 鴻池

13
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1358 0:33:47 高村 静雄 ﾀｶﾑﾗ ｼｽﾞｵ たんぽぽＲＣ
2 1347 0:34:14 三塚 彰 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｷﾗ ＹＫＫＡＰ
3 1333 0:35:37 本舘 正雄 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾏｻｵ 笹間クラブ
4 1338 0:37:15 太田 知幸 ｵｵﾀ ﾄﾓﾕｷ 仙台市
5 1379 0:37:19 菅井 正典 ｽｶﾞｲ ﾏｻﾉﾘ トーキン
6 1308 0:37:38 川村 清崇 ｶﾜﾑﾗ ｷﾖﾀｶ おおさきＲＣ
7 1371 0:38:40 齋藤 省吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男塾ＲＣ
8 1309 0:38:41 熊谷 寛 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾝ 仙台市消防局
9 1301 0:39:11 作山 裕亮 ｻｸﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 南仙台走友会
10 1328 0:39:34 加藤 邦久 ｶﾄｳ ｸﾆﾋｻ 大崎市
11 1331 0:41:28 相原 良次 ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 仙台交通
12 1341 0:42:36 磯田 敦 ｲｿﾀﾞ ｱﾂｼ たんぽぽＲＣ
13 1355 0:42:54 加川 学 ｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 若林郵便局
14 1343 0:43:03 池田 裕道 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 仙台市
15 1322 0:43:19 今野 哲男 ｺﾝﾉ ﾃﾂｵ 大崎市
16 1335 0:43:32 菊地 伸行 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 塩釜ＦＭＣ
17 1351 0:43:34 木村 正典 ｷﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 大崎市
18 1374 0:43:53 高橋 英之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ りれ
19 1384 0:44:02 星 知裕 ﾎｼ ﾄﾓﾋﾛ 女川町
20 1367 0:44:46 佐々木 基 ｻｻｷ ﾓﾄｲ 岩手県
21 1365 0:44:56 伊藤 謙治 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 大崎市
22 1370 0:44:58 今井 知行 ｲﾏｲ ﾄﾓﾕｷ 大崎市
23 1376 0:46:09 坂本 和重 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 石巻市
24 1314 0:46:39 佐々木 直樹 ｻｻｷ ﾅｵｷ 名取市
25 1305 0:46:41 阿部 弘幸 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 南郷ランラン
26 1327 0:47:18 佐野 淳 ｻﾉ ｼﾞｭﾝ 仙台市
27 1346 0:47:22 氏家 義信 ｳｼﾞｲｴ ﾖｼﾉﾌﾞ 加美町
28 1362 0:47:54 久光 貴幸 ﾋｻﾐﾂ ﾀｶﾕｷ ゆんべぇ
29 1345 0:48:00 岡崎 斉太 ｵｶｻﾞｷ ｾｲﾀ 宮城県庁
30 1323 0:48:13 和田 真義 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 多賀城市
31 1389 0:48:25 菊田 教道 ｷｸﾀ ｷｮｳﾄﾞｳ 登米市
32 1360 0:48:34 山本 亮 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 岩手県
33 1317 0:48:35 川村 宜丈 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾀｹ 小牛田小学校
34 1354 0:48:45 泉 順也 ｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 仙台市
35 1306 0:48:46 荒井 雅秀 ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾃﾞ 美里町
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36 1307 0:48:49 名雪 伸浩 ﾅﾕｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 美里町
37 1382 0:48:50 青山 孝二 ｱｵﾔﾏ ｺｳｼﾞ 美里町
38 1344 0:49:26 阿部 由貴 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ 真壁病院
39 1349 0:49:58 中島 健一 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 千葉県
40 1321 0:50:58 横山 正則 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 美里町
41 1324 0:51:19 古澤 晃一 ﾌﾙｻﾜ ｺｳｲﾁ 利府町
42 1381 0:51:25 村中 猛洋 ﾑﾗﾅｶ ﾀｹﾋﾛ 仙台市
43 1320 0:51:48 阿部 雅裕 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 涌谷陸上スポーツ少年団
44 1330 0:51:53 菅野 秀一 ｶﾝﾉ ｼｭｳｲﾁ
45 1363 0:52:11 佐藤 武 ｻﾄｳ ﾀｹｼ くらっち
46 1361 0:52:14 伊藤 聡裕 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ オフィス北尾
47 1386 0:52:19 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ ろく
48 1302 0:52:21 豊田 芳行 ﾄﾖﾀ ﾖｼﾕｷ 宮城大郷
49 1353 0:52:38 小原 一成 ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ たんぽぽＲＣ
50 1373 0:52:51 阿部 賢太郎 ｱﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 仙台市
51 1332 0:53:10 佐藤 伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ おおさきＲＣ
52 1368 0:53:15 三浦 裕介 ﾐｳﾗ ﾕｳｽｹ 加美町
53 1366 0:53:27 鈴木 克英 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾃﾞ ハイグランド
54 1350 0:53:33 中挾 賢二 ﾅｶﾊﾞｻﾐ ｹﾝｼﾞ 仙台市
55 1364 0:53:34 山内 勉 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾄﾑ ＷＲ東北
56 1359 0:53:59 浅野 秀昭 ｱｻﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 松島町
57 1388 0:54:00 須藤 朝久 ｽﾄｳ ﾄﾓﾋｻ 仙台市
58 1311 0:54:17 富田 秀樹 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞｷ 美里町
59 1375 0:54:44 千葉 嘉伸 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 仙台市
60 1329 0:55:09 津國 良亮 ﾂｸﾆ ﾘｮｳｽｹ 仙台市
61 1326 0:56:04 内海 幸 ｳﾁﾐ ｺｳ 松島町
62 1380 0:56:28 岩住 正明 ｲﾜｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 美里町
63 1319 0:56:49 熊谷 裕博 ｸﾏｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 大崎市
64 1312 0:57:43 三浦 孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ 岩手県
65 1342 0:57:56 金 純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岩手県
66 1316 0:58:20 大友 勝昭 ｵｵﾄﾓ ｶﾂｱｷ 美里町
67 1325 0:59:01 阿部 敏宏 ｱﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 仙台市
68 1315 0:59:39 亀岡 靖二 ｶﾒｵｶ ｾｲｼﾞ 仙台市
69 1387 1:00:24 三條 訓史 ｻﾝｼﾞｮｳ ｸﾆﾉﾌﾞ 石巻市
70 1313 1:01:34 千葉 哲也 ﾁﾊﾞ ﾃﾂﾔ 岩手県
71 1304 1:02:28 葛西 正則 ｶｻｲ ﾏｻﾉﾘ (同）未来技術
72 1337 1:05:15 佐々木 俊太郎 ｻｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ あさとあゆ
73 1385 1:06:23 猪瀬 寿人 ｲﾉｾ ﾄｼﾋﾄ 東松島市
74 1310 1:12:23 佐藤 雅実 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ Ｓ－ＢＬＯＯＤ
75 1318 1:14:27 駒場 隆行 ｺﾏﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 岩手県

14
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1437 0:36:19 菅原 勲 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｻｵ 仙台ＳＭＣ
2 1455 0:36:34 佐竹 康博 ｻﾀｹ ﾔｽﾋﾛ 東京都
3 1472 0:37:08 馬場 博文 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ 岩手県
4 1413 0:38:10 千葉 薫 ﾁﾊﾞ ｶｵﾙ 秋田県
5 1452 0:38:50 佐藤 智浩 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 岩手県
6 1458 0:39:04 宮城 一幸 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ 大崎市
7 1448 0:40:25 瀬戸 正岐 ｾﾄ ﾏｻｷ 仙台市
8 1428 0:41:11 武田 幸喜 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 塩釜市
9 1465 0:43:51 小山 修 ｵﾔﾏ ｵｻﾑ 涌谷町
10 1429 0:43:52 藤原 誠 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 大和町
11 1459 0:44:04 奥田 光樹 ｵｸﾀﾞ ｺｳｷ 株）いせかん
12 1441 0:45:07 門脇 邦博 ｶﾄﾞﾜｷ ｸﾆﾋﾛ 仙台市
13 1476 0:45:27 三浦 誠一 ﾐｳﾗ ｾｲｲﾁ 真美町
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14 1430 0:45:44 菊地 寿 ｷｸﾁ ﾋｻｼ ＴＡＣＴ
15 1401 0:45:50 高橋 辰也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 西和賀マスターズ
16 1439 0:46:11 菅原 忠一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 和同産業
17 1474 0:46:36 上村 謙一郎 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ あおば
18 1444 0:46:38 斉田 勝博 ｻｲﾀ ｶﾂﾋﾛ 岩手県
19 1414 0:46:57 安江 徹 ﾔｽｴ ﾄｵﾙ チームＴＤＢ
20 1453 0:47:39 千葉 尊 ﾁﾊﾞ ｿﾝ サンタモニカ
21 1446 0:48:30 片岡 光明 ｶﾀｵｶ ﾐﾂｱｷ 片岡保険
22 1450 0:49:55 伊藤 進一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 岡町倶楽部
23 1436 0:49:58 横尾 芳郎 ﾖｺｵ ﾖｼﾛｳ 岩沼市役所
24 1420 0:49:58 高橋 泰徳 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 仙台銀行
25 1468 0:49:59 渡邉 誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 大崎市
26 1432 0:50:15 青木 正憲 ｱｵｷ ﾏｻﾉﾘ 韋駄天
27 1478 0:50:20 市川 人士 ｲﾁｶﾜ ﾋﾄｼ 大崎市
28 1438 0:50:25 菅野 公司 ｶﾝﾉ ｺｳｼﾞ 鬼首小学校
29 1412 0:50:52 小野寺 慎治 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾝｼﾞ 松島町
30 1409 0:50:55 橋本 和広 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ポンタ
31 1443 0:50:57 石川 征宏 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 仙台市
32 1477 0:50:59 金子 和弘 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県
33 1403 0:51:30 渋谷 信賢 ｼﾌﾞﾔ ｼﾝｹﾝ 増田小クラブ
34 1482 0:51:32 一條 誠 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ 仙台市
35 1449 0:51:39 林 謙志 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ 林会計事務所
36 1475 0:51:57 青山 好郎 ｱｵﾔﾏ ﾖｼﾛｳ 加美町
37 1461 0:52:19 伊藤 博文 ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 新日本商事
38 1467 0:53:07 菅原 栄夫 ｽｶﾞﾜﾗ ｴｲﾌ みなみかた
39 1408 0:53:13 日野 俊昭 ﾋﾉ ﾄｼｱｷ JOYFIT古川
40 1415 0:53:19 石川 一也 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ 大崎市
41 1419 0:53:28 深堀 浩克 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾋﾛﾖｼ 東松島市
42 1427 0:53:30 千葉 恒雄 ﾁﾊﾞ ﾂﾈｵ ほや燻製ＦＣ
43 1445 0:53:34 佐々木 作造 ｻｻｷ ｻｸｿﾞｳ 仙台市
44 1434 0:53:37 今野 一弘 ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 七ヶ宿町
45 1442 0:53:41 佐藤 太郎 ｻﾄｳ ﾀﾛｳ チームアヤチ
46 1405 0:53:45 立花 正二 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｮｳｼﾞ 仙台市
47 1426 0:54:07 奥 秀樹 ｵｸ ﾋﾃﾞｷ 岩手県
48 1433 0:54:10 岡本 和広 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 仙台市
49 1418 0:54:13 尾形 敏郎 ｵｶﾞﾀ ﾄｼﾛｳ 美里町
50 1456 0:54:19 鈴木 邦明 ｽｽﾞｷ ｸﾆｱｷ ノル松
51 1460 0:54:41 我妻 理重 ﾜｶﾞﾂﾏ ｻﾄｼｹﾞ ＯＣＨＲＳ
52 1416 0:54:50 阿部 毅 ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 不動堂小教員
53 1469 0:54:51 渡邉 雅志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 仙台市
54 1425 0:54:53 大和 貢 ﾔﾏﾄ ﾐﾂｸﾞ 岩手県
55 1457 0:54:53 阿部 浩康 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔｽ 岩手県
56 1481 0:55:07 安達 尚 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 名取市
57 1406 0:55:27 髙橋 規道 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞﾐﾁ Ｒｕｎｓ-Ｔ
58 1464 0:55:46 加藤 道義 ｶﾄｳ ﾐﾁｱｷ 歩いたってい
59 1463 0:55:51 石田 一也 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 仙台市
60 1424 0:55:54 菅原 晃敏 ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾙﾄｼ MKTGRC
61 1410 0:56:21 庄子 勲 ｼｮｳｼﾞ ｲｻｵ 鹿島台中学校
62 1454 0:56:28 田中 和則 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 明石台
63 1417 0:56:47 村田 睦夫 ﾑﾗﾀ ﾑﾂｵ 村田一家
64 1423 0:56:58 渡邊 善昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 秋田県
65 1404 0:57:14 小林 敏也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 千葉県
66 1422 0:57:15 村上 勝哉 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾔ 社会人一般
67 1421 0:58:07 深松 修士 ﾌｶﾏﾂ ｼｭｳｼﾞ FMC塩釜
68 1431 0:58:41 西崎 俊孝 ﾆｼｻﾞｷ ﾄｼﾀｶ 仙台市
69 1451 0:59:01 金野 雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ キモちＥＲＣ
70 1440 0:59:26 井上 浩良 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾖｼ 本橋製作所



71 1411 0:59:55 山内 吉水 ﾔﾏｳﾁ ﾖｼﾐｽﾞ 大崎市
72 1447 1:00:52 後藤 慶太 ｺﾞﾄｳ ｹｲﾀ 仙台市
73 1480 1:04:28 川波 丈敏 ｶﾜﾅﾐ ﾀｹﾄｼ 岩沼市
74 1402 1:05:45 野田 清一 ﾉﾀﾞ ｾｲｲﾁ 野田歯科医院
75 1435 1:07:22 角掛 博之 ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ 走る狸ポン吉

15
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1524 0:38:56 髙橋 実 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ 日通古川
2 1533 0:39:02 石村 祐之 ｲｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京都
3 1538 0:41:13 堀越 隆 ﾎﾘｺｼ ﾀｶｼ 原町ＲＣ
4 1532 0:41:19 冨田 健司 ﾄﾐﾀ ｹﾝｼﾞ たんぽぽＲＣ
5 1514 0:41:30 瀧口 彰二 ﾀｷｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 塩釜市立病院
6 1520 0:42:56 佐藤 司 ｻﾄｳ ﾂｶｻ 岩手県
7 1537 0:43:49 小野 正信 ｵﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 大崎市
8 1504 0:45:01 齋藤 直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 南郷ランラン
9 1502 0:45:03 斉藤 利昭 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 斉藤工務店
10 1519 0:46:54 武藤 富士夫 ﾑﾄｳ ﾌｼﾞｵ 加美町
11 1543 0:47:38 安彦 敏郎 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾛｳ 紫波楽走会
12 1508 0:48:10 矢崎 輝雄 ﾔｻｷ ﾃﾙｵ 泉ビレジＪＣ
13 1536 0:48:43 勝又 至 ｶﾂﾏﾀ ｲﾀﾙ 石巻市
14 1527 0:49:09 菅野 英一 ｶﾝﾉ ｴｲｲﾁ 石巻市
15 1513 0:49:45 大伊 信幸 ｵｵｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 南郷ランラン
16 1529 0:50:18 鈴木 良幸 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ 石巻市
17 1541 0:50:24 大本 秀実 ｵｵﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ とんぼ
18 1530 0:50:26 石山 浩 ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｼ あさとあゆ
19 1505 0:50:38 目時 雅弘 ﾒﾄｷ ﾏｻﾋﾛ JR東日本
20 1549 0:51:26 相澤 誠次 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ 多賀城市
21 1516 0:51:55 佐藤 一彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ Ｔあさとあゆ
22 1525 0:51:59 木村 輝久 ｷﾑﾗ ﾃﾙﾋｻ 美里町
23 1503 0:52:10 阿部 良治 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 仙台市
24 1539 0:52:26 赤間 昭弘 ｱｶﾏ ｱｷﾋﾛ 美里町
25 1512 0:53:17 加藤 亮治 ｶﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ 涌谷町
26 1501 0:53:37 大森 松司 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ クロニクル
27 1517 0:54:58 佐藤 春雄 ｻﾄｳ ﾊﾙｵ 加美町
28 1507 0:55:20 福原 祐 ﾌｸﾊﾗ ﾀｽｸ 大崎市
29 1515 0:55:23 安倍 春男 ｱﾍﾞ ﾊﾙｵ 栗原市
30 1523 0:55:26 原 吉宏 ﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 栗原市
31 1535 0:55:44 菅原 晃 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾗ ルネサンス泉
32 1545 0:56:31 山崎 若水 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｬｸｽｲ フリー
33 1534 0:56:42 杉田 直実 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 関専１０Ｅ
34 1548 0:57:22 田村 信二 ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 仙台市
35 1542 0:57:54 鏡 文男 ｶｶﾞﾐ ﾌﾐｵ 仙台市
36 1509 0:59:50 佐藤 喜通 ｻﾄｳ ﾖｼﾐﾁ 山形県
37 1521 1:00:46 岩崎 寿 ｲﾜｻｷ ﾋｻｼ 美里町
38 1546 1:01:41 山崎 寛 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 塩釜市
39 1522 1:01:49 中野 誠一 ﾅｶﾉ ｾｲｲﾁ 石巻市
40 1540 1:02:21 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 鈴木自動車
41 1510 1:04:48 星 庄次 ﾎｼ ｼｮｳｼﾞ ＪＯＹＦＩＴ
42 1544 1:05:04 和田 悟 ﾜﾀﾞ ｻﾄﾙ 大崎市
43 1506 1:08:33 武田 正司 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 大崎市
44 1518 1:09:55 加藤 捷一 ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ Ｔあさとあゆ
45 1511 1:10:27 石川 欽一 ｲｼｶﾜ ｷﾝｲﾁ 涌谷町
46 1531 1:10:56 三嶋 祐好 ﾐｼﾏ ﾕｳｺｳ 東京都

16

10km60歳以上男子

10km高校生以上女子



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1667 0:40:02 大瀧 あすか ｵｵﾀｷ ｱｽｶ 岩手県
2 1622 0:41:54 佐藤 明子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 仙台市
3 1665 0:44:03 飯田 由美子 ｲｲﾀﾞ ﾕﾐｺ ウインドラン
4 1647 0:45:52 山内 かおり ﾔﾏｳﾁ ｶｵﾘ ＡＲＣ仙台
5 1656 0:45:54 阿部 真紀 ｱﾍﾞ ﾏｷ 石巻市
6 1643 0:45:58 阿部 杏子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ Ｈ－ＦＳＰＣ
7 1649 0:47:15 鈴木 美裕子 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｺ あさとあゆ
8 1631 0:49:28 斉田 美佐子 ｻｲﾀ ﾐｻｺ 岩手県
9 1654 0:49:37 高橋 洋子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ りれ
10 1671 0:50:51 内海 佳乃 ｳﾂﾐ ﾖｼﾉ -
11 1630 0:51:02 石川 美穂 ｲｼｶﾜ ﾐﾎ 仙台市
12 1629 0:51:03 伊藤 里恵 ｲﾄｳ ﾘｴ 大崎市
13 1637 0:51:27 鈴木 ひとみ ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 大崎消防本部
14 1666 0:51:40 ﾁｬｳﾄﾞﾘｰ 青空 ﾁｬｳﾄﾞﾘｰ ｱｵｿﾞﾗ 美里町
15 1633 0:52:21 菅野 翠 ｶﾝﾉ ﾐﾄﾞﾘ デグ
16 1662 0:52:26 市川 文子 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｺ 大崎市
17 1616 0:52:36 福田 美穂 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾎ 大衡村
18 1638 0:52:38 渡部 弥生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾖｲ 仙台市
19 1635 0:52:39 菊地 ゆかり ｷｸﾁ ﾕｶﾘ 仙台市
20 1670 0:52:56 西崎 あゆみ ﾆｼｻﾞｷ ｱﾕﾐ -
21 1624 0:53:25 西崎 みち ﾆｼｻﾞｷ ﾐﾁ 仙台市
22 1663 0:53:56 三浦 史子 ﾐｳﾗ ﾌﾐｺ 大崎市
23 1628 0:53:59 内海 美紀 ｳﾂﾐ ﾐｷ 仙台市
24 1659 0:55:18 上原 瑞代 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾐｽﾞﾖ 仙台市
25 1613 0:55:30 瀬川 さなえ ｾｶﾞﾜ ｻﾅｴ 大崎市
26 1619 0:56:06 高橋 美和 ﾀｶﾊｼ ﾐﾜ 美里町
27 1641 0:56:22 菊地 ゆかり ｷｸﾁ ﾕｶﾘ 美里町
28 1634 0:56:46 武内 秋美 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾐ 塩釜市
29 1601 0:56:46 庄司 晴子 ｼｮｳｼﾞ ｾｲｺ 仙台市
30 1603 0:57:15 酒井 幸子 ｻｶｲ ｻﾁｺ 岩手県
31 1653 0:57:17 柳 弘子 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｺ 仙台市
32 1646 0:57:28 柏崎 静香 ｶｼﾜｻﾞｷ ｼｽﾞｶ 青森県
33 1623 0:57:43 菅原 礼子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾚｲｺ 岩沼市
34 1664 0:57:53 久我 綾 ｸｶﾞ ｱﾔ 大崎市
35 1612 0:58:10 藤井 和佳子 ﾌｼﾞｲ ﾜｶｺ 岩手県
36 1609 0:58:21 笹原 梓 ｻｻﾊﾗ ｱｽﾞｻ チームおしの
37 1652 0:59:05 清水 綾子 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｺ 東松島市
38 1639 0:59:28 冨田 由美子 ﾄﾐﾀ ﾕﾐｺ 仙台市
39 1621 0:59:47 木幡 千秋 ｺﾊﾀ ﾁｱｷ 大崎市
40 1602 0:59:50 佐藤 順子 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 山形県
41 1627 1:00:27 髙橋 紗彩 ﾀｶﾊｼ ｻｱﾔ 鬼首小学校
42 1658 1:00:36 菊橋 理沙 ｷｸﾊｼ ﾘｻ 石巻市
43 1615 1:00:42 深松 奈津美 ﾌｶﾏﾂ ﾅﾂﾐ FMC塩釜
44 1617 1:00:52 亀山 昌子 ｶﾒﾔﾏ ｱﾂｺ 多賀城市
45 1660 1:01:29 及川 隆子 ｵｲｶﾜ ﾀｶｺ 岩手県
46 1644 1:01:49 久光 由美子 ﾋｻﾐﾂ ﾕﾐｺ ゆんべぇ
47 1610 1:01:59 井上 晃佳 ｲﾉｳｴ ｱｷｶ チームおしの
48 1655 1:02:21 青山 理江 ｱｵﾔﾏ ﾘｴ 美里町
49 1651 1:02:36 石田 由佳 ｲｼﾀﾞ ﾕｶ 仙台市
50 1605 1:02:48 高橋 紗希 ﾀｶﾊｼ ｻｷ Ｓ－ＢＬＯＯＤ
51 1640 1:03:13 安彦 節子 ｱﾋﾞｺ ｾﾂｺ 紫波楽走会
52 1614 1:03:53 持田 恭子 ﾓﾁﾀﾞ ﾔｽｺ 仙台市
53 1636 1:04:05 千石 雅子 ｾﾝｺﾞｸ ﾏｻｺ 仙台市
54 1669 1:04:08 照井 彩巴 ﾃﾙｲ ｱﾔﾊ 岩手県
55 1607 1:07:19 橋本 直美 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾐ ポンタ
56 1642 1:07:27 佐々木 沙織 ｻｻｷ ｻｵﾘ 大崎市



57 1645 1:07:42 和泉 安希子 ｲｽﾞﾐ ｱｷｺ 仙台市
58 1611 1:09:22 村田 禎子 ﾑﾗﾀ ﾃｲｺ 村田一家
59 1632 1:09:39 斉田 実花 ｻｲﾀ ﾐｶ 岩手県
60 1650 1:10:08 内山 裕子 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｺ 仙台市
61 1620 1:10:37 佐藤 和可子 ｻﾄｳ ﾜｶｺ マラちょん部
62 1604 1:12:23 佐藤 めぐみ ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ Ｓ－ＢＬＯＯＤ
63 1657 1:12:55 阿部 祐子 ｱﾍﾞ ﾕｳｺ 東松島市
64 1618 1:17:01 内海 恵美子 ｳﾁﾐ ｴﾐｺ 松島町


