
スポーツ振興くじ助成事業

日本陸上競技連盟公認コース（第 10115 号）

白鷹若鮎マラソン大会

大会プログラム
◎と き ２０２２年9 月23 日(金・祝) 
◎ところ 山形県白鷹町 日本陸連公認コース

主  催 白鷹町、白鷹町教育委員会、白鷹町スポーツ協会、 

一般財団法人山形陸上競技協会 

後  援 西置賜地区体育協会、山形新聞・山形放送、白鷹町商工会、白鷹町観光協会、蚕桑地区社会

体育振興会、白鷹町小学校体育連盟、白鷹町中学校体育連盟、 

白鷹町スポーツ少年団 

主  管 西置賜地区陸上競技協会、白鷹町陸上競技協会 

協  力 白鷹町立蚕桑小学校、山形県立荒砥高等学校、白鷹町スポーツ推進委員会、 

蚕桑地区社会体育振興会、長井地区交通安全協会蚕桑支部、 

長井地区交通安全協会鮎貝支部 

第３４回 ２ ｋｍ 

第３５回 ハーフマラソン （一般男子の部、一般女子の部） 

第４１回 女子５ｋｍ （一般の部） 

第３９回 ３ ｋｍ （中学女子の部） 

第５７回 ３ ｋｍ （中学男子の部） 

第５７回 ５ ｋｍ （壮年男子の部） 

第５７回 10 ｋｍ （高校の部、一般の部） 

大会プログラム
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■ 開催期日 ２０２２年９月２３日（金・祝日）  ■ 注意事項   

    (1)主催者は、競技中及び会場における傷害、疾病、その他の事

故については応急処置以外一切責任を負いません。 

(2)参加者は、自己の責任において参加し、誓約書に従います。緊

急事態発生の際は審判長や医師の判断で中止させることがあり

ます。競技審判員等の指示、勧告には、必ず従ってください。 

(3)各人の責任において、健康診断の受診及び体調確認等事前の

自己管理を行ってください。 

(4)参加者は、健康保険証を必ず持参してください。 

(5)参加者は、お送りした「ナンバーカード」、「計測チップ」を必ず持

参してください。スタート前までに「計測用チップ」を必ずシューズ

に付けてください(計測チップは競技終了後に回収いたします。紛

失されますと実費(１，０００円)をご負担いただきます) 

(6)１０ｋｍ及びハーフマラソンの部において日本陸連公認記録を

必要とする方は、スタート２０分前までに「ナンバーカード」を持参

して必ず受付をしてください。 

(7)スタート時刻１５分前には、スタート地点にご集合ください。 

(8)２ｋｍの部のみ、身体及び精神に障がいのある方のガイドラン

ナーを認めます。 

(9)交通規制のため、制限時間(ハーフマラソン２時間５０分【１７．４

ｋｍ地点で２時間２０分】)を超えた場合は、競技を打ち切ります。

主催者で搬送しますので、走者は係員の指示に従ってください。 

(10)貴重品等は各自において管理してください。 

(11)一旦ご入金いただいた後の種目変更、キャンセルはできませ

ん。またその場合の参加料返金もできません。ただし、RUNNET

「ゆずれ～る」をご利用で、出走権の譲渡が成立した場合は、参

加料をポイント(RUNPO)でお返しいたします。 

■ コ ー ス 

 山形県白鷹町 

日本陸連公認 第１０１１５号 白鷹若鮎ハーフマラソンコース 

スタート 白鷹町大字横田尻地内（白鷹町大字横田尻 3570－1） 

フィニッシュ 白鷹町立蚕桑小学校（白鷹町大字横田尻 3584－1） 

■ 種 目 

 ハーフマラソン………①一般男子の部 ②一般女子の部 

１０ｋｍ ……… ①高校の部 ②一般男子の部 ③一般女子の部 

５ｋｍ …………………………… ①女子の部 ②壮年男子の部 

３ｋｍ ……………………… ①中学男子の部 ②中学女子の部 

２ｋｍ ………………………………………………  小学生以上 

■ 競技方法 

 ２０２２年度日本陸上競技連盟競技規則に準拠するとともに大会申し

合わせ事項をもって開催します。全種目個人レースを行います。 

■ 表 彰 

 ３ｋｍ、５ｋｍの部は６位まで表彰します。 

１０ｋｍ、ハーフマラソンの部は、男女とも３０歳未満、３０代、４０代、５

０代、６０代、７０歳以上の年齢区分ごとに６位まで表彰します。 

２ｋｍの部小学生は、各学年男女６位までを表彰（１位はメダル授与）

します。 

２ｋｍの部一般の表彰はありません。 

会場での表彰式は、行いません。後日入賞された方に賞状等を郵送

します。 

■ 参加資格  ■ 新型コロナウイルス感染症対策 

 健康で自分が希望するコースを完走できる方。 

５ｋｍ壮年男子の部は、２０２２年９月２３日現在で満４０歳以上の方。 

５ｋｍ女子の部は、高校生以上の方。 

ハーフマラソンは、２時間５０分以内で完走可能な方。（スタートから２

時間２０分を経過し、１７．４ｋｍ地点を通過できない選手は、競技役員

の指示に従ってください。） 

  (1)全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大傾向にある場合、

開催を中止する場合があります。 

(2)荒天時における開催可否の判断は９月２２日（木）午前１０時と

し、判断結果は町ホームページ等で周知します。（小雨決行） 

(3)参加者は、大会開催前２週間の体調を記録し保管してくださ

い。また、大会終了後２週間は体調の記録を継続してください。

大会開催前２週間及び大会終了後２週間以内に感染または感

染の疑いがある場合は、大会事務局まで必ず連絡し事務局の対

応に応じてください。 

(4)大会当日に、３７．５℃以上の発熱、体調が悪い、風邪の症状

がある、味覚・嗅覚に異常がある場合は参加を控えてください。 

(5)手洗いや手指消毒、検温に協力ください。 

(6)大会会場では、競技時を除きマスクの着用に協力ください。使

用したマスクやゴミは必ず持ち帰ってください。 

(7)表彰式は行いません。入賞された方へは、後日メダル、賞状、

副賞等を郵送します。町内小中学生は、所属する各学校を通し

て表彰します。 

■ 参 加 料 

 小・中学生 … １，０００円 高 校 生 … ２，０００円 

一    般 … ３，０００円（２ｋｍの部は２，０００円） 

■ 参 加 賞 

 オリジナルＴシャツ（参加者全員） 

■ 記 録 証 

 完走者（制限時間内完走者）には、タイム・順位入りのＷＥＢ記録証を

発行します。 

■ 日 程  ■ その他 

スタート 

３ｋｍ ………………………………………………… ７：５０ 

２ｋｍ ……………………………… ①５，６年生 ８：２０ 

                 ②３，４年生 ８：４０ 

              ③一般・１，２年生 ９：００ 

ハーフマラソン ……………………………………… ８：３０ 

５ｋｍ ………………………………………………… ９：１０ 

１０ｋｍ ……………………………………………… ９：３０ 

競技終了 …………………………………………… １１：３０頃

  (1)最寄り駅 山形鉄道フラワー長井線鮎貝駅 

【アクセス】山形新幹線赤湯駅乗り換え 

～山形鉄道フラワー長井線鮎貝駅 

【時間】下り：鮎貝駅着午前７時５６分  

上り：鮎貝駅発午前１１時５１分 午後１時２９分 

上記時刻の列車をご利用の方は送迎バスをご利用ください。 

(2)駐車場  

①スポーツ公園駐車場（白鷹町大字鮎貝 1593-2） 

無料シャトルバスにより、会場に送迎します。 

②町内小・中学生の参加者は、各所属する学校に集合し、スク 

ールバスにより、会場に送迎します。なお、蚕桑小学校からの 

参加者は、直接会場に集合してください。 

第５７回

白鷹若鮎マラソン大会



第５７回白鷹若鮎マラソン大会 

大 会 日 程

７：３０～８：２０ ・・・・・ 受   付 

日本陸連公認記録希望者：ハーフ・10km 

７：５０ ・・・・・・・・・・・・ ３km （中学男子）スタート

                      （中学女子）スタート 

８：２０ ・・・・・・・・・・・・ ２km １組目（5，6年）スタート 

８：３０ ・・・・・・・・・・・・ ハーフマラソン（一般男・女）スタート

８：４０ ・・・・・・・・・・・・ ２km ２組目（3，4年）スタート 

９：００ ・・・・・・・・・・・・ ２km ３組目（一般・1，2年）スタート 

９：１０ ・・・・・・・・・・・・ ５km （壮年男子）スタート

                       （女子）スタート 

９：３０ ・・・・・・・・・・・・ 10km  （一般男・女）スタート

（高校）スタート 

※受付は、日本陸連公認記録を希望される方のみ行います。 

※スタート１５分前には、スタート地点にご集合ください。 

※表彰式は、実施しません。入賞された方へは、後日メダル、賞状、副賞等を郵

送します。

※競技の進行状況により変更になる場合がありますのでご了承願います。 



記　　録 氏名（団体名） 出身地・所属 年　　度

１゜０５´５５” 山口欣也 山形県新庄市 1992

１゜２３´４４” 田口奈緒 埼玉県飯能市 2019

３１'２７” 林　幸則 山形県長井市 1995

３５'２１” 田中　幸 スポーツ山形２１ 2015

３１'２４” 吉泉　亘 鶴岡工業高校 2003

１６'０７” 三川和夫 山形県八幡町 1999

１６'５９” 土屋瑠美子 米沢商業高校 1994

１６'０３” 高橋都央 飯豊中学校 1995

９'１７” 高橋　章 長井南中学校 1993

１０'２３” 安達真澄 高畠第一中学校 1990

大　　　会　　　記　　　録
（2022年9月23日現在）

中学女子３ｋｍ

中学男子１・２年３ｋｍ

中学男子３年５ｋｍ

一般女子５ｋｍ

壮年男子５ｋｍ

高校１０ｋｍ

一般女子１０ｋｍ

一般男子１０ｋｍ

一般女子ハーフ

一般男子ハーフ

種　　目

白鷹若鮎マラソン大会は、一般財団法人アールビーズ財団が実施して

いるHMCC（ハーフマラソンチャレンジカップ）参加大会です。一定の記録
を達成した方にHMCC事務局から以下のとおり賞が授与されます。

1 日本記録達成者 特別賞金200万円（同一年度最高記録達成者に授与）

2 大会新記録達成者（優勝者）
賞金200,000円 男子：1時間03分59秒以内 女子：1時間12分59秒以内

賞金100,000円 男子：1時間04分00秒～1時間05分54秒
女子：1時間13分00秒～1時間16分59秒

賞金 50,000円 男子：該当なし 女子：1時間17分00秒以上
大会記録 男子：1時間05分55秒 女子：1時間25分19秒

HMCC
（ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ）

－　2　－



参加選手のみなさまへ 

■ 会場について

１． 蚕桑小学校体育館内に男子更衣室、教室棟内に女子更衣室を準備しております。 

手荷物は、各自において管理してください。 

２． 休憩所は体育館をご利用ください。なお、走路を横断する際は、選手が走って来ていないか十分ご

確認のうえ通行ください。 

３． 選手は、体調管理チェックシートを本部に提出してください。 

■ 競技について 

１． ナンバーカードを胸と背中につけてください。ただし、２ｋｍ、３ｋｍは胸に 1枚のみになります。 

２． タイム計測用チップをシューズにしっかりと取りつけてください。靴ひもの無いシューズなどのた

め取り付けにくい場合は、総合案内にお申し出ください。 

タイム計測用チップを忘れてきた方、紛失した方は総合案内へお申し出ください。ただし再発行料

をお支払いただきます。 

３． ウォーミングアップは、蚕桑小学校敷地内で行ってください。 

４． レース中、体に異常を感じたときは、レースをやめて係員に申し出てください。 

５． 左側走行を厳守し、係員の指示に従ってください。 

６． 給水所は、次のように設置しています。スポーツドリンクと水を準備します。 

・5km は約 2.5km 地点に設置 

・10km は約 6.3km 地点、約 7.5km 地点に設置 

・ハーフマラソンは約 5km 地点、約 9.4km 地点、約 14.3km 地点、 

約 17.4km 地点、約 18.6km 地点に設置 

７． 距離表示は、ハーフマラソンのみ 1km毎、その他は残り 3km、2km、1km の看板を設置します。 

８． 選手は、スタート時間の 15分前までスタート地点に集合してください。 

９． 制限時間（ハーフマラソン 2 時間 50 分【17.4ｋｍ地点にて 2 時間 20 分】）を超えた場合は、競技

を打ち切ります。主催者が搬送しますので走者は係員の指示に従ってください。 

10. ゴール後、計測チップを回収箱に返却してください。 

   出走しない場合も、計測チップは必ずご返却ください。 

■ その他 

１． 健康チェックについて 

気分の良くない方、体調に不安のある方で、希望者は健康チェックを受けてください。 

（時間 AM8:00～8:30 場所：蚕桑小学校校舎南側、救護テント） 

２． 病気、けが、事故等については、応急処置以外の責任を負いかねますので、ご了承ください。

－　3　－
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第57回　白鷹若鮎マラソン大会
種目別一覧表

種目番号 種目名 色 スタート時間 文字色 申込人数 合計

1 ハーフ一般男子29歳以下 101 ～ 105 5

2 ハーフ一般男子30歳～39歳 201 ～ 213 13

3 ハーフ一般男子40歳～49歳 301 ～ 331 31

4 ハーフ一般男子50歳～59歳 401 ～ 444 44

5 ハーフ一般男子60歳～69歳 501 ～ 539 39

6 ハーフ一般男子70歳以上 601 ～ 606 6

7 ハーフ一般女子29歳以下 1001 ～ 1001 1

8 ハーフ一般女子30歳～39歳 1101 ～ 1104 4

9 ハーフ一般女子40歳～49歳 1201 ～ 1205 5

10 ハーフ一般女子50歳～59歳 1301 ～ 1307 7

11 ハーフ一般女子60歳～69歳 1401 ～ 1403 3

12 ハーフ一般女子70歳以上 ～

13 10Km高校 2001 ～ 2001 1

14 10Km一般男子29歳以下 2101 ～ 2108 8

15 10Km一般男子30歳～39歳 2201 ～ 2221 21

16 10Km一般男子40歳～49歳 2301 ～ 2314 14

17 10Km一般男子50歳～59歳 2401 ～ 2415 15

18 10Km一般男子60歳～69歳 2501 ～ 2516 16

19 10Km一般男子70歳以上 2601 ～ 2619 19

20 10Km一般女子29歳以下 3001 ～ 3005 5

21 10Km一般女子30歳～39歳 3101 ～ 3101 1

22 10Km一般女子40歳～49歳 3201 ～ 3204 4

23 10Km一般女子50歳～59歳 3301 ～ 3306 6

24 10Km一般女子60歳～69歳 3401 ～ 3403 3

25 10Km一般女子70歳以上 3501 ～ 3501 1

26 5Km女子 赤 4001 ～ 4018 18

27 5Km壮年男子 黒 4501 ～ 4521 21

28 3Km中学男子 黒 5001 ～ 5007 7

29 3Km中学女子 赤 5501 ～ 5510 10

30 2Km一般 黒 6001 ～ 6024 24

31 2Km小学1年男子 黒 6101 ～ 6114 14

32 2Km小学1年女子 赤 6201 ～ 6204 4

33 2Km小学2年男子 黒 6301 ～ 6313 13

34 2Km小学2年女子 赤 6401 ～ 6411 11

35 2Km小学3年男子 黒 6501 ～ 6518 18

36 2Km小学3年女子 赤 6601 ～ 6603 3

37 2Km小学4年男子 黒 6701 ～ 6721 21

38 2Km小学4年女子 赤 6801 ～ 6817 17

39 2Km小学5年男子 黒 6901 ～ 6918 18

40 2Km小学5年女子 赤 7001 ～ 7014 14

41 2Km小学6年男子 黒 7101 ～ 7129 29

42 2Km小学6年女子 赤 7201 ～ 7214 14

合計 528
※ゼッケンを再発行した場合は、ゼッケン番号が追加になります。

158

赤

ナンバー

白 8:30

黒

赤

黄 9:30

黒

114

青 9:10 39

緑 7:50 17

黄 8:20 75

66

ピンク 8:40 59

白 9:00
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ハーフマラソン　一般男子
ナンバーカード色　白 大会記録 　1°05'55"

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

101 宮竹　南央哉 ﾐﾔﾀｹ ﾅｵﾔ 埼玉県 402 矢萩　優 ﾔﾊｷﾞ ﾏｻﾙ 山形県

102 菅原　涼佑 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 早大同 403 近江　浩二 ｵｳﾐ ｺｳｼﾞ 神奈川県

103 金田　康生 ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ 山形県 404 田嶋　裕 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 山形県

104 大河原　翔太 ｵｵｶﾜﾗ ｼｮｳﾀ 山形県 405 加藤　裕一郎 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都

105 加藤　直樹 ｶﾄｳ ﾅｵｷ 新潟県 406 坂口　正二 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ ニューフレンド

201 前田　翔吾 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 山形県 407 伊藤　晃一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 鶴岡信用金庫

202 柳田　尚皓 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ＮＯ―ＢＯＲＤＥＲ 408 横山　義三 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼｿﾞｳ 日本一周アルグ

203 高井　啓一 ﾀｶｲ ｹｲｲﾁ アップル薬局 409 高橋　知好 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖｼ チームテルサ

204 大類　洋輔 ｵｵﾙｲ ﾖｳｽｹ 山形県 410 秋野　文宏 ｱｷﾉ ﾌﾐﾋﾛ 新潟県

205 伊藤　元紘 ｲﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ 山形県 411 茂木　陽一 ﾓｷﾞ ﾖｳｲﾁ 山形銀行

206 小林　陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 群馬県 412 武藤　享 ﾑﾄｳ ﾄｵﾙ 福島県

207 原田　拓 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 荘内銀行 413 植野　譲 ｳｴﾉ ﾕｽﾞﾙ 埼玉県

208 佐藤　智裕 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 414 佐藤　彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 新潟県

209 吉田　達郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 宮城県 415 小池　稔 ｺｲｹ ﾐﾉﾙ ＲＣＳ

210 田嶋　瞭 ﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳ 山形県 416 角谷　顕人 ｽﾐﾔ ｱｷﾋﾄ 愛知県

211 一丸　結夢 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳﾑ 新潟県 417 熊谷　昭 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ 宮城県

212 佐藤　優人 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 山形県 418 木村　清文 ｷﾑﾗ ｷﾖﾌﾐ 宮城県

213 奥山　直紀 ｵｸﾔﾏ ﾅｵｷ 三和会計事務所 419 土屋　学 ﾂﾁﾔ ﾏﾅﾌﾞ 山形県

301 伊藤　利史 ｲﾄｳ ﾄｼﾌﾐ 山形県 420 石塚　幸司 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ 大田原市森林組合

302 嵐田　浩司 ｱﾗｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 万世地区体育協会 421 中村　健治 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 宮城県

303 渡会　信 ﾜﾀﾗｲ ﾏｺﾄ 宮城県 422 安部　一博 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ アルカディアＳＣ

304 藤原　孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 岩手県 423 花山　隆 ﾊﾅﾔﾏ ﾀｶｼ みちのく家政婦紹介所ＲＣ

305 大倉　和浩 ｵｵｸﾗ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 424 中嶋　智史 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ ｅ－Ａｔｈｌｅｔｅｓ

306 大場　淳一 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山形県 425 長谷川　雅彦 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 山形県

307 赤津　潤一 ｱｶﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福島県 426 大貫　省悟 ｵｵﾇｷ ｾｲｺﾞ ＷＩＮＬＩＦＥ

308 高橋　努 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 守谷写真館 427 小川　勲 ｵｶﾞﾜ ｲｻｵ 飛島建設

309 竹石　哲也 ﾀｹｲｼ ﾃﾂﾔ 新潟楽走会 428 鈴川　寿康 ｽｽﾞｶﾜ ﾄｼﾔｽ 愛情一本

310 安達　功 ｱﾀﾞﾁ ｲｻｵ ＴＥＡＭ　Ｒ×Ｌ＋ 429 小林　悟 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ コバサトクラブ

311 田中　剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 広瀬川ＲＣ 430 村田　洋一 ﾑﾗﾀ ﾖｳｲﾁ 新潟県

312 有路　太市 ｱﾘｼﾞ ﾀｲﾁ オヤジーズ 431 荻野　太 ｵｷﾞﾉ ﾄｳﾙ ＨＲＣ

313 山口　隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ オヤジーズ 432 原田　典仁 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ ＯＫＩＴＡＭＡＪＯＧ

314 武田　敏 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ 福島県 433 須藤　浩 ｽﾄｳ ﾋﾛｼ 山形県

315 佐藤　輝義 ｻﾄｳ ﾃﾙﾖｼ 新潟県 434 浅野　幸雄 ｱｻﾉ ﾕｷｵ 山形県

316 藤巻　和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 435 遠藤　信 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝ やきとりくらぶ

317 我妻　友和 ｱｶﾞﾂﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 宮城県 436 佐藤　恵一 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ パトラン山形

318 伊藤　学 ｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県 437 後藤　文敏 ｺﾞﾄｳ ﾌﾐﾄｼ 山形県

319 鈴木　康 ｽｽﾞｷ ｺｳ 藤島楽しく走り隊 438 今田　恒夫 ｺﾝﾀ ﾂﾈｵ 山形大学

320 長谷川　明 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 山形県 439 高島　茂 ﾀｶｼﾏ ｼｹﾞﾙ 杉戸走友会

321 油井　智也 ﾕｲ ﾄﾓﾔ 米沢市陸協 440 高橋　秀司 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｼ 山形県

322 小岩　健祐 ｺｲﾜ ｹﾝﾕｳ 岩手県 441 近　雅博 ｺﾝ ﾏｻﾋﾛ まほろばアスリートクラブ

323 齋藤　朋善 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾖｼ 東北エプソン 442 阿部　利勝 ｱﾍﾞ ﾄｼｶﾂ 新潟県

324 鈴木　克昌 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾏｻ 山形県 443 神尾　吉彦 ｶﾝｵ ﾖｼﾋｺ 山形県

325 四ツ橋　学 ﾖﾂﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 富山県 444 藤倉　尚士 ﾌｼﾞｸﾗ ﾀｶｼ 山形県

326 栗原　隆志 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ 山形県 501 森山　美典 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 天童蔵増走遊会

327 進藤　泰仲 ｼﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾅｶ 山形県 502 土屋　博明 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｱｷ 天童蔵増走遊会

328 荘司　浩一 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ 宮城県 503 山崎　進 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ 天童蔵増走遊会

329 佐藤　剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 山形県 504 甲斐　利夫 ｶｲ ﾄｼｵ イオカ精密工業

330 磯部　泰輔 ｲｿﾍﾞ ﾀｲｽｹ 山形県 505 今野　亨 ｺﾝﾉ ﾄｵﾙ 桧倶楽部

331 佐藤　友哉 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 北区役所 506 佐藤　敦 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 與治兵衛

401 阿部　由貴 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ 宮城県 507 菅井　豊 ｽｶﾞｲ ﾕｶﾀ 宮城県
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ハーフマラソン　一般男子 ハーフマラソン　一般女子
ナンバーカード色　白 大会記録 　1°05'55" ナンバーカード色　白 大会記録 　1°23'44"

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

508 川嶋　孝 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｼ 宮城陸上競技協会 1001 大倉　若葉 ｵｵｸﾗ ﾜｶﾊﾞ 茨城県

509 松谷　秀則 ﾏﾂﾀﾆ ﾋﾃﾞﾉﾘ 仙台稲門会 1101 小泉　緑 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾄﾞﾘ Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ

510 岩橋　和彦 ｲﾜﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ 新潟県 1102 田中　望 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 山形県

511 岩井　敏彦 ｲﾜｲ ﾄｼﾋｺ ＳＺＰ　ＷＩＮＤＲＵＮ 1103 髙橋　春奈 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ 新潟県

512 富田　光博 ﾄﾐﾀ ﾐﾂﾋﾛ 山形県 1104 秋葉　絵里香 ｱｷﾊﾞ ｴﾘｶ 山形県

513 北澤　厚男 ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾂｵ 新潟県 1201 植野　恵美子 ｳｴﾉ ｴﾐｺ 埼玉県

514 荒井　裕巳 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 宮城県 1202 高橋　奈津子 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｺ 守谷写真館

515 菅原　靖男 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｵ パトラン山形 1203 高橋　律子 ﾀｶﾊｼ ﾘﾂｺ 福島県

516 小出　修資 ｺｲﾃﾞ ｼｭｳｽｹ 新潟ＳＲＣ 1204 菅野　美花 ｶﾝﾉ ﾐｶ チームハナ

517 相場　豊隆 ｱｲﾊﾞ ﾄﾖﾀｶ 青山８４会 1205 後藤　郁恵 ｺﾞﾄｳ ｲｸｴ 宮城県

518 本田　敦久 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾂﾋｻ 大阪府 1301 高橋　紀美枝 ﾀｶﾊｼ ｷﾐｴ チームテルサ

519 中田　裕 ﾅｶﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京都 1302 中嶋　由美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐ ｅＡ東京

520 土屋　克巳 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾐ 新発田ガス 1303 岡井　ゆかり ｵｶｲ ﾕｶﾘ 京都府

521 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県 1304 高橋　雅美 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐ 株式会社三和

522 山本　和英 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 木場町ＭＣ 1305 村上　ゆかり ﾑﾗｶﾐ ﾕｶﾘ 宮城県

523 河内　義幸 ｶﾜｳﾁ ﾖｼﾕｷ 大堀川の水辺をきれいにする会 1306 土屋　由起子 ﾂﾁﾔ ﾕｷｺ 新潟県

524 石垣　司 ｲｼｶﾞｷ ﾂｶｻ ＡＲＣ仙台新川 1307 堤　佳子 ﾂﾂﾐ ﾖｼｺ 東北大学大学院

525 安孫子　芳美 ｱﾋﾞｺ ﾖｼﾐ お先にどうぞ 1401 高橋　裕美子 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ 阿賀北山岳会只管組

526 安久　昭男 ｱﾝｷｭｳ ｱｷｵ 阿賀北山岳会只管組 1402 石川　さつき ｲｼｶﾜ ｻﾂｷ 山形県

527 半澤　敏治 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾄｼｼﾞ 山形県 1403 沼田　久美子 ﾇﾏﾀ ｸﾐｺ 岩槻槻の森ＪＣ

528 野村　正 ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 福島県

529 鈴木　仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 山形県

530 芳賀　正明 ﾊｶﾞ ﾏｻｱｷ 山形県

531 渡部　正弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ ロジック・ラボ

532 内山　武夫 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｵ 新潟県

533 歌川　渡 ｳﾀｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 七ヶ浜９条の会

534 佐藤　憲一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 佐藤写真場

535 小野目　如快 ｵﾉﾒ ﾆｮｶｲ 正傳寺

536 安孫子　博行 ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾕｷ 霞城ＥＲＣ

537 佐藤　義弘 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 新潟県

538 小椋　浩一 ｵｸﾞﾗ ｺｳｲﾁ アリスの家

539 奥山　昌浩 ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ ＪＲ東日本東京

601 浅沼　茂 ｱｻﾇﾏ ｼｹﾞﾙ 山形県

602 遠藤　敬 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 山形県

603 武井　槇次 ﾀｹｲ ﾏｷｼﾞ 走り続けよう！

604 渡辺　伸栄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｴｲ 阿賀北山岳会只管組

605 池田　千里 ｲｹﾀﾞ ｾﾝﾘ 宮城フェニックスサッカークラブ

606 山川　紳一 ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁ チーム蔵王
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10km　高校 10km　一般男子
ナンバーカード色　黄 大会記録 　31'24" ナンバーカード色　黄 大会記録 　31'27"

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

2001 大倉　愛梨 ｵｵｸﾗ ｱｲﾘ 茨城県 2101 海藤　和敬 ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ 大東建設株式会社

2102 宮竹　利史哉 ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾔ チームしろくま

2103 望月　岳斗 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｹﾄ 宮城県

2104 小川　耕広 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾋﾛ 西村山陸協

2105 寺岡　嵩智 ﾃﾗｵｶ ﾀｶﾄﾓ 新潟県

2106 菅原　鷹三郎 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶｻﾌﾞﾛｳ チームコウヤ

2107 清水川　竣 ｼﾐｽﾞｶﾜ ｼｭﾝ 秋田市役所

2108 佐竹　柊 ｻﾀｹ ｼｭｳ 朝日町マラソンクラブ

2201 金田　康秀 ｶﾈﾀﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ 山形県

2202 小原　知久 ｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋｻ チーム秘湯

2203 黒田　清隆 ｸﾛﾀﾞ ｷﾖﾀｶ チーム秘湯

2204 吉田　圭一 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ チーム秘湯

2205 和賀　誉 ﾜｶﾞ ﾎﾏﾚ 山形県

2206 東海林　義雄 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾖｼｵ 山形県

2207 遠藤　光也 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ 山形県

2208 菊池　匠 ｷｸﾁ ﾀｸﾐ 宮城県

2209 白田　誠 ｼﾗﾀ ﾏｺﾄ 朝日町マラソンクラブ

2210 阿部　将平 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 山形県

2211 佐藤　彰寿 ｻﾄｳ ｼｮｳｼﾞ チームバイジュ

2212 富樫　彬 ﾄｶﾞｼ ｱｷﾗ ちーむこうや

2213 鈴木　亮太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ チリトマト

2214 中島　亮介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ チームコウヤ

2215 今野　大史 ｺﾝﾉ ﾋﾛｼ チームコウヤ

2216 菊地　逸平 ｷｸﾁ ｲｯﾍﾟｲ チームコウヤ

2217 阿部　光明 ｱﾍﾞ ﾐﾂｱｷ チームコウヤ

2218 金子　拓哉 ｶﾈｺ ﾀｸﾔ ＥＴジュニア

2219 佐藤　祐二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 山形環境エンジニアリング

2220 川村　良太 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 朝日町マラソンクラブ

2221 石井　豪 ｲｼｲ ｺﾞｳ 山形県

2301 早坂　和彦 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞﾋｺ 天童蔵増走遊会

2302 鈴木　憲和 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｶﾞｽﾞ 山形県

2303 田中　耕太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ のんちゃんズ

2304 成瀬　正昭 ﾅﾙｾ ﾏｻｱｷ チーム秘湯

2305 小笠原　信吾 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝｺﾞ 山形県

2306 桑田　吾郎 ｸﾜﾀ ｺﾞﾛｳ 栃木県

2307 木村　哲 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ ナウエル

2308 沖田　昭博 ｵｷﾀ ｱｷﾋﾛ 山形県

2309 小松　仁 ｺﾏﾂ ﾋﾄｼ 山形県

2310 鈴木　宏之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 茨城ランニングファクトリー

2311 大友　浩一 ｵｵﾄﾓ ﾋﾛｲﾁ （株）日立Ａｓｔｅｍｏ

2312 古沢　孝宏 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶﾋﾛ ＢＲＡＩＤ

2313 薄田　智也 ｽｽｷﾀ ﾄﾓﾔ 野球倶楽部夢桜

2314 中川　大嗣 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｼ 山形県

2401 伊藤　政人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ アヒルちゃんクラブ

2402 五十嵐　渉 ｲｶﾗｼ ﾜﾀﾙ 五十嵐歯科医院

2403 駒津　普司 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ 白鷹マラソンクラブ

2404 村岡　利幸 ﾑﾗｵｶ ﾄｼﾕｷ チームＭＷＦ

2405 渡邉　輝彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾋｺ Ｓｏｉ◆Ｇａａ

2406 木原　徹 ｷﾊﾗ ﾄｵﾙ 宮城県

2407 工藤　俊之 ｸﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 山形県
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10km　一般男子 10km　一般女子
ナンバーカード色　黄 大会記録 　31'27" ナンバーカード色　黄 大会記録 　35'21"

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

2408 上野　悟 ｳｴﾉ ｻﾄﾙ 山形県 3001 佐藤　夏奈 ｻﾄｳ ﾅﾂﾅ 山形県

2409 佐藤　雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 宮城県 3002 小林　育恵 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸｴ コバサトクラブ

2410 倉沢　稔 ｸﾗｻﾜ ﾐﾉﾙ 群馬県 3003 小林　晴恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｴ コバサトクラブ

2411 小西　康雄 ｺﾆｼ ﾔｽｵ 埼玉県 3004 小林　咲恵 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷｴ コバサトクラブ

2412 鈴木　祐二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 福島県 3005 寺岡　あさひ ﾃﾗｵｶ ｱｻﾋ 新潟県

2413 萩生田　憲一 ﾊｷﾞｳﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 上山温泉らんらん部 3101 遠藤　桂 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲ 山形県

2414 梅津　孝一 ｳﾒﾂ ｺｳｲﾁ 山形県 3201 中川　美里 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｻﾄ 山形県

2415 安食　和寿 ｱｼﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ 山形県 3202 宮口　尚子 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵｺ チャレラン

2501 土屋　公男 ﾂﾁﾔ ｷﾐｵ 天童蔵増走遊会 3203 大倉　晶子 ｵｵｸﾗ ｱｷｺ 茨城県

2502 伊藤　利春 ｲﾄｳ ﾄｼﾊﾙ 山形県 3204 安孫子　亜紀 ｱﾋﾞｺ ｱｷ 山形県

2503 内山　功 ｳﾁﾔﾏ ｲｻｵ チームバイジュ 3301 佐藤　純子 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 新潟県

2504 菅原　護 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾓﾙ 山口里山を楽しむ会 3302 安達　玲子 ｱﾀﾞﾁ ﾚｲｺ 霞城ＥＲＣ

2505 斉藤　正幸 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 日立陸上部 3303 小林　智美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ コバサトクラブ

2506 井上　博之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 山形県 3304 村山　雪絵 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｷｴ 霞城ＥＲＣ

2507 佐竹　陽一 ｻﾀｹ ﾖｳｲﾁ 西五百川中ＲＣ 3305 加藤　裕美子 ｶﾄｳ ﾕﾐｺ 七ヶ浜９条の会

2508 小山内　毅 ｵｻﾅｲ ﾂﾖｼ 宮城県 3306 井上　真弓 ｲﾉｳｴ ﾏﾕﾐ 山形県

2509 安達　喜代美 ｱﾀﾞﾁ ｷﾖﾐ 霞城ＥＲＣ 3401 森田　朋榮 ﾓﾘﾀ ﾄﾓｴｲ 湖衣姫

2510 田嶋　克史 ﾀｼﾞﾏ ｶﾂｼ 山形県 3402 歌川　睦子 ｳﾀｶﾞﾜ ﾑﾂｺ 七ヶ浜９条の会

2511 阿部　和彦 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 山形県 3403 豊島　由喜子 ﾄﾖｼﾏ ﾕｷｺ 霞城ＥＲＣ

2512 鈴木　浩幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ サッピＲＣ 3501 清信　百合子 ｷﾖﾉﾌﾞ ﾕﾘｺ 福島県

2513 佐原　雅信 ｻﾊﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ ４２歩の会

2514 植木　薫 ｳｴｷ ｶｵﾙ 宮城県

2515 安倍　良博 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 宮城県

2516 大滝　高一 ｵｵﾀｷ ｺｳｲﾁ チームこーや

2601 戸津　勝由 ﾄﾂ ｶﾂﾖｼ 聴覚障害クラブ

2602 天貝　安男 ｱﾏｶﾞｲ ﾔｽｵ 千葉県

2603 熊澤　常也 ｸﾏｻﾞﾜ ﾂﾈﾔ 天童蔵増走遊会

2604 國井　修 ｸﾆｲ ｵｻﾑ 天童蔵増走遊会

2605 戸借　清策 ﾄｶﾞﾘ ｾｲｻｸ ゆるり会

2606 岡崎　和夫 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｵ 山形県

2607 本木　仲一 ﾓﾄｷ ﾁｭｳｲﾁ 山形県

2608 落合　仁 ｵﾁｱｲ ﾋﾄｼ 霞城ＥＲＳ

2609 高木　猛 ﾀｶｷﾞ ﾀｹｼ 牛久走友会

2610 吉田　正行 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 美結クラブ

2611 片岡　満雄 ｶﾀｵｶ ﾐﾂｵ 石岡公園ＲＣ

2612 東谷　周一 ﾄｳﾔ ｼｭｳｲﾁ 山形県

2613 会津　茂光 ｱｲﾂﾞ ｼｹﾞﾐﾂ 宮城県

2614 片桐　恒雄 ｶﾀｷﾞﾘ ﾂﾈｵ チームテルサ

2615 森田　守 ﾓﾘﾀ ﾏﾓﾙ 神奈川県

2616 斎藤　龍良 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾛｳ 山形県

2617 勝見　英一朗 ｶﾂﾐ ｴｲｲﾁﾛｳ 山形県

2618 市村　正明 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻｱｷ 新潟県

2619 志田　博 ｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 宮城県
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5km　女子 5km　壮年男子
ナンバーカード色　青 大会記録 　16'59" ナンバーカード色　青 大会記録 16'07"

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

4001 伊藤　有実 ｲﾄｳ ﾕﾐ さんちゃんクラブ 4501 山﨑　稔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 天童蔵増走遊会

4002 大浦　陽奈乃 ｵｵｳﾗ ﾋﾅﾉ 南陽東置賜駅伝ジュニア 4502 長岡　茂 ﾅｶﾞｵｶ ｼｹﾞﾙ 山形県

4003 奥山　悠華 ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ 東北文教大学山形城北高等学校 4503 近野　晃 ｺﾝﾉ ｱｷﾗ 山形県

4004 小野寺　美麗 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾚｲ 東北文教大学山形城北高等学校 4504 江口　耕司 ｴｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 山形県

4005 後藤　綾花 ｺﾞﾄｳ ｱﾔｶ 東北文教大学山形城北高等学校 4505 小松　俊行 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 中山クラブ

4006 森谷　乙葉 ﾓﾘﾔ ｵﾄﾊ 東北文教大学山形城北高等学校 4506 大沼　眞而 ｵｵﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 山形県

4007 渡部　花音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 東北文教大学山形城北高等学校 4507 山崎　秀樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 山形県

4008 渡部　莉奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 東北文教大学山形城北高等学校 4508 長岡　輝喜 ﾅｶﾞｵｶ ﾃﾙｷ 朝日町マラソンクラブ

4009 小松　めい ｺﾏﾂ ﾒｲ 東北文教大学山形城北高等学校 4509 鴻巣　隼人 ｺｳﾉｽ ﾊﾔﾄ チーム寺西

4010 落合　奈津子 ｵﾁｱｲ ﾅﾂｺ 宮城県 4510 渡辺　広明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 山形県

4011 池田　美穂子 ｲｹﾀﾞ ﾐﾎｺ 山形県 4511 手塚　勇一郎 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山形県

4012 松田　美香 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｶ 河北駅伝ＷＭＤ 4512 宮口　顕 ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｷﾗ チームどんまい

4013 佐藤　朱莉 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 宮城県 4513 早田　洋平 ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ 相馬市役所

4014 鈴木　久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ サッピＲＣ 4514 松田　有史 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｼ 河北駅伝ＷＭＤ

4015 遠藤　正子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｺ 山形県 4515 鈴木　伸治 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 朝日町マラソンクラブ

4016 村田　敏恵 ﾑﾗﾀ ﾄｼｴ 新潟県 4516 鈴木　耕太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ オヤジーズ

4017 上田　加奈子 ｳｴﾀﾞ ｶﾅｺ 山形県 4517 小関　孝幸 ｺｾｷ ﾀｶﾕｷ 鶴岡市立西郷小学校

4018 古内　和美 ﾌﾙﾅｲ ｶｽﾞﾐ 宮城県 4518 渡辺　直人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ ブレイド

4519 金子　茂 ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ ＥＴジュニア

4520 小井沼　康良 ｵｲﾇﾏ ﾔｽﾖｼ 栃木県

4521 遠藤　竜一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 体臭ランクラブ

－　11　－



3km　中学男子 3km　中学女子
ナンバーカード色　緑 大会記録 9'17" ナンバーカード色　緑 大会記録 10'23"

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

5001 佐藤　聖悟 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 白鷹中学校 5501 紺野　心夢 ｺﾝﾉ ｺﾕﾒ 白鷹中学校

5002 小林　絃人 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾄ 藤岡市立東中学校 5502 大浦　結愛 ｵｵｳﾗ ﾕｱ 高畠中学校

5003 伊藤　悠人 ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 飯豊中学校 5503 大浦　琉花 ｵｵｳﾗ ﾙｶ 高畠中学校

5004 我妻　尚哉 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾅｵﾔ 南陽東置賜駅伝ジュニア 5504 橋本　恵奈 ﾊｼﾓﾄ ｴﾅ 福島県

5005 伊藤　颯人 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 金井中学校 5505 太田　琴海 ｵｵﾀ ｺﾄﾐ 河北中学校

5006 武田　悠雅 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｶﾞ ＥＴジュニア 5506 阿部　未來 ｱﾍﾞ ﾐｸ ＥＴジュニア

5007 清野　悟央 ｾｲﾉ ｺﾞｳ ＥＴジュニア 5507 松田　芽依 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 河北駅伝ＷＭＤ

5508 寺西　明日花 ﾃﾗﾆｼ ｱｽｶ 山形県

5509 水野　レモン ﾐｽﾞﾉ ﾚﾓﾝ 米沢第三中学校

5510 尾形　芽依 ｵｶﾞﾀ ﾒｲ 寒河江市立陵東中学校
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2km　一般
ナンバーカード色　白

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

6001 高橋　恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 山形県

6002 平井　有希子 ﾋﾗｲ ﾕｷｺ 山形県

6003 小口　千夏 ｺｸﾞﾁ ﾁﾅﾂ 山形県

6004 紺野　和紀 ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 山形県

6005 小口　将太 ｺｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 山形県

6006 熊谷　岳仁 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾋﾄ 山形県

6007 小口　亨 ｺｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 山形県

6008 板垣　駿 ｲﾀｶﾞｷ ｼｭﾝ 山形県

6009 安達　陽介 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｽｹ 山形県

6010 長沼　亜咲 ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｻｷ 山形県

6011 長沼　勇作 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｻｸ 山形県

6012 伊藤　友美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 山形県

6013 阿部　文洋 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県

6014 村山　徹 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｵﾙ 山形県

6015 高山　佑介 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ らんなあ

6016 佐々木　淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ はるくんず

6017 赤城　天地 ｱｶｷﾞ ﾃﾝﾁ らんなあランニングクラブ

6018 和田　舜 ﾜﾀﾞ ｼｭﾝ らんなあランニングクラブ

6019 庄司　陽子 ｼｮｳｼﾞ ﾖｳｺ らんなあランニングクラブ

6020 中嶋　愛美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾅﾐ チームコウヤ

6021 児玉　ちあき ｺﾀﾞﾏ ﾁｱｷ 丸吉コンクリート工業株式会社

6022 安部　智勝 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 山形県

6023 大泉　藍來 ｵｵｲｽﾞﾐ ｱｲｸ ＥＴジュニア

6024 布施　直輝 ﾌｾ ﾅｵｷ 朝日町
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2km　小学1年男子 2km　小学1年女子
ナンバーカード色　白 ナンバーカード色　白

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

6101 佐藤　優和 ｻﾄｳ ﾕｳﾜ 蚕桑小学校 6201 平井　芽依 ﾋﾗｲ ﾒｲ 東根小学校

6102 長谷部　翔 ﾊｾﾍﾞ ﾊﾙﾄ 荒砥小学校 6202 小口　陽彩 ｺｸﾞﾁ ﾋｲﾛ 鮎貝小学校

6103 長谷部　陽大 ﾊｾﾍﾞ ﾊﾙﾀ 致芳小学校 6203 中嶋　彩七 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾅ チームコウヤ

6104 金田　澪翔 ｶﾈﾀﾞ ﾚｲﾄ 蚕桑小学校 6204 竹田　樺桜 ﾀｹﾀﾞ ｶﾝﾅ 長井市立致芳小学校

6105 羽田　颯太 ﾊﾀﾞ ｿｳﾀ 鮎貝小学校

6106 樋口　璃 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾉ 鮎貝小学校

6107 金田　賢優 ｶﾈﾀﾞ ｹﾝﾕｳ 蚕桑小学校

6108 平　愼羽 ﾀｲﾗ ｼﾝﾊﾞ 荒砥小学校

6109 小口　陽次郎 ｺｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞﾛｳ 蚕桑小学校

6110 板垣　千宙 ｲﾀｶﾞｷ ﾁﾋﾛ 蚕桑小学校

6111 向田　理人 ﾑｺｳﾀﾞ ﾘﾋﾄ 東根小学校

6112 長沼　怜音 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾚｵ 山形県

6113 佐藤　光琉 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 鮎貝小学校

6114 小口　千陽 ｺｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ 鮎貝小学校
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2km　小学2年男子 2km　小学2年女子
ナンバーカード色　白 ナンバーカード色　白

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

6301 小口　幸大 ｺｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 鮎貝小学校 6401 沼澤　叶 ﾇﾏｻﾞﾜ ｶﾅｳ 荒砥小学校

6302 小林　柊斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾄ 蚕桑小学校 6402 稲葉　歩季 ｲﾅﾊﾞ ﾌｷ 荒砥小学校

6303 熊谷　勇軌 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｷ 荒砥小学校 6403 大場　紫乃 ｵｵﾊﾞ ｼﾉ 蚕桑小学校

6304 信夫　慧 ｼﾉﾌﾞ ｹｲ 鮎貝小学校 6404 紺野　愛菜 ｺﾝﾉ ﾏﾅ 荒砥小学校

6305 板垣　瑞月 ｲﾀｶﾞｷ ﾐﾂﾞｷ 蚕桑小学校 6405 樋口　楓愛 ﾋｸﾞﾁ ﾌｳｱ 蚕桑小学校

6306 岡部　葵 ｵｶﾍﾞ ｱｵｲ 蚕桑小学校 6406 土屋　直香 ﾂﾁﾔ ﾅｵｶ 蚕桑小学校

6307 伊藤　跳馬 ｲﾄｳ ﾄｳﾏ 蚕桑小学校 6407 金田　美穂 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾉﾘ 蚕桑小学校

6308 小林　律人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾂﾄ 藤岡市立美九里東小学校 6408 安達　華那 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾅ 荒砥小学校

6309 梅津　椋平 ｳﾒﾂ ﾘｮｳﾍｲ 東根小学校 6409 横山　菜月 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 荒砥小学校

6310 横澤　翔 ﾖｺｻﾜ ｼｮｳ 蚕桑小学校 6410 阿部　初香 ｱﾍﾞ ｳｲｶ 山形県

6311 阿部　遼馬 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 山形県 6411 遠藤　莉都 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾂ 寒河江市立西根小学校

6312 竹田　良助 ﾀｹﾀ ﾘｮｳｽｹ 荒砥小学校

6313 杉沼　優之介 ｽｷﾞﾇﾏ ﾕｳﾉｽｹ ＥＴジュニア
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2km　小学3年男子 2km　小学3年女子
ナンバーカード色　ピンク ナンバーカード色　ピンク

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

6501 茂木　應樹 ﾓｷﾞ ｵｳｼﾞｭ 荒砥小学校 6601 船山　桜奈 ﾌﾅﾔﾏ ﾗﾅ 白鷹ジュニアアスリート

6502 長谷部　湊大 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾀ 致芳小学校 6602 海老名　倫 ｴﾋﾞﾅ ﾘﾝ 白鷹ジュニアアスリート

6503 大瀧　爲地 ｵｵﾀｷ ｲﾁ 蚕桑小学校 6603 鈴木　由希 ｽｽﾞｷ ｳﾀ 致芳小学校

6504 川部　太輔 ｶﾜﾍﾞ ﾀｲｽｹ 荒砥小学校

6505 平井　遥馬 ﾋﾗｲ ﾊﾙﾏ 東根小学校

6506 小口　晴太郎 ｺｸﾞﾁ ﾊﾙﾀﾛｳ 蚕桑小学校

6507 菅原　翔 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｹﾙ 蚕桑小学校

6508 横山　星空 ﾖｺﾔﾏ ｾｱ 鮎貝小学校

6509 新宮　利来 ｼﾝｸﾞｳ ﾘｸ 白鷹ジュニアアスリート

6510 小形　蒼福 ｵｶﾞﾀ ｿｳﾌｸ 東根小学校

6511 渡部　蓮叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝﾄ 蚕桑小学校

6512 大道寺　瑛太 ﾀﾞｲﾄﾞｳｼﾞ ｴｲﾀ 長井小学校

6513 佐々木　悠人 ｻｻｷ ﾊﾙﾋﾄ はるくんず

6514 児玉　章人 ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾋﾄ 白鷹町立蚕桑小学校

6515 荒木　貴晴 ｱﾗｷ ﾀｶﾊﾙ ＥＴジュニア

6516 安部　晏理 ｱﾍﾞ ｱﾝﾘ 荒砥小学校

6517 尾形　莉央 ｵｶﾞﾀ ﾘｵ ＥＴジュニア

6518 後藤　桜雅 ｺﾞﾄｳ ｵｳｶﾞ 鮎貝小学校
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2km　小学4年男子 2km　小学4年女子
ナンバーカード色　ピンク ナンバーカード色　ピンク

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

6701 関　蒼大 ｾｷ ｿｳﾀ 蚕桑小学校 6801 横山　空桜 ﾖｺﾔﾏ ｿﾗ 荒砥小学校

6702 樋口　嶺 ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ 鮎貝小学校 6802 長谷部　愛奈 ﾊｾﾍﾞ ｱｲﾅ 荒砥小学校

6703 小口　海惺 ｺｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 鮎貝小学校 6803 沼澤　絆 ﾇﾏｻﾞﾜ ｷｽﾞﾅ 荒砥小学校

6704 板垣　七星 ｲﾀｶﾞｷ ﾅﾅｾ 蚕桑小学校 6804 長岡　莉亜奈 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｱﾅ 飯豊町立第一小学校

6705 松木　達 ﾏﾂｷ ｲﾀﾙ 蚕桑小学校 6805 金田　優和 ｶﾈﾀﾞ ﾕｳﾜ 蚕桑小学校

6706 紺野　慈月 ｺﾝﾉ ｲﾂｷ 白鷹ジュニアアスリート 6806 熊坂　歩乃嘉 ｸﾏｻｶ ﾎﾉｶ 鮎貝小学校

6707 冨樫　侑来 ﾄｶﾞｼ ﾀｽｸ 白鷹ジュニアアスリート 6807 金田　結咲 ｶﾈﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 蚕桑小学校

6708 志田　心哉 ｼﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 白鷹ジュニアアスリート 6808 衣袋　莉茉 ｲﾌﾞｸﾛ ﾘﾏ 白鷹ジュニアアスリート

6709 熊谷　奏佑 ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｽｹ 白鷹ジュニアアスリート 6809 川村　茉帆 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾎ 荒砥小学校

6710 鈴木　颯真 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 白鷹ジュニアアスリート 6810 片倉　玲美 ｶﾀｸﾗ ﾚﾐ 荒砥小学校

6711 向田　朝陽 ﾑｺｳﾀﾞ ｱｻﾋ 東根小学校 6811 斉藤　新菜 ｻｲﾄｳ ﾆｲﾅ 蚕桑小学校

6712 関　心和 ｾｷ ｼﾝﾜ 鮎貝小学校 6812 小林　紅音 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 藤岡市立美九里東小学校

6713 斎藤　有都 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 亀岡小学校 6813 佐藤　新奈 ｻﾄｳ ﾆﾅ 山形市立滝山小学校

6714 伊藤　悠真 ｲﾄｳ ﾊﾙﾏ 上山市立南小学校 6814 佐藤　琳香 ｻﾄｳ ﾘﾝｶ 鮎貝小学校

6715 石橋　柊真 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｳﾏ 蚕桑小学校 6815 沼澤　俐音 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾘｵ 鮎貝小学校

6716 秋場　悠晴 ｱｷﾊﾞ ﾕｳｾｲ ＥＴジュニア 6816 小口　紗代 ｺｸﾞﾁ ｻﾖ 鮎貝小学校

6717 原田　泰地 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲﾁ 蚕桑小学校 6817 後藤　優月 ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 鮎貝小学校

6718 中嶋　悠喜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 荒砥小学校

6719 石井　櫂 ｲｼｲ ｶｲ 山形県

6720 安部　誉 ｱﾍﾞ ﾎﾏﾚ 山形県

6721 鈴木　柚人 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 白鷹町立東根小学校
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2km　小学5年男子 2km　小学5年女子
ナンバーカード色　黄 ナンバーカード色　黄

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

6901 佐藤　統真 ｻﾄｳ ﾄｳﾏ 蚕桑小学校 7001 大瀧　雪陽 ｵｵﾀｷ ﾕｷﾋ 蚕桑小学校

6902 今野　敦斗 ｺﾝﾉ ｱﾂﾄ 蚕桑小学校 7002 稲葉　仁和 ｲﾅﾊﾞ ﾄﾜ 荒砥小学校

6903 平井　颯馬 ﾋﾗｲ ｿｳﾏ 東根小学校 7003 髙橋　心佳 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉｶ 東根小学校

6904 石田　善一 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 荒砥小学校 7004 梅津　天瑠 ｳﾒﾂ ｱﾐﾙ 東根小学校

6905 伊藤　佑理 ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 桜田小学校 7005 山口　里菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾅ 荒砥小学校

6906 高橋　蒼翔 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾊ 白鷹ジュニアアスリート 7006 沼沢　咲楽 ﾇﾏｻﾞﾜ ｻﾗ 白鷹ジュニアアスリート

6907 平　碧羽 ﾀｲﾗ ｱｵﾊﾞ 白鷹ジュニアアスリート 7007 小野　迪寧 ｵﾉ ﾐﾁﾈ 白鷹ジュニアアスリート

6908 新野　悠太 ﾆｲﾉ ﾕｳﾀ 東根小学校 7008 渡部　百々花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 蚕桑小学校

6909 新野　恒大 ﾆｲﾉ ｺｳﾀ 東根小学校 7009 向田　華衣 ﾑｺｳﾀﾞ ﾊﾅｴ 東根小学校

6910 金田　竜也 ｶﾈﾀﾞ ﾀﾂﾔ 蚕桑小学校 7010 田村　理音 ﾀﾑﾗ ﾘｲﾈ 山形県

6911 横山　大翔 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾄ 荒砥小学校 7011 阿部　ゆま ｱﾍﾞ ﾕﾏ 山形県

6912 長沼　結音 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾄ 山形県 7012 阿部　栞奈 ｱﾍﾞ ｶﾝﾅ 山形県

6913 丹治　尊 ﾀﾝｼﾞ ﾐｺﾄ 山形市立桜田小学校 7013 丸川　香帆 ﾏﾙｶﾜ ｶﾎ 鮎貝小学校

6914 土田　淳太 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀ ＥＴジュニア 7014 三浦　江未花 ﾐｳﾗ ｴﾐｶ 白鷹町立荒砥小学校

6915 上田　康雅 ｳｴﾀﾞ ｺｳｶﾞ 東根小学校

6916 村岡　慶亮 ﾑﾗｵｶ ｹｲｽｹ ＥＴジュニア

6917 遠藤　湊生 ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳｲ 寒河江市立西根小学校

6918 尾形　蓮央 ｵｶﾞﾀ ﾚｵ ＥＴジュニア
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2km　小学6年男子 2km　小学6年女子
ナンバーカード色　黄 ナンバーカード色　黄

NO 氏名 フリガナ 住所・所属 NO 氏名 フリガナ 住所・所属

7101 丸川　航平 ﾏﾙｶﾜ ｺｳﾍｲ 蚕桑小学校 7201 髙橋　柚妃 ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ 蚕桑小学校

7102 佐山　莉空 ｻﾔﾏ ﾘｸ 東根小学校 7202 大瀧　月椛 ｵｵﾀｷ ﾂｷｶ 蚕桑小学校

7103 新野　獅桐 ﾆｲﾉ ｼﾄﾞｳ 蚕桑小学校 7203 今　莉々 ｺﾝ ﾘﾘ 鮎貝小学校

7104 荘子　楓雅 ｿｳｼ ﾌｳｶﾞ 蚕桑小学校 7204 小林　芽生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 荒砥小学校

7105 安部　晃 ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ 鮎貝小学校 7205 金田　陽優 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾕｳ 蚕桑小学校

7106 志田　莉陸 ｼﾀﾞ ﾗｲﾑ 東根小学校 7206 土屋　杏珠 ﾂﾁﾔ ｱﾝｼﾞｭ 荒砥小学校

7107 佐藤　絃稀 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 荒砥小学校 7207 竹田　実乃里 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾉﾘ 白鷹ジュニアアスリート

7108 菅原　陸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｸ 蚕桑小学校 7208 海老名　英 ｴﾋﾞﾅ ﾖｳ 白鷹ジュニアアスリート

7109 須貝　歩 ｽｶﾞｲ ｱﾕﾑ 蚕桑小学校 7209 中川　琴心 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾐ 蚕桑小学校

7110 竹田　圭吾 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 白鷹ジュニアアスリート 7210 菅野　真未 ｶﾝﾉ ﾏﾐ 長井小学校

7111 守谷　宗汰郎 ﾓﾘﾔ ｿｳﾀﾛｳ 白鷹ジュニアアスリート 7211 斉藤　柚葉 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾊ 蚕桑小学校

7112 冨樫　迪来 ﾄｶﾞｼ ｲﾀﾙ 白鷹ジュニアアスリート 7212 森　美緒 ﾓﾘ ﾐｵ 鶴岡ＡＣ

7113 今　啓一郎 ｺﾝ ｹｲｲﾁﾛｳ 白鷹ジュニアアスリート 7213 石橋　咲耶 ｲｼﾊﾞｼ ｻﾔ 蚕桑小学校

7114 鈴木　悠 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 白鷹ジュニアアスリート 7214 田口　凜 ﾀｸﾞﾁ ﾘﾝ 蚕桑小学校

7115 原田　哲慎 ﾊﾗﾀﾞ ﾃｯｼﾝ 白鷹ジュニアアスリート

7116 志鎌　皇成 ｼｶﾏ ｺｳｾｲ 白鷹ジュニアアスリート

7117 小関　瞬 ｺｾｷ ｼｭﾝ 白鷹ジュニアアスリート

7118 梅津　瑠鋳 ｳﾒﾂ ﾙｲ 白鷹ジュニアアスリート

7119 佐藤　優輝 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 鮎貝小学校

7120 荒木　陽翔 ｱﾗｷ ﾊﾙﾄ 鮎貝小学校

7121 荒木　陽向 ｱﾗｷ ﾋﾅﾀ 鮎貝小学校

7122 大沼　昇太 ｵｵﾇﾏ ｼｮｳﾀ 鮎貝小学校

7123 鈴木　心陽 ｽｽﾞｷ ｺﾊﾙ 東根小学校

7124 伊藤　駿斗 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾄ 上山市立南小学校

7125 原田　暁永 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾄ 蚕桑小学校

7126 安部　結心 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 荒砥小学校

7127 大泉　來斗 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾗｲﾄ ＥＴジュニア

7128 北島　圭大 ｷﾀｼﾞﾏ ｹｲﾀ 山形ニ小

7129 安部　遥 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 豊田小学校６年
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大 会 名 誉 会 長 佐藤　廣志

大 会 会 長 佐藤　誠七

大 会 副 会 長 衣袋　慶三 鈴木　雅明 五十嵐　英治 渋谷　洋司

顧 問 堀江　昭浩 安部　孝 佐藤　伸一 青木　彰榮

五十嵐　智洋 今野　正明 結城　安志 寒河江　浩二

板垣　正義

参 与 吉田　博之 小関　吉郎 石塚　良文 金田　佐智子

地主　佳子 向田　俊一

大 会 委 員 長 鈴木　盛雄

大 会 副 委 員 長 五十嵐　徹 沼澤　孝典 酒井　宏幸 竹田　雅彦

丸川　良昭 鈴木　伸一 橋本　秀和

大 会 委 員 佐藤　淳史 橋本　直樹 後藤　和郎 安部　賢

丸川　良昭 佐々木　誠司 白田　元 竹田　則幸

第５７回白鷹若鮎マラソン大会役員
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総 務 渋谷洋司

総 務 員 芳賀康雄 寺島吉昭 沼澤孝典 伊藤敏昭

技 術 総 務 橋本直樹（兼 気象計測員）

審 判 長 鈴木盛雄

審 判 員 寺島吉昭（兼）沼澤孝典（兼）

監 察 員 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ ◎竹田雅彦 駒澤幸泰 大嶋恵利歌 鈴木孝一朗

今野朋代

10㎞ ◎手塚一司 加藤貴美子 椎名　誠

2㎞･3㎞･5㎞ ◎酒井宏幸 奥山晴美 鈴木政彦 水野祥子

ア ナ ウ ン サ ー ◎鈴木雅明 鈴木悠未

出 発 係 ◎伊藤敏昭(兼) 佐原　稔 小松洸哉

折 返 し 係 3Km･ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ ◎髙橋裕東 梅村　翔

10㎞ ◎芳賀景祐 横山　駿

5㎞ ◎金子秀人 新野右京

2㎞ ◎金田竜也

２Kmの部最終車 菅　徳幸

給 水 係 Ａ ◎安達桂子 小口 豊仁 鈴木伸一 小口さとみ 梅津響平

Ｂ ◎須田　瞳 奥村柚果 岩崎清美 海老名裕之

Ｃ ◎羽田　崚 髙橋綾子 竹田則幸 藤守　誠

Ｄ ◎荒生隼一 五十嵐麻里子 梅津仁美 竹田英美 小林香菜

Ｅ ◎高橋　司 結城　恵 中島宗春 齋藤ゆかり

ゴ ー ル 係 ◎村上るみ子 高橋実梨 宝澤悠太

受 付 係 大会役員 酒井駿吾

競技役員 橋本直樹

10㎞･ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 前野晃菜

医 務 員 大森典夫 藤島　丈

救 護 員 大森医院看護師 病院看護師

救護ボランティア 小川幸一

救 護 連 絡 員 小形　守 大木陽子

報 道 係 児玉聡太

連 絡 係 ◎関　宏道 木口祐里 後藤尚道

競　技　役　員
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事 務 局 長 橋本秀和

事 務 局 総 務 ◎関宏道 木口祐里 菅原陽子 後藤尚道

交 通 指 導 員 ◎丸川良昭 長井地区交通安全協会蚕桑支部

駐 車 場 誘 導 係 ◎佐々木誠司 蚕桑地区社会体育振興会

出 発 補 助 係 ◎橋本秀和 宝澤悠太

会 場 誘 導 係 ◎髙橋朋代 小口和香 村上久美 菅原陽子

会 場 給 水 係 ◎大塚広子 前野晃菜

衛 生 係 ◎鑪　典子 黒澤淳子 酒井萌花 小林千恵

本 部 車 関　宏道

審 判 長 車 高橋真弘

先 導 放 送 車 小関源四郎 五十嵐安世

最 終 車 川村宗一 高谷剛司 中川拓也

医 務 車 丹野和彦

救護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ車 大瀧勇祐

連 絡 車 酒井駿吾

シャトルバス係 大木弥子 田代裕美 安部真優

大 会 事 務 局
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