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ご あ い さ つ

「天童ラ・フランスマラソン2022」に参加されるランナーの皆様、全国各地からようこ

そお越しいただきました。３年ぶりに復活して「天童ラ・フランスマラソン2022」を開催

できますことは誠に喜ばしく、市民とともに皆様を心から歓迎いたします。

　本市は、「将棋駒といで湯とフルーツの里」として全国にも名高い観光地であります。

本市が生産量日本一を誇るラ・フランスは、今年もちょうど食べ頃となりました。ラ・フ

ランスは芳醇な香りとまろやかな舌触りからフルーツの女王とも称され、天童市を代表す

る特産品のひとつです。お時間の許す限り、旬の味覚を存分に味わいながら、天童の自然

や文化に触れていただき、本大会が皆様にとって思い出深き大会になりますことを切に念

願しております。

　また、本大会は、「紅葉の里を駆け上る」を大会テーマに掲げ、豊かな自然、名湯天童温泉、

そして、温かいおもてなしを感じていただくことができる大会であります。アールビーズ

スポーツ財団主催の「全国ランニング100撰」に６大会連続で選出されており、多くのランナー

の皆様から御好評をいただいております。ランナーの皆様におかれましては、大会アドバ

イザーであるプロランニングコーチの金哲彦さんをはじめとするゲストの皆様との交流を

深めながら、フルーツランを楽しんでいただきたいと思います。

　結びに、本大会の開催に御尽力いただきました関係団体、ボランティアの皆様に深く感

謝申し上げますとともに、御参加の皆様の御健闘を祈念いたしまして、歓迎のあいさつと

いたします。

□□□□□□□□□□□□□

天童ラ・フランスマラソン大会実行委員会

山　本　信　治会長　天童市長
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東京都出身。昭和大学歯学部
卒業。歯学博士、日本矯正歯
科学会認定医、日本抗加齢医
学会専門医、日本タイマッサー
ジ協会認定セラピスト等の資
格を持つ。矯正歯科、予防歯科、
口腔リハビリテーションを専
門に、品川区で開業しつつ都
内近郊数か所のクリニックと
契約しフリーランス歯科医と
して活動している。走ることが
趣味で、NPO法人日本医師ジョ
ガーズ連盟公認ランニングドク

ターに登録。全国のマラソン大会の医療サポートラン
ナーとして走っている。

千葉県柏市出身。市立船橋高校→帝
京大学。帝京大学では、２年生時に
箱根駅伝８区、４年時には全日本大
学駅伝にて１区を任され副主将とし
てもチームを引っ張った。実業団か
らの誘いもあったが卒業後は、
YouTube上で「たむじょー」として
活動している。チャンネル開設２年
で登録者数８万人を超えるなど、今
注目のランニング ×コメディー・
ユーチューバーである。Youtuber
としての活動の他、自身で公式大会
などにも出場しており、フルマラソ

ン自己ベスト２時間26分09秒、 1,500mベスト３分46秒48と、選
手としても活動の幅を広げており2022年６月現在もYoutubeに
競技にさらなる高みに向けて意気込んでいる。その他練習会や
マラソン大会などの開催や大会のゲストランナーなどランニン
グを通してマルチに活動している。

　リピーターのみなさん、「ラフマラ」にお帰りなさい！
　初参加ランナーのみなさん、ようこそ天童へ！
　３年ぶりに「天童ラ・フランスマラソン」が帰ってきました。
　2020年から世界中に猛威をふるった新型コロナウィルスのパンデミックは本当
に辛く長い道のりでした。この間、私たちの生活は大きく変化し、身近なところ
にも苦難や悲しみが広がりました。
　一方、コロナ禍は私たちに健康を維持することの大切さと健康であることのあ
りがたさをあらためて教えてくれました。
　再び、秋色に彩られた天童の素晴らしい景色のなか、参加ランナーのみなさん
がマラソン大会にチャレンジできる日が来て本当に良かったと思います。
　大会を復活させていただいた山本信治市長をはじめとする天童市関係者、そし
て、大会を支えてくださるスポンサー様、協力団体様、ボランティアのみなさん
に心より感謝を申し上げます。
　走ることはココロとカラダを活気づけてくれます。
　秋の風になって舞鶴山の上に羽ばたく鶴のように舞い上がりましょう。
　もちろん、頑張ったあとのご褒美、天童が誇る旬のラ・フランスや芋煮もラン
ナーのみなさんを待っています。
　笑顔復活！ラ・フランスマイル！

大会アドバイザー・大会ゲスト
金　哲彦 さん

奈良県出身。ミスマガジン2005
審査員特別賞受賞。「王様のブ
ランチ」のブランチリポーター
他数々の情報番組にリポーター
として出演。バラエティー番組
や音楽番組でメインMCを務め
る。レギュラー出演していた
NHK BS１のランニング情報番
組『ラン×スマ～街の風になれ』
では、スマイルランナーとして
ウルトラマラソンなど数々の
レースを走破。市民ランナーの

絶大な人気を得た。現在は女優、タレントとして活躍す
る傍ら、全国各地で開催される市民マラソンに参加して
走る楽しさを伝えている。

中村　優 さん
（女優・タレント）

東京都出身。『劇団ひまわり』
退団後、コピーライターを経
て、1989年にビーチバレー世
界大会のDJをきっかけに、音
楽とトークを融合させたSports 
DJとしてのキャリアをスター
ト。1993年のＪリーグ開幕か
ら多くのチームのスタジアム
DJや東京マラソンの公式DJを
務める。現在もビーチバレー
やサッカーはもちろん、トラ
イアスロン、ラクロス、モー
タースポーツ、マラソン、バ

レーボール、バスケットボールなどの多様なスポーツ
会場で、雰囲気作りと盛り上げ役として幅広く活躍し
ている。

山本ゆうじ さん
（スポーツDJ）大会MC

たむじょー さん
（ランニング×コメディー・ユーチューバー）

林　幸枝 さん
（メディカル・ヘルスケアアドバイザー）

大会アドバイザーのごあいさつ

ゲ ス ト 紹 介
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実 行 委 員

会 長 天童市長 山　本　信　治
副 会 長 天童商工会議所会頭 野　川　勝　弘

天童市農業協同組合代表理事組合長 金　平　芳　己
株式会社モンテディオ山形代表取締役社長 相　田　健太郎

委 員 天童東村山地区陸上競技協会会長 海　老　洋　一
（一社）天童市東村山郡医師会会長 鞍　掛　彰　秀
東日本旅客鉄道株式会社山形駅駅長 本　郷　　　栄
天童警察署署長 本　間　義　和
天童地区交通安全協会会長 佐　藤　光　子
天童温泉協同組合理事長 山　口　敦　史
天童ビジネスホテル協会会長 黒　田　千鶴子
天童市スポーツ推進委員会会長 大　貫　紀代子
天童市連合婦人会会長 鈴　木　美佐子
天童市食生活改善推進協議会会長 荒　木　公　子
天童市連合青壮年会会長 森　山　美　典
（公社）山形県柔道整復師会天童地区班長 大　木　　　徹
天童市公民館連絡協議会会長 須　藤　長　之
津山地区町内会連絡協議会会長 設　楽　雅　信
干布地区区長会会長 結　城　国　男
荒谷地区町内会代表 菅　井　一　雅
天童市小・中学校校長会会長 佐　藤　　　亨
羽陽学園短期大学学長 渡　邊　洋　一
山形県立天童高等学校校長 田　村　光　絵
創学館高等学校校長 高　橋　健　二

監 事 天童市スポーツ協会会長 小座間　哲　也
（一社）天童市観光物産協会専務理事 新　関　知　己

［事務局］
運営本部長 天童市副市長 新　関　　　茂
運営副本部長 天童市教育委員会教育長 相　澤　一　彦
事 務 局 長 天童市市民部部長 結　城　洋　史
事務局次長 天童市農業協同組合理事参事 熊　澤　文　晴

天童市市民部文化スポーツ課課長 藤　澤　英　昭
事 務 局 員 天童東村山地区陸上競技協会理事長 門　間　淳　一

株式会社モンテディオ山形パークマネジメントチームリーダー 工　藤　剛　司
天童市農業協同組合総務部総務課課長 遠　藤　賢太郎
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協力団体一覧

天童市農業協同組合　
株式会社モンテディオ山形
天童東村山地区陸上競技協会
（一社）天童市東村山郡医師会
天童地区交通安全協会
天童市スポーツ推進委員　
天童市スポーツ協会
天童市スポーツセンター
天童市スポーツボランティア
天童市連合婦人会
天童市食生活改善推進協議会
市立天童南部公民館
市立天童中部公民館
市立天童北部公民館
市立成生公民館
市立蔵増公民館
市立寺津公民館
市立津山公民館
市立山口公民館
市立高擶公民館

市立長岡公民館
市立干布公民館
市立荒谷公民館
市立田麦野公民館
じゃがらもがら交流センター利用組合
上貫津婦人会　
下貫津町内会
山形県立天童高等学校
創学館高等学校
天童市管工事業協同組合
天童ロータリークラブ
天童東ロータリークラブ
天童西ロータリークラブ
天童ライオンズクラブ
天童王将ライオンズクラブ
天童舞鶴ライオンズクラブ
天童中央ライオンズクラブ
天童もみじライオンズクラブ
野川商事グループ
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大会スケジュール

大会当日 2022年11月５日（土）

◇ 競 技 日 程 ◇

◇ 大 会 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル ◇

集合時間 スタート時間 種　　　　　　目

８：30 ８：45 スマイルランの部 ３km

９：10 ９：25 ハーフマラソンの部　Ａブロック
21.0975km

９：15 ９：30 ハーフマラソンの部　Ｂブロック

９：30 ９：45 ファンランの部 5.25km

※スタート前の集合はスタジアム内の所定の場所がありますので、集合時間まで遅れずに集合してください。
　種目によりスタート地点が違いますのでご注意ください。
※会場全体図でスタジアムの入場ゲート、スタート前の集合場所をあらかじめご確認ください。
※ハーフマラソンの部はナンバーカード（ゼッケン）の先頭の文字でスタートブロックをご確認ください。

時　　間 内　　　　　　容

７：00～９：45 ランナー受付（検温・体調チェック）〔中央広場南側〕
※必ずスタートまでに受付を行ってください。

７：00～13：00
参加賞引き渡し〔メインアリーナ〕※配布場所と時間が変更になりました。

物産展〔中央広場〕

７：00～13：30 荷物預かり〔メインアリーナ〕

８：40～８：45 開会セレモニー　

８：45～9：15 スマイルラン［３km］の部【制限時間：30分】

９：25～12：30 ハーフマラソンの部【制限時間：３時間】
Ａブロックスタート ９：25、Ｂブロックスタート ９：30

９：45～10：35 ファンラン［5.25km］の部【制限時間：50分】

９：00～13：00 ゴール後ランナーサービスの提供〔中央広場〕
芋煮汁、ラ・フランス、網走市特産品
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競技上の注意事項

・本大会は、2022年度（公財）日本陸上競技連盟競技規則・道路競走規則に準拠して行います。
・参加者は、自己の責任においてレースに参加し、係員の指示がある場合は従ってください。
・レースは、一部を除き、基本的に左側走行となります。
・レース中、緊急車輌を優先させる場合がありますので、ご了承ください。
・会場及び競技中の傷害・疾病、その他の事故については、応急手当の他は、主催者は一切の責任を負いません。
・各種目ともスタート時間の15分前までにスタート地点にお集まりください。
　NDソフトスタジアム山形（陸上競技場）のＥゲートより、スタジアム内のスタート地点へ移動してください。
・ナンバーカードはユニフォームの胸及び背部に付けてください。タイム計測のためのチップは、レース終了後まで絶対
に外さないでください。
・種目ごとに制限時間を設けています。また、ハーフマラソンではコース中の４箇所に関門を設けております。
　制限時間を超えた場合は、以降の走行は認めません。レースを中断し、係員の指示に従ってください。
　◆スマイルラン［３km］／30分以内　　◆ファンラン［5.25km］／50分以内　　◆ハーフマラソン／３時間以内
（ハーフマラソン関門時刻）6.8km地点（10：40）、14.3km地点（11：40）、17.8km地点（12：10）、19.6km地点（12：25）
・ゴール後、Web記録証を発行します。
・衣類等の荷物は総合体育館メインアリーナ内に荷物預かり所を設置していますので、事前に送付してある荷札を荷物に
つけてご利用ください。各人の責任において管理し、盗難紛失のないように注意してください。

安全にレースを運ぶために、レース当日の体調をスタート前にチェックし
ましょう。下記項目（１～８）の中で、１つでもあてはまる項目があれば、
レース参加を中止するか、慎重にレースに臨んでください。
１、熱がある。熱感がある。
２、疲労感が残っている。
３、昨夜の睡眠が十分にとれなかった。
４、レース前の食事や水分をきちんと摂れなかった。
５、かぜ症状（微熱、頭痛、のどの痛み、咳、鼻水）がある。
６、胸や背中の不快感や痛みがある。動悸、息切れがある。
７、腹痛、下痢がある。吐き気がある。
８、レース運びの見通しが立っていない。

●本大会の記録は自動判定システムで計測します。
　必ず計測用チップをシューズに装着の上、ゴール地点に
設けてあるセンサーマットを確実に通過してください。
●ナンバーカードは１人２枚です。胸及び背部に、安全ピ
ンで確実に付けてください。

●計測用チップがない場合は記録がとれません。計測用
チップは、シューズにしっかり取り付けてください。

●ナンバーカード（ゼッケン）と計測用チップは事前送付し
ています。当日お忘れになった場合、再発行が必要にな
ります。

・レース中は水分補給を心がけましょう。
・体調の異常を感じたら、早めにレー
スをやめる勇気を持ちましょう。

・ラストスパートは急激に心臓に負担
がかかる危険な走り方ですので、余
裕を持ってフィニッシュしましょう。

安全に快適なレースをするために

■救急告示病院［３箇所］（24時間受付）

（公財）日本陸上競技連盟医事委員会

レース中の注意事項

ランナー受付について

受付済証リストバンドを着用していない方は出走できません。スタート時間までに必ずランナー受付を済ませ、大会が
終わるまでリストバンドを着用してください。

医療機関名 住　　所 電話番号

天童市民病院

天童温泉篠田病院

吉岡病院

023-654-2511

023-653-5711

023-654-1188

〒994-0047 山形県天童市駅西５丁目２-１

〒994-0024 山形県天童市鎌田１丁目７-１

〒994-0026 山形県天童市東本町３丁目５-21

＊＊＊＊＊　ナンバーカードと計測用チップについて　＊＊＊＊＊

注 意 事 項
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参　　加　　賞

表彰・入賞賞品

天童産ラ・フランス
ラ・フランスジュース 参加者全員

大会記念スポーツタオル 高校生・一般・ファミリーの部（大人）

大会記念ハンドタオル 小学生・中学生・ファミリーの部（子ども）

・各種目男女総合３位までの入賞者には、メダルを後日送付いたします。（ファミリーの部を除く）
・各種目（年代別）の入賞者には、賞品を後日送付いたします。（ファミリーの部を除く）

順　位 賞　　　　　品

１位 スーパーラ・フランス　３㎏

２位・３位 スーパーラ・フランス　1.5㎏

４位

～

８位

【ハーフマラソンの部】　　　　　ラ・フランス　1.5㎏

【ファンラン［5.25㎞］の部】　 ラ・フランスゼリーセット

【スマイルラン［３㎞］の部】　　ラ・フランスバーチョコ
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コースマップ

■ハーフマラソンコース高低図

■ハーフマラソン関門時刻

・・・・救護所

・・・・給水所

・・・・トイレ

関　　　門 関 門 時 刻
第１関門（6.8 ㎞地点） 10：40
第２関門（14.3 ㎞地点） 11：40
第３関門（17.8 ㎞地点） 12：10
第４関門（19.6 ㎞地点） 12：25
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◆スマイルラン［３km］の部
小学生男子３・４年の部………………29
　　　　　５・６年の部………………29
小学生女子３・４年の部………………30
　　　　　５・６年の部………………30
中学生男子の部…………………………30
　　　女子の部…………………………31
ファミリーの部…………………………31

◆ハーフマラソンの部
男子一般の部（29歳以下）…………12
　　　　　　（30～39歳）…………13
　　　　　　（40～49歳）…………15
　　　　　　（50～59歳）…………17
　　　　　　（60歳以上）…………20
女子一般の部（29歳以下）…………24
　　　　　　（30～39歳）…………24
　　　　　　（40～49歳）…………25
　　　　　　（50～59歳）…………26
　　　　　　（60歳以上）…………27

◆ファンラン［5.25km］の部
男子一般の部（29歳以下）…………34
　　　　　　（30～39歳）…………34
　　　　　　（40～49歳）…………35
　　　　　　（50～59歳）…………35
　　　　　　（60歳以上）…………35
女子一般の部（29歳以下）…………36
　　　　　　（30～39歳）…………36
　　　　　　（40～49歳）…………36
　　　　　　（50～59歳）…………36
　　　　　　（60歳以上）…………37

※お名前等の記載に誤字がございましたらご容
赦の程お願い申し上げます。
※市区町村名につきましては、エントリー時の
住所で記載しており、現住所と違いがある場
合はご容赦の程お願い申し上げます。

ハーフマラソン優勝者一覧

第１回　天童ラ・フランスマラソン大会
第２回　天童ラ・フランスマラソン大会
天童ラ・フランスマラソン2014
天童ラ・フランスマラソン2015
天童ラ・フランスマラソン2016
天童ラ・フランスマラソン2017
天童ラ・フランスマラソン2018
天童ラ・フランスマラソン2019

日野　裕也　1:08:34
日野　裕也　1:11:17
日野　裕也　1:10:55
大室　尚喜　1:09:29
森谷　修平　1:06:23
森谷　修平　1:06:00
森谷　修平　1:05:36

五十嵐　悠　1:23:57
堤　　佳子　1:26:40
五十嵐　悠　1:23:22
五十嵐　悠　1:26:33
本間　未来　1:23:59
本間　未来　1:22:36
綾部しのぶ　1:20:47

ハーフマラソンなし
男子総合 女子総合

天童ラ・フランスマラソン2022　参加者名簿
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

【ハーフマラソン】男子一般の部（29歳以下）
1 細谷　翔馬 寒河江市 天童東村山駅伝
3 舩田　圭吾 天童市 天童東村山駅伝
5 中野　創也 天童市 天童東村山駅伝
6 大橋　真弥 宮城県 石巻ＲＣ
8 星川　　聖 天童市 天童東村山駅伝
11 鈴木　祐太 天童市 日新製薬（株）
12 吉田　　梢 山形市 日新製薬（株）
19 土屋　　隆 新庄市 新庄地区陸協
36 寺谷　　貫 天童市 ＢＲＡＩＤ
49 小林　　駿 新庄市 ＴＲＣ
51 藤　　優翔 飯豊町 飯豊町役場
57 石山　立晟 新庄市 新庄市教育委員会
87 高橋　大地 岩手県
119 中野　　優 福島県
120 佐々木佑輔 大阪府
124 小形　滉貴 白鷹町 船山じゅにあ
151 畠山　滉生 宮城県 東北大学
154 菅原　拓巳 岩手県
158 田口　開斗 宮城県 東北大学
165 土志田瑛太 宮城県
167 沼澤　直樹 新庄市
170 熊谷　哲志 米沢市 米沢市役所
172 金原　和徳 山形市
192 舘岡シオン 宮城県
211 羽角　秀太 山形市
213 伊藤　一真 福島県 跳駆ソフトボールクラブ

239 鈴木　柊伍 東京都
241 横山　鳳夫 大蔵村
314 金子　圭汰 酒田市
316 加藤　慎也 米沢市 山形大学
359 寺西　勇汰 東根市 ＴＲＣ
377 山岸　祐太 福島県 バイタルネット
390 阿部　健太 山形市
421 小関　結太 山形市
460 鈴木　裕人 福島県
518 遠藤　佑一 山形市
531 渡辺　泰正 埼玉県
535 三宅　俊也 山形市 山形労働基準監督署
544 佐々木康太 宮城県 フリー
566 野地悠太郎 福島県 清原クラブ
640 門間　　望 山形市 ニチレイフーズ
719 町田聡太郎 東京都
737 太田　健斗 天童市 東村山地区陸上競技協会
783 野崎　浩平 神奈川県 おろち
795 奥山　貴晶 大阪府
818 五十嵐駿吾 山形市
831 斎藤　郁也 山形市
1001 渡辺　義人 埼玉県
1024 吉川　　颯 宮城県 東北大学大学院
1070 川野　翔平 宮城県
1075 小谷地拓己 山形市 山形大学
1079 松田　滉平 天童市

1080 土屋　安尚 天童市
1081 長澤　信誠 天童市
1091 宍戸龍之介 福島県
1094 杉本　翔太 宮城県 日本製紙
1105 阿部　貴晃 尾花沢市
1114 佐々木翔太郎 天童市 佐川急便株式会社
1172 定村　和佳 大阪府 ニチレイフーズ
1257 吉澤　　遼 宮城県 ソニー
1309 山科　拓巳 米沢市
1336 小森　大輝 愛知県
1476 廣瀬　航佑 米沢市 山形大学大学院
1477 庄司　拓磨 鶴岡市
1520 生方　実国 福島県
1521 有路　　樹 山形市
1522 黒木　優太 宮城県 東北大学
1598 石井　毅海 天童市
1660 皆川　力斗 福島県
1668 加藤　岳史 酒田市
1739 江刺　紀理 山形市 山形大学
1769 富永　昂樹 宮城県 住友建機販売
1792 中島　大貴 東京都
1805 仲田　　滉 宮城県 住友建機販売
1815 木村　　圭 山形市 山形大学
1824 羽賀　直樹 米沢市
1827 五十嵐修也 宮城県 住友建機販売
1829 小林　　暉 宮城県
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

【ハーフマラソン】男子一般の部（30歳～39歳）
2 齋藤　真也 天童市 天童東村山駅伝
4 遠田　将人 天童市 天童東村山駅伝
7 伹野　朋裕 天童市 天童東村山駅伝
9 櫻井　一樹 山形市 天童東村山駅伝
10 村山　佳悟 天童市 日新製薬（株）
14 今野　一平 宮城県 おおさきＲＣ
15 渡辺　哲也 大江町
16 粟野　　峻 東根市 北村山陸協
17 大河原謙人 高畠町 高畠町役場
18 足達　信哉 山形市
22 小林俊次郎 新潟県 ＮＰＲＣ
33 大内　皓介 山形市
35 鈴木　信都 宮城県 テスコ株式会社
41 井関　智也 新潟県 松沢商会ＲＣ
43 阿部　　匠 宮城県 仙台市役所
47 推名　正樹 山形市
50 佐川　浩平 秋田県 秋田ＬＳＤクラブ
58 曽根　達也 福島県
61 川原　卓弥 山形市
62 冨樫　陽介 東根市
65 安原　駿平 秋田県 あじわい山さんず
67 遠藤　靖明 宮城県
68 田村　章敏 鶴岡市
76 井澤　直樹 村山市 山形ヤクルト
77 遠藤　光也 寒河江市
84 狩野　敏宏 宮城県
86 佐藤　真也 山形市
92 嶋田　淳一 静岡県
97 高橋　清人 天童市 かりがねメンズ
107 五十嵐大介 東根市
114 室岡　庸司 山形市 （株）ランフォワード
127 伊藤　　翼 山形市
129 乗田　勇気 青森県 青森県庁ＲＣ
136 齋藤　良輔 宮城県
142 笠原　崇史 山形市 萬屋薬局
144 添田　智仁 福島県
145 三須　貴瑛 天童市
147 佐藤　敏博 天童市
164 鈴木　崇史 東京都
189 野村　主弥 宮城県 坂総合病院
197 遠藤　辰徳 宮城県 とちの木ＲＣ
199 伊藤　太一 宮城県
205 石川　洋志 南陽市

206 石井　　豪 飯豊町
228 大類　洋輔 東根市
250 大澤　祐哉 埼玉県
269 鈴木孝太郎 天童市
293 佐藤　優也 宮城県 懸垂クラブ
294 今田　仁志 秋田県
313 土岐　康弘 鶴岡市 あつみランニングクラブ
319 小林健太郎 宮城県
320 佐藤　芳信 宮城県
373 八鍬　雄平 天童市 ニチレイフーズ
379 伊藤　謙一 宮城県
395 田中舘　亮 東京都
398 長谷川真也 天童市
401 斎藤健太郎 山形市
402 古瀬　隼人 山形市 モンデミロ山形
405 大場　智弘 山形市
412 宮本　敏史 宮城県
415 加藤　　周 宮城県
437 齋藤　育実 秋田県
447 木野村　龍 宮城県 Ｔｅａｍ　ＮＡＸ
458 小松　　修 酒田市
471 鈴木　孝司 山形市
494 水田　優佑 天童市
498 佐藤　伸彦 東根市
502 宮本　聡介 宮城県
508 富永　裕一 山形市
513 土倉　　史 秋田県
523 及川　　巧 宮城県
524 平尾　　怜 山形市
525 樋田　　剛 東根市
526 森　　福治 山形市
532 笠原　　優 天童市 株式会社トプコン山形
540 上田　惇史 大江町 ＪＡ共済ＲＣ
543 志鎌　　良 山形市
545 太田　健一 東根市
561 佐藤　大智 宮城県
569 芦野　智也 東根市
622 其部　　光 神奈川県
645 岩井　大知 山形市
667 小山　直人 福島県
708 鹿野　寛哉 宮城県
724 吉田　大志 神奈川県
740 早坂　康司 最上町

746 塚原　　奨 福島県 鶴マラＡＣ
749 高橋　拓郎 宮城県
751 菅原　翔吾 鶴岡市
763 板坂　大輔 山形市
771 佐藤　栄寿 山形市
772 大島　　悠 鶴岡市
782 原田　直人 宮城県
794 近野　　雄 山形市
803 佐々木浩太 宮城県
804 アベリチス　エドガルス 山形市
808 木村　和樹 宮城県
820 佐々木純也 秋田県
829 佐藤真之介 東京都
833 諸口　晃弘 東京都
1018 相馬　弘享 東根市
1041 石澤　雄太 山形市
1046 しば　圭祐 埼玉県
1049 矢萩　　舜 天童市 ３１０
1055 原田　貴正 山形市
1066 山田　佳広 山形市 テレビユー山形
1073 宇治川涼平 群馬県
1074 近藤　宏樹 福島県 伊達市役所
1085 金子　明生 宮城県 ＵＭＥ４８
1089 岩本　悠哉 宮城県 大塚商会
1090 工藤　　淳 宮城県
1095 工藤　竜平 鶴岡市
1111 高橋　達朗 宮城県
1119 橋本　浩一 福島県
1120 渡邊　智憲 宮城県
1135 佐々木浩平 秋田県 堤防ｒｕｎｎｅｒず
1197 今井　率人 神奈川県
1236 武田　修司 山形市
1241 八坂　寛久 宮城県
1245 中島　　淳 茨城県
1250 高木　　丈 新庄市
1269 鈴木　　亨 宮城県
1294 高橋　辰之 天童市
1300 阿部　紘樹 山形市
1304 佐藤　裕明 青森県
1324 佐藤　正視 宮城県
1332 奥山　博仁 秋田県 ３１０
1335 遠藤　尚利 山形市 アワビ快感
1339 沼澤　晋也 舟形町
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名
1340 玉田　猛志 宮城県
1367 佐藤　勇太 秋田県 堤防ｒｕｎｎｅｒず
1386 藤原　真吾 秋田県
1403 矢口　和昭 村山市
1410 遠藤　駿介 天童市 かいかん
1433 三宅　亮輔 中山町
1447 近藤　正人 長野県
1458 那須　祐助 長崎県
1475 高橋　良太 埼玉県
1488 菅野　哲司 山形市 Ｋ．Ｃ．Ｃ
1502 鍛治　　哲 福島県
1514 齋藤　勇太 山形市
1515 星川　拓也 天童市
1523 菅　　大樹 尾花沢市

1530 三井　　岳 東京都
1534 佐々木　啓 宮城県
1537 金子　一紀 東京都
1559 東海林裕之 山形市
1564 牧　　純一 山形市 東京ドームスポーツ
1592 遠藤　貴志 山形市
1593 鈴木　　俊 山形市 アワビ快感
1599 菅原　紀孝 遊佐町
1600 鈴木　　順 宮城県 住友建機販売
1624 菅原　　浩 酒田市
1637 会田　孝介 山辺町
1647 豊嶋　昌弥 宮城県
1662 野沢　啓太 天童市 ＰＦＡ株式会社
1672 菊地　　遼 宮城県 ダイニチ工業（株）

1701 岡崎　広太 天童市 スパルタンサファリ
1702 櫻田　瑛二 東京都
1713 井川　拓郎 山形市
1734 二宮　直樹 山形市
1743 佐藤　慶一 宮城県
1745 佐々木克明 福島県
1747 川越　淳希 宮城県 株式会社かんぽ生命保険
1764 外川　　学 新潟県
1774 猿橋　貴浩 宮城県 住友スポーツクラブ
1795 千葉　亮介 東京都
1800 加藤　聡人 新潟県
1821 嶋田　寛之 東京都

994-0001

TEL: - -  FAX: - -

http://www.ngw.co.jp/ 
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13 東海林義雄 天童市 天童東村山駅伝
20 志村　史雄 宮城県 新潟大学将棋部ＯＢ
21 青柳　善宏 東根市 カワサキオート山形
23 渡辺　直人 寒河江市 ブレイド
24 佐野　正人 上山市 上山市陸協
25 藤原　孝志 岩手県
26 赤坂　英介 宮城県
27 佐藤　智武 鶴岡市 鶴岡二中
28 油井　智也 米沢市 米沢市陸協
31 村岡　　淳 山形市 ＢＲＡＩＤ
34 大泉　智弘 山形市 西村山陸協
39 佐々木　誠 秋田県 ＡＬＳＯＫ
40 羽賀　隆義 大石田町 サクセス工業
48 今井　正弘 鶴岡市 朝暘第六小学校
52 佐竹　洋介 大江町
53 家宇治　啓 東京都 厚生労働省麻薬取締部
55 大島　順司 宮城県
56 松本　日守 宮城県
60 西田　竜也 山形市
63 嵐田　浩司 米沢市 万世地区体育協会
66 熊谷　卓朗 秋田県
72 安孫子智朗 山形市
73 蜂谷　拓郎 東根市 天童市役所
75 井上　雄一 天童市 東海林建設株式会社
78 門脇　雅和 庄内町 飛脚ロッカー
79 高橋　　諭 天童市 山形パナソニック
81 八鍬　一起 山形市
85 粟野　義昭 南陽市 南陽東置賜陸協
89 小林　克志 大江町 大江町役場　ＯＢＲＣ
90 中野谷一紀 東根市
91 笹原　承之 村山市
93 岩崎　智幸 天童市 岩村練習会
95 柿崎　文哉 秋田県 えがおの丘ＲＣ
98 熊澤　公太 山形市
100 志田　　良 酒田市 平田陸上
101 山下　正人 山形市 リコージャパン
104 冨塚　淳一 鶴岡市
106 阿部　強士 鶴岡市 鶴岡高専
109 伊東　良剛 宮城県
110 山崎　孝之 宮城県 サイデック
111 小幡　良作 山形市
116 木村　　徹 東根市
118 内海　克明 宮城県 宮城トレラン

121 小林　徹也 大阪府
130 大友　一司 宮城県
132 石井　　亘 山形市
133 伊藤　　学 宮城県
134 秋葉　　統 新潟県 チームジョグポ
135 大沼　俊夫 米沢市 セゾンファクトリー
140 大金拓二郎 東京都
141 蔦　　広輝 宮城県
143 加藤　悠司 宮城県
146 東谷　　敦 上山市
149 佐竹　雄介 天童市
150 山崎　　良 寒河江市
152 笠原健太郎 宮城県
153 松田　有史 河北町 河北駅伝ＷＭＤ
155 熊下　智章 宮城県
159 林　　　悠 宮城県
160 倉茂　　誠 宮城県
161 加藤　順一 宮城県
163 草間　大輔 秋田県
166 長澤　重信 山形市 Ｎファミリー
169 三浦　琢也 天童市 ＢＲＡＩＤ
171 遠藤　朋崇 宮城県
173 小南　貴彦 兵庫県
175 伊藤　修弘 宮城県
176 相田　壮範 山形市
177 斉藤　宏樹 酒田市
182 井澤克陽路 東根市 大久保駅伝
185 黒田　広大 山形市
186 小野　智信 山形市 パトラン山形
188 三浦孝一郎 山形市 株式会社三浦板金製作所
191 Weber Torsten 東京都 ジンギス汗
193 鈴木　圭吾 秋田県 やまだ
194 渡邉　　繁 福島県 ＡＲＫ
201 新井田　進 宮城県 仙台走爽会
203 土田　　潤 秋田県 羽後町役場
204 菅野　博章 宮城県
207 石山　哲也 村山市
210 今田　博之 新庄市 最上教育事務所
212 佐藤　高志 遊佐町 庄内ゆるラン
215 熊谷　博紀 岩手県
220 井尾　　晃 北海道 網走市民ランナー
221 丹野　　治 宮城県 ＵＭＥ４８
226 早坂　隆幸 山辺町 フローラさいせい

230 武藤　信生 宮城県
232 伊藤　忠明 宮城県
237 熊谷　雅夫 宮城県
247 角田祐一郎 寒河江市
248 水戸　信幸 宮城県
249 奈良崎　賢 山形市
252 藤原　裕平 山形市
255 三浦　洋一 山形市 山形ヤクルト
256 斎藤　秀樹 福島県
258 尾形　　勉 福島県
262 三輪　堅太 山形市
264 伊藤　良行 米沢市 山形三菱電機
265 葛西　英祐 宮城県
266 森　　康裕 東根市 昭和電工ＨＤ山形
267 阿部　雄二 新庄市
271 齋藤　昂太 秋田県
273 黒沢　祐午 宮城県
274 武田　康友 秋田県
275 堀川　喜史 秋田県
276 昆野　友和 宮城県 ランパス
280 志鎌　知弘 山形市
282 瀬谷　　崇 福島県
285 鈴木　嘉伸 山形市
288 松井　優一 秋田県
291 菅原　智和 酒田市
296 八鍬　　純 山形市
299 佐藤　　司 宮城県
300 岩山　洋祐 山形市
302 佐々木茂博 山形市
304 小林　真二 東京都
305 山内健太郎 福島県
311 佐藤　陽彦 宮城県
315 佐藤　安典 天童市
317 大宮　高浩 宮城県
321 落合　伸也 南陽市
322 平原　顕治 東京都
323 佐藤　宏行 宮城県 管走会
324 櫻井　俊彦 山形市
326 八鍬　義幸 北海道 網走市民ランナー
329 上村慎一郎 宮城県 スズキ測量設計
331 大沼　　導 鶴岡市
333 三浦　真慈 宮城県
334 佐藤　仙一 宮城県

【ハーフマラソン】男子一般の部（40歳～49歳）

食の世界から持続可能な社会へ
「感動」と「安心」を届けます

http:/ /www.nittobest.co.jp

本　　社／山形県寒河江市幸町4-27 TEL 0237-86-2100㈹

営業本部／千葉県船橋市習志野4-7-1 TEL 047-477-2110

寒河江工場　高松工場　東根工場
大谷工場　天童工場　本楯工場　神町工場

山形工場　山形配送センター　学校給食センター
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339 伊藤　秀典 寒河江市 パトラン山形
340 佐藤　　修 遊佐町 チームふじさき
342 南部　英貴 宮城県
345 齋藤　　力 酒田市 庄内ゆるＲＵＮ
348 我妻　友和 宮城県
354 須貝　敏之 山形市
358 阿部　賢一 三川町 ＲＣ三川激走隊。
364 米澤　　聖 秋田県
365 鈴木　隆広 宮城県
366 蜂巣　和則 東根市
368 梅津　　宏 宮城県
372 大西敢二郎 宮城県
374 佐々木拓也 宮城県 日本製紙
375 佐藤　　元 東根市
376 高橋　裕人 山形市
378 桑田　吾郎 栃木県
385 加納　桂志 秋田県
387 岡崎　正明 宮城県
399 楠本　健二 山形市 くすけん
400 内藤　秀樹 宮城県
407 石川　克巳 千葉県 ビバチバ
409 倉本　幸輝 西川町
411 藤田　　工 宮城県
417 小関　貴史 山形市
418 東　　達也 宮城県 ＵＭＥ４８
422 相澤　敏幸 宮城県
424 福嶋　琢哉 秋田県
431 関沼　利彦 東根市 東根ジョギングクラブ
432 竹田　正人 寒河江市
434 本田　　新 宮城県 いかぱな
443 工藤　英次 宮城県
448 柴田　英樹 山形市 トヨタレンタリース山形
464 後藤　　務 山形市 チームクリタ
469 伊藤　篤朗 神奈川県 東海カーボン
473 山内　智弘 天童市
480 高橋　美樹 宮城県 ＴＡＩＬＯＲ
481 志田　国人 庄内町
484 飯塚　稔文 埼玉県
488 高橋　　明 中山町 久々なので不安です。
492 渡辺　　智 宮城県
493 土屋　大介 山辺町 ＴＲＣ
496 今田　祐介 宮城県
499 高橋　欣正 新庄市
509 庄司　智史 宮城県 仙台市
510 佐藤　真樹 天童市
516 米野　　豊 米沢市
520 松下　和男 山形市
522 田島　卓也 山形市
529 佐藤　正人 山形市
536 松井　　淳 山形市 宮下エンタープライス
551 庄子　勝幸 宮城県 チームクリタ
552 西川　　功 宮城県 日本製紙
553 庄司勇一郎 愛知県
557 岩城　宏之 鶴岡市
558 鎌田　雅史 兵庫県 鈍亀ランナーズ
567 ホーレス　マーク 宮城県
570 松本　　俊 東根市 昭和電工ＨＤ山形
573 林　　雅文 宮城県 ＵＮＥ４８
574 原田　祐樹 山形市
575 進藤　泰仲 鶴岡市
578 秋葉　洋志 高畠町
585 笹原　大輔 尾花沢市 宮沢ＡＣ
589 奈良　祥一 宮城県 協立塗料株式会社
590 木場　敏文 東京都
591 本多　　裕 福島県
594 門脇　英樹 天童市
597 山本　　悟 愛知県
601 渡辺　和人 宮城県
609 阿部　　隆 酒田市
611 菅原　史博 山形市
612 大関　　守 宮城県
613 小野　欣一 宮城県
621 福永　浩二 宮城県
630 小林　貴記 山形市 寒河江高校ＲＣ
636 鏡　　貴宏 山形市
637 安部　一成 宮城県
638 畑中　章宏 宮城県 朝日インテック
642 加藤　康介 山形市 スワロー乱舞
643 赤松　　徹 山形市
647 佐藤　　剛 鶴岡市
648 小沼　　崇 宮城県 ＢＢＱＦ
652 齋藤　隼一 山形市 たんぽぽランチーム
654 庄子　太一 千葉県
656 柏倉　　直 東根市
666 佐藤　雅是 宮城県 秋保温泉　華乃湯
672 甲　　雄介 長野県 Ｔｅａｍ－Ｅ
676 埴渕　憲太 宮城県

679 小林　淳哉 宮城県
690 大廣　兼司 北海道 網走市民ランナー
692 小林　篤紀 山形市
696 向田　政史 天童市
697 五十嵐　朗 山形市
706 藤巻　和広 宮城県
707 阿部　雄一 寒河江市
715 田賀　祐輔 埼玉県
716 齋藤　吉彦 山形市
718 佐藤　浩之 鶴岡市
721 山賀　淳一 千葉県
723 佐藤　　賢 山辺町
743 楠山　大暁 青森県
757 鹿又　　亘 宮城県 日本無線（株）
760 山宮　広光 米沢市
762 奥山　　仁 村山市 三和技術コンサルタント
766 高橋　　徹 山形市
767 豊嶋　慶徳 宮城県
781 鈴木　克昌 米沢市
785 宮﨑　正樹 宮城県
796 伊藤　茂樹 宮城県
797 門倉　健彦 山形市
805 後藤　大輔 天童市
806 山縣　俊樹 宮城県
813 湯山　栄大 宮城県 ＨＲＣ
819 後藤　朋哉 宮城県
821 佐藤　広也 天童市
823 中挾　賢二 宮城県
826 阿部　博行 河北町
828 木原　英史 千葉県
830 最上　俊郎 山辺町

1003 永島　一成 沖縄県 日清医療食品
1004 土屋　智幸 東根市 昭和電工ＨＤ山形
1008 柏　　智久 埼玉県
1010 大沼　　努 上山市
1015 加藤　勇幸 秋田県
1022 伊藤　久一 東京都 住友建機販売
1026 沼田　良一 愛知県 住友建機販売株式会社
1028 足利　政紀 神奈川県 フリーランス
1029 熊谷　貴之 岩手県
1032 草刈　陽介 東根市 昭和電工ＨＤ山形
1037 鈴木　裕輔 米沢市
1044 金田　信広 白鷹町 ＫＲＣ
1045 川口　　聡 山辺町
1048 村上　弘明 宮城県 ＢＢＱＦ
1057 長谷川和也 福島県
1060 大沼源一郎 山形市
1061 竹嶋　竜也 秋田県
1069 齋藤　高史 福島県
1071 髙橋　勝祥 山形市
1076 後藤　孝幸 河北町
1084 音喜多和彦 東根市
1088 佐藤　　徹 宮城県
1100 小山田俊之 山形市
1101 青田　隆弘 宮城県 ＫＲＣ
1104 齋藤　正秀 酒田市 チームサンクス
1106 及川　進司 山形市
1107 阿部　由宏 宮城県
1108 齋藤　清貴 山形市
1113 菅原　勝巳 宮城県
1115 松木兼一郎 山形市
1118 佐藤　弘治 新潟県
1121 今野　　誠 宮城県
1125 高橋壮一郎 宮城県
1133 佐藤　　健 秋田県
1136 村中　猛洋 宮城県
1138 西　　高史 新潟県
1139 阿部　和幸 朝日町
1141 細貝　朗央 宮城県 酒井機材製作所
1145 渡辺　裕司 山梨県 皇居ラン部
1171 吉田　栄二 山形市 ほほえみの宿滝の湯
1175 男乕　春喜 宮城県
1176 遠藤　　学 福島県
1180 相澤　広光 宮城県
1181 石岡　　忍 山形市
1182 横山　和也 天童市
1189 小竹　正知 宮城県
1193 西端　　淳 山形市
1196 加藤　篤洋 宮城県
1200 松田　貴也 東根市
1212 松浦　健太 宮城県
1218 佐藤　吉見 山形市 酒井製麺所
1226 伊藤　和也 山形市
1234 鬼頭　知宏 新潟県
1239 渡辺　真一 山形市
1246 柏倉　真治 大石田町
1248 榎本　周平 宮城県

1264 高橋　秀和 中山町 東海林建設
1273 高坂　光俊 米沢市 かけっこ倶楽部
1277 赤津　潤一 福島県
1283 豊田　芳行 宮城県 韋駄天ランナーズ
1286 田村　知宏 新潟県
1289 小松　　仁 山形市
1293 井手　泰輔 宮城県
1297 森　　　聡 鶴岡市
1298 野口　　稜 天童市
1311 堀子　陽一 東根市
1312 阿部　　大 宮城県
1316 川原　　優 山形市
1323 横田　正志 宮城県
1325 佐藤　　明 宮城県 宮城トヨタ
1337 伊豆田雅人 山形市 ＧＵＳＴＯ
1351 小林　和幸 金山町
1374 長谷川　明 山形市
1381 高橋　昌岐 山形市 山形市社協
1387 大向　　宏 東京都
1389 鈴木　正樹 東根市
1393 東海林裕介 山形市 人生溜息ばかり
1397 岡部陽一郎 東京都
1402 渡辺　清喜 秋田県 東北日本電産サンキョー
1408 大渕　直道 新潟県
1421 山田　貴之 宮城県 酒井機材
1450 星川　卓也 村山市 三和技術コンサルタント
1473 兼子　　啓 寒河江市 出羽國鐵騎旅團
1492 結城　慎一 天童市
1493 梶原　道人 宮城県
1496 青山　佳敬 東京都
1506 久杉　英貴 秋田県 マジランラブＲＣ
1519 柴崎　友和 村山市
1539 吉見　　徹 米沢市
1543 榎戸　洋之 寒河江市
1547 武田　博喜 山形市
1549 渡邉　正祥 東根市
1551 渡邉　　誠 山辺町
1552 菅原　孝博 酒田市
1555 小林　淳一 山形市 ヤマト運輸株式会社
1558 滝口　球一 山形市
1565 梅寺　　勇 宮城県
1580 金子　匡史 東京都
1583 長田　章寛 宮城県
1584 渡辺　弘紀 秋田県
1585 油井　昭和 宮城県
1601 角屋　晴彦 山形市
1602 山谷　勇一 宮城県
1614 佐藤　裕樹 新潟県
1616 川上　知行 茨城県
1617 菅井厚太郎 川西町 きらやか銀行
1618 永瀬　靖明 東京都
1623 益子　誉一 東根市 ＧＳＤＦ
1630 井苅　　孝 東根市
1633 佐藤　伸之 山形市
1639 亀卦川宏人 宮城県
1643 伊藤　佑介 上山市
1645 高橋　孝仁 宮城県 シケタ・イガス
1646 西尾　一起 山形市
1648 玉水　伸光 宮城県
1654 石垣　隆浩 秋田県
1656 渡邉　達也 宮城県 日建工学株式会社
1661 信夫　貴吉 舟形町
1666 阿部　正幸 天童市
1671 田中　博己 天童市
1675 髙橋　　祐 宮城県
1690 船山　貴之 福島県
1695 丹野　亮一 天童市 東海林建設株式会社
1698 三浦　雅之 宮城県 酒井機材
1708 相田　　努 宮城県
1714 笠原　丈裕 東根市 最上総合支庁
1719 渡辺　　渉 宮城県
1722 小島　雅宏 宮城県
1730 佐藤　元彦 秋田県
1748 田畑　　学 宮城県
1754 三瓶　秀彰 宮城県
1758 安藤　直博 山辺町 山形市社会福祉事業団
1763 坂本　　寛 東京都
1767 唐橋　　健 山形市 ｔｅ－２
1782 山口　勝康 天童市
1783 岡本　宏平 東京都
1797 徳重　　馨 米沢市
1799 中臺　直之 東根市
1804 長田　康志 宮城県
1807 石沢　敦正 山形市
1811 武　孝太朗 東京都
1819 田村　涼太 神奈川県
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名
29 小谷野繁樹 福島県 福島県庁
37 森　　里史 東根市 あぶらや
38 金沢　　潔 秋田県 秋田市仁井田陸友会
44 小田切徹州 山形市 済生館小児科
45 細山　英俊 宮城県 東北電力
46 高橋　　誠 福島県 三菱マテリアル若松ＲＣ
54 結城　　昇 村山市
64 駒津　普司 長井市 勝浦郡陸協
69 櫛引　　誠 青森県 ＭＡＤＣＲＵＥ
70 柏倉　　宏 山形市
71 松田　雄二 山形市 西田ＲＣ
80 工藤　俊之 山形市
82 村岡　盛寛 宮城県
83 佐藤　敏行 宮城県
88 梅津　美幸 長井市
94 渡部　一志 秋田県
96 由利　　保 岩手県 奥州市陸協
103 高橋　洋一 天童市
108 茂木　陽一 山形市 山形銀行
115 山村　和彦 東根市
122 角田　　洋 寒河江市
123 矢古宇　努 東根市 城北クラブ
138 佐藤　大作 宮城県
139 早川　　満 宮城県 富沢拓陸会
148 高橋　昭一 新庄市
156 高橋　征幸 山形市 トップロード
157 大石　晴史 宮城県
162 鴇田　勝彦 宮城県
168 細矢　麻盛 村山市
174 根本　幸資 福島県
178 武藤　博文 福島県 どよらん福島
179 中嶋　智史 天童市 ｅＡ東京
180 村形　弘也 山形市
183 鈴木　俊彦 村山市
187 大津　範夫 山形市 天童東村山
190 田嶋　　裕 山形市
195 今野　稔久 北海道 こんにちわっはＲＣ
196 安部　　誠 宮城県
200 森谷　英利 東根市
202 永田　直利 宮城県
208 土田　慎一 寒河江市
209 鈴木　一浩 宮城県
216 鈴木　　健 宮城県 ＲＯＣＫＳ

217 二関　　健 寒河江市
218 高桑　繁夫 宮城県
219 若林　秀行 宮城県
222 阿部　　浩 東根市
223 熊谷　政利 宮城県 石巻ＲＣ
224 大澤　英人 埼玉県 株式会社　英
227 石山　元峰 酒田市
229 梅津　孝一 米沢市
234 丹波　哲夫 山形市
238 市川　　健 宮城県 佐渡を走る会
242 後藤　　哲 天童市 天童かめラン
244 鈴木　勝仁 宮城県
245 常井　世一 山形市 山形ヤクルト
246 板垣　昌俊 宮城県
251 田中　　玲 新庄市 川西プロジェクト
253 植野　裕二 宮城県
254 佐藤　政志 東根市 ＹＢＳ
257 杉本　　歩 宮城県 チームたくまる
259 松岡　昌人 神奈川県
260 中野　　淳 岩手県
263 藤森　丈晴 岩手県
268 原田　典仁 高畠町 ＯＫＩＴＡＭＡＪＯＧ
272 掛川　恵一 宮城県
278 馬渕　　徹 宮城県 Ｔｅａｍ８４６
281 近　　雅博 高畠町 まほろばアスリートクラブ
286 千田　宏輝 岩手県 ＲＵＮぼるぎーに
289 鑓水　政一 山形市 山形市役所ＡＣ
290 高橋　秀司 山形市
292 高澤　正樹 千葉県 狂気走部
295 高砂　　晃 寒河江市 村山教育事務所
297 力石　　健 宮城県
301 栗原　秀樹 山辺町
303 尾形　　宏 鶴岡市
307 山岸　正樹 秋田県
308 渡邉　智志 宮城県
310 富樫　武志 鶴岡市 あつみランニングクラブ
312 豊田　幸広 福島県
318 五十嵐正則 宮城県
332 大久保芳弘 鶴岡市
335 佐藤　顕一 酒田市 アライドマテリアル
337 浅野　健二 山辺町 ちーむあさの
338 川上　正彦 東京都 東京陸協
343 川田　英章 岐阜県

347 小林　義則 宮城県 ＳＲＣ
349 鶴田　　誠 宮城県 デンキカン泉
352 岡田　保久 愛知県 走る中小企業診断士の会
353 成田　猛人 宮城県
356 石井　輝彦 茨城県
357 中村　和人 福島県 １０％ランナー
360 小川　広治 山形市
361 鴫原　賢治 宮城県 七転八起
362 枝松　郁雄 山形市 山形銀行
380 我妻　貴広 宮城県
381 梅本　洋一 兵庫県
382 清野　　修 米沢市 チームハヤト
383 加藤　鉄男 宮城県 株式会社オーライ
384 小林　浩之 山形市 チーム小豆
388 武田　雄吾 山形市 山新建装
389 松浦　祐司 宮城県
394 関根　英昭 新潟県
397 阿部　　誠 酒田市 ひらたＲＣ
403 澤野　昭仁 宮城県
404 山上　俊行 宮城県
406 野地　晴久 福島県 福島サンケン
410 矢内　博之 宮城県
419 石山　栄一 山形市
420 土谷　進一 栃木県
423 佐藤　博彦 宮城県
425 大沼　雅史 宮城県 チームまちゃ
426 平塚　慈隆 宮城県
427 太田　聖徳 東根市 アビームコンサルティング
429 宮嶋　睦男 山形市
435 山崎　政直 宮城県
439 三田　秀典 埼玉県
441 高橋　知好 山形市 チームテルサ
444 遠藤　貴雄 宮城県
446 西　　隆也 東京都
449 山中勝一郎 千葉県 ちーむらんらん
454 斉藤　昌之 山形市 山形大学
455 時田　和之 愛知県 走る！中小企業診断士の会
459 齋藤　　一 東根市
461 水沼　　崇 遊佐町
466 安藤　道夫 宮城県
468 小田　　悟 酒田市 元気王国
470 佐藤　悦郎 宮城県 五嶋畜産
474 奥山　清二 天童市

【ハーフマラソン】男子一般の部（50歳～59歳）
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475 渡邉　輝彦 新潟県 Ｓｏｉ◆Ｇａａ
476 高橋　直樹 神奈川県 東武
482 服部　貴行 愛知県 走る！診断士の会
486 渡部　　浩 庄内町
489 村岡　利幸 河北町 チームＭＷＦ
490 桃井　義典 山形市
491 清水　隆吉 宮城県
495 千葉　秀哉 宮城県
497 荒井　克司 山形市
500 宮田　昌明 天童市 ニチレイフーズ
501 中根　康之 山形市
503 工藤　真之 東京都 仙台ランナーズクラブ
506 鈴木　　裕 福島県
512 矢倉　　貴 宮城県 トライアスロン東北
514 伊東　　稔 山形市 矢吹病院
517 中川　岳治 神奈川県 ＲＳＣＣ
519 熊谷　浩三 山形市
533 中川　雅弘 神奈川県 帝京大学
534 高橋　　豊 天童市
538 渡辺　久徳 宮城県
542 本間　英人 宮城県
547 宮路　　弥 宮城県
548 土門　一史 宮城県
549 五十嵐博文 鶴岡市 温海ランニングクラブ
554 熊谷　雅博 宮城県
559 松井　順也 宮城県
563 佐々木　勝 北海道 モーランズ
564 三宅　　賢 天童市
565 鈴木　達也 宮城県
568 海川　隆広 宮城県 仙台市消防
577 原田　　洋 鶴岡市
579 遠藤　　修 宮城県 一中競走部
583 藤井　新一 宮城県
584 山根　伸也 北海道 網走市民ランナー
588 斉藤　賢士 山形市
592 小鳥　哲也 宮城県
593 川村　和巳 宮城県
596 大塚　　誠 宮城県 仙台ランナーズクラブ
598 水野　照彦 岐阜県
599 柴田　昌彦 天童市 東北電力　山形支店
602 奥島　　繁 岩手県 奥島特定社労士事務所
603 縄　　好修 山形市 タマル社
604 西嶋　雅彦 宮城県 大阪大学
606 小鹿　雅隆 山形市 矢吹マラソン部
610 伊藤　哲一 秋田県

615 荒神　守彦 酒田市 佐川急便株式会社酒田営業
618 髙橋　勝幸 宮城県 チームあさとあゆ
620 工藤　文昭 天童市 モンキーポッド
629 菊池　春邦 愛知県
631 小野寺隆男 宮城県
633 篠田　重男 山形市 ◆セ・コワ応援隊◆
639 後藤　仁紀 酒田市
650 笹渕　義晴 宮城県 グリーンヒルランナーず
651 佐藤　克文 宮城県
657 菊池　拓哉 宮城県
660 浅黄　弘司 山形市 鴻池メディカル株式会社
661 佐藤　真矢 米沢市
665 中村　賢一 東京都
670 吉田　　淳 山形市
677 今野　浩平 宮城県 仙台市
680 橋間　雅彦 宮城県 セント
682 渡会　俊典 東京都
683 武者　光明 宮城県
693 大江　　誠 東根市
694 深瀬　英樹 東根市
698 高橋　千昭 宮城県
699 古田　公哉 山形市
701 小野寺正博 宮城県
702 秋山　興仁 宮城県 虎の穴
705 塚原　昭男 茨城県
712 阿部　武彦 宮城県 阿部商会
725 楢岡　祐一 山形市
726 三浦　　健 宮城県
728 塚田　浩志 宮城県
731 安部　典昭 宮城県 （株）日産サティオ宮城
733 佐藤　　彰 新潟県
739 佐藤　憲二 宮城県
741 佐藤　　淳 天童市
745 吉田　　仁 福島県 東北電力
754 伊藤　俊一 宮城県 七十七銀行
756 結城　広昭 長野県
758 馬場　敏明 宮城県
764 高橋　直樹 山形市 きらやか銀行
784 百田　善彦 宮城県
787 管　　祐司 東根市 セクサセロス
788 野村　和弘 東根市
791 水上　嘉寛 宮城県 吉野スキークラブ
798 鈴木　康之 宮城県 ロク
799 島田　秀昭 宮城県
800 佐藤　伸也 村山市 ＳＨＤＹ

807 佐々　寿一 宮城県
810 菅原　英治 米沢市 チームパッチ
812 佐藤　俊英 宮城県
814 五十嵐　修 秋田県 ヤマト運輸
822 髙坂　　誠 宮城県
827 阿部　　真 鶴岡市
1002 橘内　　健 福島県
1006 岡東　　聡 東京都
1007 野口　利之 宮城県 七十七銀行
1011 脇山　　拓 鶴岡市
1012 佐藤　宗樹 秋田県
1013 我妻　和久 宮城県
1014 小林　直樹 山形市
1016 長岡　裕樹 山形市
1017 鈴木　信雅 福島県
1019 薄田　頼弘 宮城県
1021 柴　　吉彦 寒河江市 西松ＲＣ
1025 吉澤　　徹 宮城県
1027 三瓶　　裕 宮城県
1033 杉山　英樹 酒田市
1036 西川　純一 山形市 日本通運
1040 増井　彦泰 福島県
1043 佐々木一真 福島県
1047 山本耕一郎 広島県
1050 斎藤　芳和 山形市
1053 根本　康之 宮城県
1058 菅野　浩明 宮城県 同和警備（株）
1062 長谷川雅彦 米沢市
1063 会田　隆之 千葉県
1064 入谷　　剛 神奈川県 日本ファインセラミックス
1067 小野　　司 酒田市
1068 五十嵐真一 宮城県 仙台
1083 安藤　幸輝 酒田市
1086 木村　　尚 福島県 福島西高校
1092 菅原　隆平 寒河江市
1093 平地　勝悦 宮城県 モアイクラブ
1098 氏家　祥市 福島県
1099 小野寺隆之 宮城県 日本酒の会
1102 野田　武美 福島県
1103 今田　恒夫 山形市 山形大学
1116 望月　直樹 青森県
1117 佐藤　祐介 神奈川県
1124 上野　　悟 山形市 チームおもだか
1126 香月　　敬 山形市
1140 阿部登喜夫 宮城県 おやじの会
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1147 伊藤　貴士 山形市 にょろにょろ
1149 武藤　　享 福島県
1151 赤石　　洋 宮城県
1154 大内　　隆 山形市
1157 青木　俊德 秋田県
1159 田村　　寛 宮城県
1160 仲上　　智 宮城県
1161 伊藤　秀美 山形市 ＹＣＣ
1166 大久保　淳 東京都
1168 大泉　広勝 宮城県 ＵＤトラックス
1173 元山　　新 天童市
1179 山下　貴司 宮城県
1185 池浦　　斉 宮城県
1199 熊谷　　豊 宮城県
1201 齋藤　泰宏 村山市
1202 木原　　徹 宮城県
1207 山尾　和也 埼玉県 岩崎電気
1211 佐藤　　陽 山形市 山形県
1213 長瀬　　徹 山形市
1215 藤原　　守 宮城県
1217 伊藤　博之 秋田県 おっさんずラン部
1219 齋藤　栄司 宮城県
1221 向中野博士 宮城県
1223 篠辺　　健 宮城県
1224 小池　和直 新潟県 秋葉山友の会
1227 佐藤　光則 尾花沢市
1232 戸田　吉一 宮城県
1235 布田　　学 岩手県
1238 菅野　　健 山形市 山銀スキー部
1242 川井　幸樹 山形市
1247 桑永　規行 宮城県
1249 菅原　栄夫 宮城県 ランジョグ
1251 平山圭一郎 東京都 善福寺川ＲＣ
1252 佐々木敏弘 宮城県 酒井機材
1253 伊藤　　聡 宮城県
1256 鈴木　勝好 宮城県
1259 佐藤　行栄 山形市
1262 畠山　　悟 宮城県
1266 渡辺　一弘 新潟県
1271 有川　秀則 寒河江市 井上工業（株）
1274 加藤　賢治 福島県 ｔｅａｍＫＩＹＯＨＡＲＡ
1288 名和　正倫 東根市
1299 皆川　裕之 天童市
1301 石澤　吉孝 山形市
1307 小高　孝志 宮城県

1308 高橋　健一 岩手県
1315 藤野　政弘 北海道
1320 太田　及自 天童市
1328 安部　安博 東京都 官走会
1333 石原　成司 宮城県
1338 町谷　好隆 東京都
1343 柴田　幸範 宮城県
1347 塚原　由久 東京都
1350 西城　洋邦 宮城県
1354 石塚　高志 茨城県
1355 浅沼　祐二 岩手県 いすゞ自動車東北
1356 土屋　英俊 埼玉県
1357 照井　　勝 秋田県
1365 斎藤　克俊 山形市
1370 斎藤　　淳 鶴岡市
1375 前田　　健 宮城県
1380 鈴木　広高 山形市
1385 山村　晃規 鶴岡市 つりがね草ＲＣ
1391 岡本　彰夫 宮城県
1396 森田　康晴 川西町 山形大学大学院医療政策学
1400 吉見　　徹 宮城県 （株）ムトウ
1406 佐藤　勝一 宮城県
1409 加藤　知司 神奈川県 タンドリチキン
1413 阿部勇一朗 群馬県
1416 谷　　　健 新潟県
1419 吉田　愼一 宮城県
1428 氏家　武彦 宮城県
1436 古関　一雄 宮城県
1437 萩原　　渉 宮城県
1441 小松崎伸一 茨城県 土浦ライオンズ
1451 八鍬　恵一 新庄市
1452 玉木　博之 東京都
1457 荒木　新次 天童市
1465 出川　紀行 山形市
1466 横田　秀樹 山形市 山労基
1467 千葉　惠二 東京都
1468 佐藤　一浩 茨城県
1478 青木　和成 米沢市 かけっこ倶楽部
1479 工藤　利博 宮城県
1485 古瀬　和則 天童市
1487 舩山　真一 山形市
1490 山本　徳彦 宮城県 株式会社サカモト
1491 越智　正英 福島県 常磐開発
1497 小林　智明 鶴岡市
1503 横澤　　誠 天童市

1504 信田　義美 天童市 セクサセロス
1509 豊田　範幸 秋田県 チーム東北
1511 染谷　　治 千葉県
1513 星川　拓未 天童市
1526 栗原　一浩 東根市 セクサセロス
1528 鈴木　　繁 山形市 山形農業協同組合
1531 川迫　　勇 山形市 ＤＮＦＹ
1541 佐竹　　実 寒河江市
1545 米森　　賢 宮城県
1548 高橋　　広 天童市 大場印刷Ｂ
1556 加藤　道義 宮城県 歩いたっていいじゃない
1560 西浜　邦彦 青森県
1562 安達　　仁 神奈川県
1574 細谷　慎一 天童市 チームしん
1579 神保　　功 山形市
1588 金田　清春 山形市
1589 三宅　広由 村山市
1590 安食　信一 戸沢村
1596 矢崎　　亮 宮城県
1609 福田　寿光 宮城県
1611 小林　　悟 新潟県 コバサトクラブ
1620 小野　政志 寒河江市
1622 飯野　　洋 山形市
1625 難波　経康 宮城県
1627 津梅　貞夫 宮城県 ＴＮ用地Ｂ
1628 金澤　光俊 宮城県
1636 鎌田　克博 宮城県 Ｔｅａｍ．ＫＰ
1644 国井　義晴 福島県 シグマ
1650 黒沼　秀幸 村山市
1657 矢萩　　勝 東根市
1664 大沼　理通 宮城県 ゼライス
1674 奥谷誉志人 青森県
1677 柴田　亮一 河北町
1679 工藤　雅史 大石田町
1684 池島　稔裕 神奈川県
1685 岡崎　誠二 宮城県
1687 岩城　史生 東京都
1689 壷内　博喜 宮城県
1705 宇野　寿人 天童市
1724 成瀬　　啓 宮城県 夢華
1725 宮林　孝次 寒河江市 名鉄運輸
1732 藤田　重晴 東京都
1736 石塚　昭宏 山形市 天童商工会議所
1741 富取　桂樹 米沢市
1751 金須　達朗 天童市



－ 20 －

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

42 浅倉　　豊 埼玉県 ＪＲ東日本東京
74 鈴木秀一郎 宮城県
105 佐々木健一 宮城県
117 日野　晃彰 山形市
126 渡辺　一昭 東京都 東京酒豪組合
131 小林　　剛 千葉県 サタラン
137 武田　　裕 宮城県
181 真野　修司 青森県
198 勝田　雄二 中山町
214 照井　義宣 秋田県
231 佐藤　　勉 福島県 開南幼稚園
233 森山　美典 天童市 天童蔵増走遊会
236 門間　俊明 宮城県 東北学院大
270 斎藤　　昭 鶴岡市
279 猪野　正則 宮城県 丸森町商工会
283 菅沼　泰弘 宮城県
287 熊谷　　寛 宮城県
309 菊地　和雄 宮城県 ニューフレンド
325 小野寺久行 宮城県
327 板花　春雄 西川町 山形環境
330 阿部　英司 宮城県 仙台市
336 三浦　昭彦 宮城県 石巻桜坂ＲＣ
341 伊藤　晴夫 宮城県 チーム晴
346 井上　哲男 宮城県
350 長田　一成 宮城県 チームアンポンタン
351 佐藤　　敦 鶴岡市 ＠與治兵衛
355 高橋　茂幸 村山市 村山ＡＣ
363 千葉　勝久 宮城県
367 伊藤　浩樹 山形市
369 村山　重俊 天童市
370 今野　　亨 鶴岡市 桧倶楽部
391 松井　邦広 宮城県
392 細谷　道雄 山形市 山形日産グループ

393 清野　岳彦 宮城県
396 鈴木　　修 山形市
413 佐藤　　司 岩手県
428 丸山　　敦 埼玉県
430 今野　君雄 宮城県 美里ランニングクラブ
433 蜂谷　悦夫 宮城県 テクノマインド
436 相原　廣直 宮城県
438 北村　　清 宮城県
440 北條　　篤 山形市
445 本平　利幸 宮城県 ホゴちゃんサラちゃん
450 茂木　俊輔 東京都
452 田中　成明 東京都
456 松井　督卓 愛知県 走る中小企業診断士
462 庄子　米幸 宮城県
465 清野　俊昭 天童市
467 齋藤　　仁 庄内町
472 大見川淳一 宮城県
477 宇野　裕史 奈良県 ＪＰＴＲＥＫ
479 土田　達朗 中山町
483 長谷川俊之 宮城県
485 松田　勝弘 天童市
487 峯田　　進 寒河江市
504 國井　　修 天童市 天童蔵増走遊会
505 土屋　博明 天童市 天童蔵増走遊会
515 小林　国昭 山形市
521 青柳　　滋 天童市 マップリーダー
527 津谷　義仁 秋田県 秋田ぶな森山友会
530 齋藤　好則 宮城県
537 和田　有司 福島県
539 鈴木　　誠 高畠町 ＭＲＣ
550 洞内　昭徳 宮城県
556 松田　成信 宮城県
562 今野　　昇 山形市

571 島津　茂昭 高畠町 まこと走友会
586 丹野　晴彦 山形市 協会けんぽ
595 佐藤　和明 酒田市
600 松谷　秀則 宮城県 仙台北陵走友会
607 渋谷　政男 中山町
614 高橋　英昭 秋田県
616 柴田　英信 秋田県
617 土田　　久 秋田県 羽後元西ＲＣ
619 高橋　　勉 宮城県
623 小関　　薫 天童市
625 越村　秀樹 北海道
627 我妻　　勝 米沢市 よねざわｃｘ
632 髙橋　義彦 東根市
635 菅原　寿春 東根市 人、街、未来
644 八巻　耕一 宮城県 朝日山ランクラブ
646 岡崎　卓也 山形市 神室山岳部
649 小野　博史 東根市 東根二中
653 小池　和善 福島県 小倉寺ＲＣ
658 野村　哲哉 宮城県 アルプス電気
659 長岡　直人 岩手県 釜石はせっぺす
662 井上　博之 山形市
668 遠藤　　敬 天童市
671 小野　　享 新庄市 新庄かつろくＲＣ
673 羽賀　修一 福島県 くにみ観月台走友会
678 尾形　晴人 山形市 きらやかリース
681 三浦多喜夫 宮城県
686 三輪　一博 愛知県
688 吉田　正行 山形市 美結クラブ
691 髙山　　智 天童市
695 横山　哲雄 青森県 小泉道場
704 今野　保男 宮城県
709 小松　松一 酒田市
714 金澤　英人 福島県 アルビン

【ハーフマラソン】男子一般の部（60歳以上）

1765 佐藤　清志 宮城県
1771 吉田　　茂 新庄市
1776 横山　義三 宮城県 日本一周アルグ
1777 山本　克朗 天童市
1778 黒澤　　仁 宮城県

1780 茂木　大樹 宮城県
1786 小玉　　寛 宮城県
1791 岸　　　卯 茨城県 ＤＮＰデータテクノ
1798 山本　達彦 神奈川県 港鮨陸上部
1806 山岸　靖彰 川西町

1813 下田　和治 東京都
1814 鈴木　健一 山形市
1820 太田　　弥 宮城県
1831 赤間　昭一 宮城県
1833 馬場　健二 宮城県
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722 佐々木琢郎 宮城県
727 白田　憲治 天童市
729 林　　直樹 埼玉県
732 公平　　仁 天童市 山形モセス
734 岡田　　勇 山形市
735 小林　誠一 寒河江市
736 近藤　雅章 福島県 自安我楽クラブ
744 菊地　健二 宮城県
748 阿部　伸一 山形市
752 能勢　敏明 秋田県
753 高橋　利幸 福島県 日東ＣＳ福島
761 菅井　　豊 宮城県
765 鈴木　正芳 神奈川県
768 加藤　孝一 山形市
769 星　　英次 宮城県
773 山崎　　進 天童市 天童蔵増走遊会
777 石堂　　淳 宮城県
780 野村　昌弘 宮城県
786 菱沼　健一 山形市
790 平岡　洋一 宮城県
792 斉藤　栄司 尾花沢市
801 井浦　英治 千葉県
825 石垣　　司 宮城県 ＡＲＣ仙台新川
1009 高橋　　仁 山形市
1020 阿部　宏見 秋田県 阿部健吉商店
1023 駒沢　祐輝 東根市 ＪＡ共済
1031 遠藤　秀人 天童市 スリーエム
1035 神原　邦男 秋田県 横手蘭走会
1042 大里　雅洋 宮城県 あじかん
1059 遠藤　正志 山形市
1065 瀬戸　清康 宮城県
1077 内田　雅弘 新庄市 日特建設
1096 三浦　　隆 宮城県
1097 横山　智酉 山形市
1110 芳賀　正明 米沢市
1122 荘司　勝次 北海道 網走市民ランナー
1123 伊藤　彰浩 宮城県 かめきちよりみち
1128 佐藤　智美 宮城県
1130 長尾　秀雄 宮城県 泉パークメイツ
1131 後藤　善美 天童市 天童走ろう会
1132 井戸沼公敬 宮城県
1134 富田　光博 山形市
1137 金澤　隆治 山形市
1143 芳村　　仁 山形市
1144 今井　利幸 山形市

1146 小椋　浩一 米沢市 アリスの家
1150 江口　　直 酒田市
1153 水谷　　剛 神奈川県
1156 横田　　隆 神奈川県 ゴン次＆ゴン造
1158 鑓水　　彰 宮城県
1162 熱海　裕之 山形市 山形ロイヤル病院
1164 山口　和浩 山形市 ラヴィータ山形
1165 戸津　勝由 米沢市 聴覚障がい者クラブ
1169 村　　成幸 山形市 ＹＭＣ
1183 佐々木　悟 神奈川県 ホームコンポ
1184 齋藤　文良 宮城県
1186 羽柴　正美 東根市 神町公民館
1187 佐藤　和彦 岩手県
1190 熊澤　常也 天童市 天童蔵増走遊会
1191 土屋　公男 天童市 天童蔵増走遊会
1192 大宮　幸男 宮城県
1194 土屋　克巳 新潟県 新発田ガス
1206 遠藤　　力 福島県
1209 小松　雄一 飯豊町
1210 植山　恒明 宮城県 ＭＳＤ社友会
1216 佐藤　　潔 宮城県 河北建設
1220 齋藤　忠満 山形市 エゾリス
1222 鈴木　　仁 天童市
1225 篠田　卓洋 米沢市
1229 石塚　一夫 東京都
1237 渡邉　　淳 山形市
1240 鈴木　義直 宮城県
1243 佐々木　敦 宮城県 仙台柳生ランナーズ
1244 及川　輝浩 宮城県 宮城・塩竃
1255 野川　晶弘 天童市
1258 中川　安則 米沢市 最上屋
1261 高橋　正能 宮城県
1263 五十嵐　健 山形市
1268 安孫子芳美 宮城県 お先にどうぞ
1270 畠山　　透 宮城県 チームハタプロ
1276 檜山　敬一 天童市
1279 渡辺　英治 福島県 二本松走りの会
1281 菊地　信吉 東京都 チームまるた
1287 工藤　勝喜 鶴岡市 カロリーハーフ
1290 内澤　　聡 宮城県
1302 中島　國光 埼玉県
1303 松本　竹男 茨城県
1314 阿部　利伸 宮城県 ランモモ
1321 高柳　茂治 天童市 出羽むつみ会
1327 庄子　　隆 宮城県

1330 野口　智春 鶴岡市
1344 佐藤　邦宏 福島県
1348 小田切和雄 神奈川県
1349 佐藤　利幸 宮城県
1352 一戸　啓二 青森県
1353 柿崎　　誠 山形市 南風会
1359 庄司　　隆 中山町 ナカヤマ
1361 中村　昭仁 岐阜県
1362 染谷　悦男 東京都
1364 西　　裕二 愛知県 走る！中小企業診断士の会
1368 馬目　好雄 福島県 まのめ歯科医院
1371 佐藤　春雄 宮城県
1372 大泉　宏明 宮城県 仙台ＳＭＣ
1373 榎本　一男 鶴岡市
1376 加地　　昇 山形市
1378 荒井　正生 宮城県
1382 會田　義弘 埼玉県
1394 八幡　　晋 鶴岡市
1395 塚形　芳若 酒田市
1399 千葉　幸徳 宮城県 ランアローン
1404 菅野　　智 村山市 チームアクセル
1412 近野久左エ門 高畠町 ジョガーズ置賜
1426 鶴見　耕市 神奈川県 ＮＲ
1430 大矢　俊明 茨城県 もりたクラブ
1431 安齋　　隆 福島県
1435 武田　正司 宮城県 チームあさとあゆ
1439 潮見　直之 宮城県 仙台公証
1444 小林　延行 埼玉県 びいばあず
1445 鈴木　俊哉 宮城県
1446 佐々木正和 神奈川県 ハムちゃんず
1449 鈴木　清美 埼玉県 山南高バスケ老人クラブ
1454 櫻井　　巖 山形市 チームテルサ
1455 横川　弘道 福島県 空間設計舎
1456 菅井　　清 天童市
1461 小林　達宏 神奈川県
1469 小座間　弘 天童市
1471 高橋　定男 宮城県
1474 浅沼　　茂 山形市
1482 野川　勝弘 天童市 チーム野川
1484 古川　孝志 福島県 サウスウインドー
1489 高橋　　徹 宮城県
1494 丸山　恭一 東京都
1498 鈴木　　博 天童市
1499 小野　広澄 福島県
1524 根岸　　博 宮城県
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名
1529 長谷川隆規 天童市
1533 田代　　博 東京都 メガテン
1535 渋谷　道明 秋田県
1536 須田　敏郎 福島県
1542 阿部　高信 東根市
1544 佐竹　睦雄 山形市
1546 松浦　　仁 上山市 松浦庭芸
1557 高橋　治彦 山形市
1568 松ケ根典雄 宮城県 チームあさとあゆ
1569 長畑　　同 宮城県
1570 手塚　　徹 米沢市
1575 熊谷　嘉啓 岩手県
1576 舩山　　整 山辺町 ＲＲＣ
1577 高橋　秀一 高畠町 ひろすけ会
1581 北川　　実 山形市
1582 相原　　隆 山形市
1587 三宅　和広 天童市 天童市議会
1605 武田　勝宏 東根市

1606 結城　敏宏 米沢市 パトラン山形
1608 佐々木広志 宮城県
1610 大内　　正 宮城県 ミッサキーズ
1621 工藤　　亨 山形市
1629 菅野　賢治 宮城県
1631 佐藤　健一 宮城県 川内マーズ
1640 斉藤　　剛 東根市 たけのこ会
1649 阿部　利幸 河北町
1655 浅賀　博史 茨城県 デッピー
1663 あびこ雅浩 宮城県 仙台市議会
1670 渡辺　壽男 群馬県
1676 新橋　雄二 栃木県 栄研化学
1678 田中　照夫 天童市 モガミフーズ株式会社
1680 熊　友一郎 東京都 ワイケイエム
1681 永野　　栄 宮城県
1694 佐藤　一巳 宮城県
1699 高橋　博人 山形市
1700 本吉　　正 宮城県

1704 槇　　昭治 東根市
1706 山本　光洋 埼玉県 バンバンクラブ
1710 高橋　　哲 秋田県
1716 加藤　市雄 米沢市 ケイワンステーション
1718 守　　信夫 宮城県 南仙台走友会
1721 田口　寿士 茨城県 出島走遊会
1728 菊地謙一郎 鶴岡市
1731 古屋　正治 東京都 青梅柚木町
1738 清和　　守 宮城県
1740 須郷正太郎 天童市
1770 佐藤　好男 天童市 天童蔵増走遊会
1773 柏崎　勇人 秋田県
1787 玉虫　健一 宮城県
1796 川村　　進 宮城県 ルネサンス仙台泉中央
1803 布施　　実 東京都
1817 岩澤　芳昌 秋田県 Ｖサポーター
1818 田高　　親 宮城県
1825 小松　克之 宮城県
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

32 本間　未来 東根市 カーブス東根
125 中野麻衣子 福島県
240 下山　夏未 東京都
284 長瀬紗枝子 天童市
344 阿部　春花 東京都
386 数藤　榛華 宮城県
528 下村　奈央 神奈川県
587 中村　千歩 山形市 チームおもだか
720 町田　由紀 東京都
747 鈴木　志保 福島県
770 遠藤　真輝 宮城県 とちの木ＲＣ
1005 村山　真唯 山形市
1030 藤掛　遥香 山形市
1078 鎌田　靖菜 天童市

1204 佐久間　和 神奈川県
1214 明石　伊生 山形市 山形大学
1284 小西さくら 東京都 駒澤大学
1285 佐藤　厘来 神奈川県
1390 佐久間　郁 東京都
1392 高橋佳奈子 天童市
1463 山崎　風香 山形市 山大医スキー部
1495 篠田　美紀 千葉県
1527 星川　千明 舟形町
1532 新居　紗知 東京都
1566 金井　麻季 東京都 早稲田大学
1578 髙橋　美波 寒河江市
1638 松田　そら 山形市
1659 益戸　愛海 福島県

1686 岡田奈津美 東根市 山形農業協同組合
1744 荒川優里香 宮城県
1768 山内美沙妃 福島県
1784 木村　未来 山形市 山形大学
1785 佐々木春友 山形市 山形大学
1788 鎌田　澪里 天童市
1789 中野　李咲 天童市
1793 高橋　美紅 宮城県 オー・ド・エクラ
1794 神谷　麻友 神奈川県
1801 遠藤まなみ 山形市
1802 中鉢　　光 宮城県
1809 小松　優花 山形市

【ハーフマラソン】女子一般の部（29歳以下）

30 鈴木　絵里 秋田県 能代山本陸協
298 松田　美香 河北町 河北駅伝ＷＭＤ
453 田中　利奈 東京都
463 吉田　幸江 岩手県 盛岡走友会
572 川和田絵里 秋田県
663 川村　美月 宮城県
664 澤田　有希 宮城県
713 黒田　里恵 河北町
755 斎藤　亜美 東京都
802 福田　梨絵 奈良県
832 本間　理紗 山形市
1051 岩渕　多恵 岩手県
1054 宮本　佳美 宮城県
1082 野本　景子 新潟県

1109 五十嵐　望 千葉県
1112 福田由希子 宮城県
1178 沼田　麻美 神奈川県
1205 和田　愛美 山形市 チームラルゴ
1233 高沢　奈央 宮城県 蛇ケ崎クラブ
1254 南出　実香 大阪府
1275 丹治由佳利 福島県
1334 宮本　尚美 東京都
1363 染谷亜梨子 東京都
1422 佐藤　亜衣 宮城県
1460 菅野　　歩 山形市 Ｒｕｎベ
1472 横川　芽以 福島県 横川家
1517 千葉　詩乃 宮城県
1553 北澤　杏里 宮城県

1572 横山　恭子 青森県
1594 八柳　有希 東京都
1642 チャウドリー青空 宮城県
1653 石垣めぐみ 秋田県
1658 徳永　未来 東京都 アクセンチュア
1665 壱岐まり子 宮城県
1691 石川　有希 宮城県
1693 浅冨　華恵 東京都 日本電子株式会社
1717 宮城　茉理 東京都
1720 鈴木　美幸 宮城県
1727 小宮真奈美 天童市
1766 狩野さとみ 宮城県
1822 浅井　里絵 宮城県
1823 須貝　未菜 東根市

【ハーフマラソン】女子一般の部（30歳～39歳）
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99 会田　洋美 山形市 馬見ヶ崎ＲＣ
102 濱田　玲子 東京都 ｅＡ東京
112 渡辺麻紀子 山形市 山形自立支援創造事業舎
277 芳賀　あい 東京都
306 佐藤佳代子 宮城県 ハレオ
328 奥村真木子 茨城県
371 山田　恵子 庄内町
408 関口　直子 千葉県 ビバチバ
414 奥山　佳子 山形市 ＪＡ共済ＲＣ
457 阿部　悦子 寒河江市
511 中川　妙子 神奈川県
541 柴田　雪子 秋田県 一つ森ＳＭＣ
546 鴇田百合子 宮城県
555 吉田　晶子 宮城県
560 菅原　恵美 宮城県
576 松本有紀子 宮城県
580 磯田さち子 宮城県
581 佐々木美穂 宮城県 チーム花
605 松本　香里 東京都
608 阿部　美紀 酒田市
685 井上真由美 山形市
687 築達　美緒 山形市
711 柿崎めぐみ 山形市
730 宮城　結香 秋田県
759 芦澤　優美 東京都
775 鈴木亜由美 埼玉県
776 尾崎　秋子 埼玉県
789 上林　　泉 福島県
811 千葉　里子 埼玉県
815 武田　育子 天童市
816 石澤加奈子 宮城県
817 佐藤　敦子 宮城県
834 川村　麻奈 宮城県

1034 岡村　絵美 鶴岡市
1038 鈴木　愛子 米沢市
1039 山本　優子 宮城県
1052 根本美智子 宮城県
1072 高橋　洋子 岩手県
1087 中島　由美 東京都
1129 樋口　智子 東京都
1142 大村　洋子 宮城県
1148 丹波　綾子 山形市
1230 鈴木　朱美 山形市
1231 庄子　　瞳 宮城県
1265 伊藤　公子 愛知県
1280 加藤　睦美 東京都 日本電子
1291 菊池美由希 茨城県
1292 菊池真由美 茨城県
1295 愛澤　夏絵 福島県
1296 近藤　貴代 天童市
1306 佐藤　彰子 宮城県 フェザーＡＣ
1318 織田　利佳 山形市
1319 恒次　麻子 宮城県
1326 柿崎　　彩 戸沢村
1342 阿部　智子 新潟県
1345 今野　光子 宮城県 ＢＲＴ
1366 山賀智恵美 千葉県
1379 泉　　由美 秋田県
1384 秋保久美子 山形市
1388 木村　可奈 宮城県
1398 由利美香子 宮城県
1401 千葉　珠美 宮城県
1405 佐藤るり子 宮城県 佐藤家
1407 大渕　美香 新潟県
1411 齋藤亜矢子 宮城県
1423 黒澤　洋子 宮城県

1424 宮阪　志穂 山形市
1429 辰沢久留美 宮城県
1432 高橋美佐子 宮城県
1464 本村友宇子 宮城県
1470 高橋　樹里 宮城県
1538 吉見　奈美 米沢市
1550 鈴木　麗香 東根市
1567 野澤　美奈 東根市
1591 田中舘槙子 東京都
1603 新関　貴子 山形市
1604 木村有希子 宮城県
1615 寺谷　葉子 新潟県
1619 根本真智子 茨城県
1634 青木真由美 新潟県
1652 大村　　愛 宮城県
1667 阿部　真己 天童市
1682 押切　瑞恵 天童市
1692 石垣　　綾 宮城県
1703 平間　早織 宮城県
1709 村上　智香 東京都
1729 上石　典子 村山市
1756 長崎　啓子 沖縄県
1757 長崎　涼子 沖縄県
1762 糟谷　樹理 宮城県
1772 五十嵐有美 山形市
1781 茂木久美子 宮城県
1790 松本真紀恵 福島県
1808 志田あさみ 山形市
1810 笹原　清美 尾花沢市
1812 安東真理子 宮城県
1826 山川　桃子 宮城県
1830 橋本　治子 宮城県

【ハーフマラソン】女子一般の部（40歳～49歳）
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59 堤　　佳子 宮城県 東北大学大学院
113 有路　玲子 尾花沢市
128 大宮　晴美 宮城県 仙台ＲＣ
235 石川友紀子 山形市
243 後藤諭美子 天童市 天童かめラン
416 五十嵐のぶ代 鶴岡市
442 高橋紀美枝 山形市 チームテルサ
451 滝沢まゆみ 千葉県
582 渡邉　明子 神奈川県 てぃーだランナーズ
626 浅野裕実子 宮城県
634 小棚木こずえ 北海道
641 庄子さゆり 宮城県
655 田中　一美 福島県
669 中嶋　由美 東京都 ｅＡ東京
674 會田　人美 埼玉県
675 土屋由起子 新潟県
689 半杭あづさ 宮城県
700 中根　冬貴 東京都 びいばあず
703 広谷あづさ 北海道 チームＡ＆Ａ
710 川口　一枝 宮城県
717 鈴木まゆ子 岩手県 虎の穴
742 眞山　奈美 宮城県
774 堀　　千秋 上山市
779 岩本優美子 京都府 アミノ兵庫
793 水上　智子 宮城県
809 菅原　豊子 米沢市 チームパッチ
1155 大内　典子 山形市
1163 齋藤　玉貴 天童市 仙台視覚障害者
1167 奥山　純子 河北町
1170 角田　公子 埼玉県
1174 鈴木　寿美 東京都
1177 髙橋　礼子 中山町 久々なので不安です。
1188 佐藤　幸江 岩手県
1195 岸　　由香 宮城県

1198 片野　美奈 茨城県
1203 高橋　　泉 天童市 山新販売
1208 山尾　貴美 埼玉県
1260 永沼　宏江 宮城県
1278 佐藤　幸子 福島県 チーム清原
1282 菊地　三奈 東京都 チームまるた
1305 丹治　真澄 鶴岡市
1310 宇南山久美子 宮城県
1313 阿部友紀子 宮城県 ランモモ
1322 菊地　実穂 宮城県
1341 吉村　幸子 東京都
1346 土田めぐみ 新潟県
1360 植野真由美 宮城県
1369 荒井　千絵 東京都
1377 庄司　史江 宮城県
1383 石山千鶴子 山形市 チームテルサ
1414 髙橋　美穂 新庄市
1415 谷　　葉子 新潟県
1418 吉田　　史 宮城県
1420 佐藤かつえ 東京都
1427 鶴田　和恵 宮城県 ワップシステム
1442 島村多英子 東京都
1459 大山　則子 東根市
1480 木村由美子 寒河江市
1483 安部　隆子 宮城県
1486 山田　浩美 新潟県
1505 原　ルミ子 秋田県 マジランラブＲＣ
1508 石岡　康代 山形市
1510 土屋　秀子 埼玉県
1518 庄司　由香 宮城県
1540 山村真由美 鶴岡市 つりがね草ＲＣ
1563 千葉由美子 宮城県
1571 寺山菜穂子 東京都
1573 村岡美智子 宮城県 メッシュＲＣ

1586 後藤　有紀 宮城県
1595 矢崎　陽子 宮城県
1597 櫻井美重子 新潟県
1607 佐々木美香 宮城県
1612 小林　智美 新潟県 コバサトクラブ
1613 今井るみ子 山形市
1626 下田　理砂 東京都
1635 鎌田由香利 宮城県 Ｔｅａｍ．ＫＰ
1641 松浦万里子 東根市 たけのこ会
1673 高木由美子 天童市
1688 鈴木恵美子 山形市
1696 鈴木有美子 福島県
1697 鈴木　良枝 愛知県 大高ＣＲＳ
1707 芝崎美千代 埼玉県
1711 高橋矢壽子 秋田県
1712 渡邉　厚子 宮城県
1715 佐々　幾子 宮城県
1723 成瀬　陽子 宮城県 夢華
1726 浅沼　智子 宮城県
1733 藤田　敦子 東京都
1735 山本　靖子 秋田県
1742 竹井　晶子 大阪府
1746 山田　素子 東京都 ＰｗＣコンサルティング
1750 島貫　和恵 米沢市
1755 松本　　恵 山形市
1759 清野由実子 宮城県
1760 加藤　みき 天童市
1761 板越亜由美 新潟県 チームたこ正
1775 上垣眞裕美 埼玉県
1779 武田　奈美 米沢市 かけっこ倶楽部
1828 田代由美子 宮城県
1832 馬場由佳子 宮城県
1834 大友　幸子 天童市

【ハーフマラソン】女子一般の部（50歳～59歳）
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名
184 香取　玲子 東京都
225 小林真由美 千葉県 サタラン
261 中野　雅子 岩手県
478 宇野　和子 奈良県
507 石川さつき 鶴岡市
624 佐藤まり子 宮城県
628 我妻　元子 米沢市 よねざわｃｘ
684 木村　弘美 東京都
738 高橋　啓子 酒田市 酒田ベイシティランナーズ
750 後藤　玲子 河北町
778 渡辺真由美 宮城県
824 佐藤千登勢 福島県
1056 菅野まさえ 宮城県 南仙台走友会
1127 大友　和子 福島県 共進工業（株）
1152 佐々木美幸 神奈川県 ハムちゃんず
1228 石塚　芳子 東京都
1267 米屋由加子 村山市 さくラン

1272 操　　祐子 宮城県
1317 畠山　里恵 宮城県
1329 安部　恵子 東京都 官走会
1331 中村　典子 宮城県
1358 庄司　浩子 中山町 ナカヤマ
1417 内田　　忍 新庄市
1425 静谷　博子 京都府
1434 佐藤かおる 宮城県
1438 山下　美葉 宮城県
1440 守田　悦子 埼玉県
1443 小林　朋子 埼玉県 びいばあず
1448 寒河江真弓 山形市
1453 小泉　敬子 東京都
1462 鈴木　克代 神奈川県
1481 今野佳代子 宮城県 かめきちよりみち
1500 鹿内　幸子 米沢市 ぬくもり
1501 柴田　敦子 宮城県

1507 梶井ノリ子 新潟県
1512 田口喜久江 東京都
1516 星　ひとみ 宮城県
1525 根岸　靖子 宮城県
1554 永島　雅子 宮城県
1561 小林さとみ 福島県 小林ファミリー
1632 會田　郁子 宮城県 松島歓走会
1651 佐藤　良子 南陽市
1669 酒井由美子 米沢市
1683 長沼　弘美 大蔵村 モグラン
1737 佐藤　光子 宮城県
1749 佐藤　美枝 宮城県
1752 本郷　文恵 宮城県
1753 藤原真由美 宮城県
1816 佐内　明子 埼玉県

【ハーフマラソン】女子一般の部（60歳以上）
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TEL: 0238-47-3477 / FAX: 0238-47-3482
■北海道営業所　　■仙台営業所　■山形営業所　■北関東営業所　■群馬サテライト　■栃木サテライト　■長野サテライト　■北陸営業所
■関東第一・第二営業所　■横浜サテライト　■中部営業所　■関西第一・第二営業所　■広島営業所　■四国営業所　　■九州第一・第二営業所　　　〒992-0479 山形県南陽市和田3369　

東北から再びニューイヤー駅伝へ
NDソフトアスリートクラブは2021年に

ニューイヤー駅伝出場を果たしました。

全日本の舞台を目指して再び闘いの地、

埼玉の東日本実業団駅伝へ挑戦しました。



－ 29 －

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

5101 細矢　翔平 山形市 チームしょうへい
5102 山口　絹心 南陽市 赤湯小学校
5103 藤原　大愛 秋田県 ラブリーレーシング
5104 松田　陽太 寒河江市 ＥＴジュニア
5105 尾形　蓮央 寒河江市 ＥＴジュニア
5106 菅野未来斗 東根市 大富
5107 土田　淳太 寒河江市 ＥＴジュニア
5108 公平　就大 大江町 ＥＴジュニア
5109 結城　日陽 山形市
5110 結城　　耀 天童市 天童市立津山小学校
5111 佐藤　駿多 宮城県 錦ヶ丘小学校
5112 伊藤　駿斗 上山市 上山市立南小学校
5113 小野寺　翼 宮城県
5114 板坂　優波 天童市 ＴＪＡＣ
5115 井藤　　慶 天童市 ＴＪＡＣ
5116 遠藤　舜弥 天童市 ＴＪＡＣ

5117 大野莉久斗 天童市 ＴＪＡＣ
5118 小川　羽海 天童市 ＴＪＡＣ
5119 押野　　蓮 天童市 ＴＪＡＣ
5120 落合　雄馬 天童市 ＴＪＡＣ
5121 柿崎　龍気 天童市 ＴＪＡＣ
5122 佐藤　新也 天童市 ＴＪＡＣ
5123 志賀　朝飛 天童市 ＴＪＡＣ
5124 清野　凛音 天童市 ＴＪＡＣ
5125 武田　晃誠 天童市 ＴＪＡＣ
5126 野口　貴寛 天童市 ＴＪＡＣ
5127 松田　蓮音 天童市 ＴＪＡＣ
5128 村山　謙太 天童市 ＴＪＡＣ
5129 梁瀬　翔月 天童市 ＴＪＡＣ
5130 清野　翔和 天童市 ＴＪＡＣ
5131 東海林来人 天童市 ＴＪＡＣ
5132 西塚　脩人 天童市 ＴＪＡＣ

5133 羽柴　礼人 山形市 ＨＲＣ
5134 佐藤　大心 宮城県
5135 田畑　友良 宮城県
5136 岩山　和世 山形市
5137 鈴木　悠吾 宮城県 下増田小学校
5138 中尾　拓夢 福島県
5139 川原　優樹 山形市
5140 倉田　陽生 山形市 みはらしの丘小学校
5141 岡崎　光汰 宮城県
5142 境　　千輝 宮城県
5143 板橋　奏仁 宮城県 仙台市寺岡小学校
5144 今田　圭祐 新庄市 日新小学校
5145 木村　龍門 宮城県 東長町小
5146 小林　賢侍 宮城県
5147 丹治　　尊 山形市 山形市立桜田小学校
5148 岩間　陽大 天童市

【スマイルラン３km】小学生男子５・６年

5001 阿部　竜也 寒河江市
5002 石山　大朗 河北町 ＥＴジュニア
5003 藤原　将愛 秋田県 ラブリーレーシング
5004 朝烏　侑真 寒河江市
5005 八鍬　一翔 山形市 ＥＴジュニア
5006 尾形　莉央 寒河江市 ＥＴジュニア
5007 荒木　貴晴 寒河江市 ＥＴジュニア
5008 宮川　琉星 寒河江市 ＥＴジュニア

5009 結城　拓海 山形市
5010 志村　晴希 宮城県 ユナイテッドアスリーツ
5011 長谷部暖人 酒田市
5012 小野寺太陽 宮城県
5013 本間　新大 天童市 ＴＪＡＣ
5014 押野　　煌 天童市 ＴＪＡＣ
5015 林　　大知 天童市 ＴＪＡＣ
5016 菅原　健勇 天童市 ＴＪＡＣ

5017 佐藤　結心 宮城県
5018 岩山　恵士 山形市
5019 笹原　大稀 尾花沢市 常盤スポ少
5020 西山　威彪 村山市 楯岡小学校
5021 内田　哉人 新庄市
5022 井上　諸太 東根市 東根市立東根小学校

【スマイルラン３km】小学生男子３・４年

2022
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

5201 黒田　順子 河北町 ＥＴジュニア
5202 山口　夢結 南陽市 赤湯小学校
5203 後藤　千奈 河北町 ＥＴジュニア
5204 高橋璃月愛 秋田県 八橋小学校
5205 阿部　時子 天童市

5206 半田　あい 宮城県
5207 板坂　愛波 天童市 ＴＪＡＣ
5208 伊藤　瑠乃 天童市 ＴＪＡＣ
5209 門　　心美 天童市 ＴＪＡＣ
5210 武田　桃花 天童市 ＴＪＡＣ

5211 村山　夢佳 天童市 ＴＪＡＣ
5212 安喰　　爽 新庄市 日新小学校
5213 今田　桃可 新庄市 日新小学校

【スマイルラン３km】小学生女子３・４年

5301 阿部　紗采 寒河江市
5302 石山　結子 河北町 ＥＴジュニア
5303 黒田　琳子 河北町 ＥＴジュニア
5304 後藤亜花利 山形市 金井小学校
5305 八木橋春花 福島県
5306 田村　理音 米沢市
5307 塩野　初月 宮城県 加茂小学校
5308 小沼　咲月 宮城県

5309 八鍬　恵依 山形市 ＥＴジュニア
5310 鏡　　沙羅 上山市
5311 高橋　愛紗 秋田県 八橋小学校
5312 赤城　美桜 山形市
5313 齋藤ひな乃 村山市 楯岡小学校
5314 松田　　悠 西川町 ＥＴジュニア
5315 梅津　陽円 東根市 東根小学校
5316 伊藤　良夢 天童市 ＴＪＡＣ

5317 鎌田　芽依 天童市 ＴＪＡＣ
5318 田苗　蒼唯 天童市 ＴＪＡＣ
5319 横山　優乃 天童市 ＴＪＡＣ
5320 髙橋奈妃紗 天童市 ＴＪＡＣ
5321 古郡　妃菜 尾花沢市 常盤スポ少
5322 五十嵐　江 尾花沢市 常盤スポ少
5323 山崎　柚季 宮城県

【スマイルラン３km】小学生女子５・６年

5401 青山しんたろう 東京都 ジンギス汗
5402 船越悠太郎 宮城県
5403 竹田　愁人 寒河江市 陵東中学校
5404 我妻　尚哉 高畠町 南陽東置賜駅伝ジュニア
5405 八木橋和紀 福島県
5406 山内　煌士 天童市
5407 難波　大瑛 鶴岡市
5408 武田　悠雅 寒河江市 陵南中
5409 鏡　　大清 上山市
5410 高橋　愛琉 秋田県 秋田市立泉中学校
5411 公平　翔士 大江町 大江中

5412 佐藤　蒼空 天童市 天童四中
5413 熊谷　裕貴 秋田県 美郷中学校
5414 鈴木　葵葉 朝日町 朝日中学校
5415 佐藤龍之介 東根市 ＥＴジュニア
5416 齋藤　太惺 宮城県
5417 田畑　颯也 宮城県
5418 岸田　翔汰 山形市
5419 針生　武憲 宮城県 第一中学
5420 今田　蒼人 新庄市 日新中学校
5421 伊藤　　初 天童市
5422 市川　皓貴 高畠町 南陽東置賜駅伝ジュニア

5423 平　　謙将 高畠町 高畠中学校
5424 平　　龍将 高畠町 高畠中学校
5425 秋野　維月 鶴岡市 鶴岡三中
5426 高橋　健人 米沢市 南陽東置賜駅伝ジュニア
5427 小山　　潤 天童市
5428 伊藤　陽葵 鶴岡市 鶴岡第一中学校
5429 市川　璃空 天童市 天童第三
5430 小沼　快皇 高畠町
5431 小沼　怜門 高畠町
5432 大浦　道統 高畠町

【スマイルラン３km】中学生男子

https://www.tendohotel.co.jp



－ 31 －
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6001 坂本美喜子 東京都
坂本　紋実

6002 船越　亮志 宮城県
船越駿之介

6003 岡崎　吉宏 山形市 ＵＤＯＮの会
岡崎晴吉朗

6004 伊藤由希子 神奈川県
伊藤　達貴

6005 藤原布美子 秋田県 ラブリーレーシング
藤原　佑愛 ラブリーレーシング

6006 廣瀬　耕司 埼玉県
廣瀬　京花

6007 八木橋彰憲 福島県
八木橋拓哉

6008 加藤　恒一 天童市
加藤　叶多 蔵増小

6009 武田　優香 天童市
武田　柑夏

6010 三輪　堅太 山形市
三輪　彩花

6011 山内　加奈 天童市
山内　佑晟

6012 松田　　丈 寒河江市
松田　結美 ＥＴジュニア

6013 大石　英一 宮城県 加茂小学校
塩野　康介 加茂小学校

6014 安孫子　学 寒河江市
朝烏　陽向

6015 古川　雄才 宮城県 チームブルー
古川　凛空 チームブルー

6016 石塚　静江 宮城県
石塚咲希子

6017 小沼　詩織 宮城県
小沼　夢加

6018 小沼　貴裕 宮城県
小沼匡一郎

6019 長坂　新吾 山形市
長坂　律杜

6020 菅野　　光 東根市 北村山
菅野　莉杏 北村山

6021 中村　　勲 山辺町
中村　明里

6022 菅原　　智 宮城県
菅原　　誠

6023 大石　幸司 天童市
大石　美空 寺津小学校

6024 森　　直湖 鶴岡市
森　　美緒 鶴岡ＡＣ

6025 枝松　友美 上山市
枝松　　湊

6026 赤城　洸太 山形市
赤城　奏和

6027 渡辺　貞輔 宮城県
渡辺　倖愛

6028 渡辺　恵美 宮城県
渡辺　実倖

6029 結城　克行 山形市
結城　心咲

6030 土屋　侑佳 天童市
土屋　美和 たかだま小

6031 成澤　直樹 酒田市
成澤　真唯

6032 萬實　克友 石川県
萬實　啓太 荒巻小学校

6033 猪股奈津子 宮城県
相澤　果凛

6034 丹野　敦史 東根市
丹野　櫂誠

6035 高山　直人 宮城県
高山　百人

6036 高山　広美 宮城県
高山つづら

6037 鑓水　　佑 山形市
鑓水　　航

6038 千葉　　進 山形市 エヌテック
千葉　皓平 南小学校

6039 高橋　政憲 山形市
髙橋　優音 山七小

6040 小野寺厚人 宮城県
小野寺唯人

6041 笠松　聡美 宮城県
笠松　　葵

6042 笠松　武司 宮城県
笠松　圭吾

【スマイルラン３km】ファミリー

5501 井上　佳奈 山形市 ＥＴジュニア
5502 藤原　心愛 秋田県 ラブリーレーシング
5503 阿部　未來 寒河江市 ＥＴジュニア
5504 太田　琴海 河北町 河北中学校
5505 尾形　芽依 寒河江市 寒河江市立陵東中学校
5506 齋藤　優凪 宮城県
5507 松田　芽依 河北町 河北駅伝ＷＭＤ

5508 大家　有稀 宮城県 仙台市立三条中学校
5509 川原　和香 山形市
5510 高橋　明里 宮城県
5511 高橋　実希 宮城県
5512 五十嵐心乃美 山形市
5513 五十嵐美季 山形市
5514 佐藤さくら 山形市 山形五中

5515 藤田　愛果 宮城県
5516 山崎　彩花 宮城県 三条中学校
5517 松本　　萌 宮城県 七北田中学校
5518 宮本　寧々 宮城県
5519 川村　佳凛 宮城県 上杉山中学校

【スマイルラン３km】中学生女子
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名
6043 小野　　愛 宮城県

小野　煌稀
6044 高橋　拓弥 米沢市

高橋　順正
6045 山内　誠也 宮城県

山内　太琥
6046 羽柴　雄太 山形市 ＨＲＣ

羽柴　紀糸 ＨＲＣ
6047 土屋真紀子 埼玉県

土屋　橙眞
6048 細矢　　学 東根市

細矢　遥真
6049 小山　祐樹 宮城県

細矢　　新
6050 岩山真由美 山形市

岩山　弥生
6051 鈴木　雄也 宮城県

鈴木　実莉 下増田小学校
6052 布施　裕之 宮城県

布施　陽音 仙台市立向陽台小学校
6053 佐藤　　恵 宮城県

佐藤　旭隼
6054 大山　和志 東根市

大山　快斗 東根市立中部小学校
6055 横溝　智隆 天童市

横溝　前人
6056 中尾　好幸 福島県

中尾　真聡
6057 相澤加奈子 宮城県

相澤　康元 新田小学校
6058 高橋　祥代 宮城県

高橋　咲希

6059 二藤部浩太 東根市
二藤部紅羽

6060 望月　智也 宮城県 もっちーず
望月　結海

6061 望月由紀子 宮城県 もつちーず
望月　海咲

6062 小笠原あゆみ 東根市
小笠原豪希 大森小学校

6063 小笠原剛久 東根市
小笠原慶大 大森小学校

6064 渋谷　一志 山形市
渋谷　綾太

6065 後藤　涼一 天童市
後藤　寛太

6066 小野　竜介 東根市
小野　葵衣 東根市立長瀞小学校

6067 長瀬　靖則 天童市
目黒　礼陽 天童中部小学校

6068 宗片久美子 天童市
宗片　相祐 天童南部小

6069 菅野　快明 西川町
菅野まひる 西川小学校

6070 佐藤真美子 秋田県
佐藤　陽太

6071 片桐　睦美 天童市
片桐　絆那 津山小

6072 芦生　雅人 宮城県
芦生　　晴

6073 板橋　吾一 宮城県
板橋　采香 寺岡小学校

6074 安喰　竜也 新庄市
安喰　壮佑 日新小学校

6075 石井　隆弘 東根市
石井　美羽 大森小

6076 中嶋　智一 白鷹町
中嶋　悠喜 白鷹町立荒砥小学校

6077 木村真由美 宮城県
木村　百叶 東長町小

6078 内田万里子 新庄市
内田とも里

6079 佐々木　佳 宮城県 気仙沼市役所
佐々木翔大 気仙沼小学校

6080 徳山　大輔 山形市
徳山雄之輔 桜田小学校

6081 徳山　恵里 山形市
徳山晄太朗

6082 丹野　真奈 天童市 ランズスタイル
丹野　仙啓 天童北部小学校

6083 宮本　秀将 宮城県
宮本　栞歩

6084 宮本　愛子 宮城県
宮本　大翔

6085 柴田　光起 宮城県
柴田　福歩 仙台市立向山小学校

6086 柴田　美穂 宮城県
柴田　峻歩 仙台市立向山小学校

6087 西山　　歩 南陽市
西山奈緒子 宮内小

6088 加藤さおり 宮城県
加藤　未徠
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名
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7001 佐藤　巧都 鶴岡市 鶴岡南高
7002 八木橋憲吾 福島県
7003 藤森　史洋 岩手県
7004 山下デレック 山形市
7005 齋藤　敦也 村山市 山形南高校
7006 渡辺　爽太 天童市
7007 清野　　隼 米沢市 チームハヤト
7008 半澤　　龍 村山市
7009 田邉　翔貴 宮城県
7010 佐藤　凌大 天童市 東海林建設株式会社

7011 鈴木　晴人 天童市 テクノブレイカーズ
7012 太田　惇也 山形市 テクノブレイカーズ
7013 小川　優晴 天童市 天童高校
7014 志田　俊春 西川町 デクシス
7015 石山　京也 天童市 デクシス
7016 武田　俊介 中山町 デクシス
7017 鈴木　竜太 山形市 デクシス
7018 森下　和樹 酒田市
7019 山田　裕太 上山市 東海林建設株式会社
7020 佐々木壮来 宮城県

7021 川口　永介 宮城県
7022 青柳　勝也 山辺町
7023 川口　生太 秋田県 十和田小学校
7024 阿蘇　　聡 東根市
7025 松坂　颯真 宮城県
7026 増子　翔太 宮城県
7027 山田　青空 山形市
7028 高橋　　涼 宮城県
7029 鈴木　晴貴 上山市 テクノブレイカーズ

【ファンラン 5.25km】男子一般の部（29歳以下）

7101 千葉　裕輔 岩手県
7102 志田　健太 神奈川県
7103 玉置　淳也 天童市
7104 斎藤　達也 天童市 釜石陸協
7105 武山　竜太 宮城県
7106 夛田　雄二 山辺町
7107 濱西　亮輔 尾花沢市
7108 樋口　裕介 千葉県
7109 鈴木　幸希 山形市
7110 中村　信雅 宮城県
7111 立川　　諒 山形市

7112 佐藤　克俊 天童市
7113 小林　康次 東京都 センカンユ
7114 佐久名洋平 宮城県
7115 色摩　佳洋 酒田市 元気王国
7116 佐藤　拓哉 新庄市
7117 青山　大介 福島県
7118 佐々木佳祐 宮城県 おおさきＲＣ
7119 新保　早清 山辺町 株式会社近江建設
7120 芳賀　　信 大江町
7121 境　　孝洋 宮城県
7122 川口　　森 天童市 デクシス

7123 加藤　寛樹 東根市 デクシス
7124 小林　佑馬 山形市
7125 大沼　陽祐 寒河江市
7126 小野　裕介 山形市
7127 吉木　　亮 宮城県
7128 手島　啓文 宮城県 宮城県
7129 佐藤　祐太 山形市
7130 青山　航大 天童市
7131 佐藤　友亮 寒河江市

【ファンラン 5.25km】男子一般の部（30歳～39歳）
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

7301 粕谷　孝人 東京都 鈴木町サカス
7302 佐藤　　稔 東京都 鈴木町サカス
7303 笠原　　学 福島県 ありがとう鍼灸院
7304 鯨井　高昭 福島県
7305 伊藤　政人 新潟県 あひるクラブ
7306 堀籠　康夫 宮城県 蕃美ＲＣ
7307 鈴木　義彦 天童市
7308 鈴木　　賢 宮城県
7309 坂井　順一 村山市 三和技術コンサルタント
7310 長谷川和彦 新潟県
7311 林　　昌宏 天童市
7312 海野　宏行 朝日町 朝日楽走快
7313 石塚　正人 宮城県
7314 秋葉　　裕 天童市
7315 伊藤　雅之 米沢市
7316 岸　　直弥 宮城県
7317 長岡　　茂 朝日町
7318 渡邉　雅明 天童市
7319 藤森　恵一 岩手県
7320 菅　　正雄 宮城県

7321 山口　清彦 天童市 天童ロータリークラブ
7322 佐藤　登介 東根市
7323 加藤　利和 飯豊町 気分走快
7324 高橋　和則 新潟県
7325 高橋　和広 新庄市
7326 藤田　　一 岩手県 北上市陸協
7327 和泉　　臣 宮城県
7328 落合　　隆 神奈川県
7329 梅津　賢一 秋田県 エイブリック秋田
7330 寺山　直樹 東京都
7331 荒木　晋也 山形市
7332 三浦　克己 岩手県
7333 石山　秀峰 寒河江市
7334 郷古　勝浩 宮城県 塩竈市役所
7335 古賀　　悟 宮城県
7336 山崎　竜浩 宮城県
7337 田中　寿夫 鶴岡市
7338 村山　正弘 天童市
7339 伊藤　　明 山形市
7340 星川　　勉 酒田市

7341 渡部　義治 北海道
7342 佐々木和彦 山形市
7343 高橋　孝一 宮城県
7344 神坪　浩喜 宮城県
7345 鍋倉　　猛 宮城県
7346 渡部　勝広 福島県
7347 菅原　　勲 東京都 ＷＡＮＯ東京
7348 山川　　隆 宮城県 トークネット
7349 鈴木　邦明 宮城県
7350 横尾　政晴 東根市 デクシス
7351 保刈　久義 米沢市
7352 大平　紀夫 福島県
7353 野口　秀雄 中山町 セロン東北
7354 鹿野　浩徳 宮城県
7355 今野　一弘 宮城県
7356 吉田　哲也 福島県 岩井会
7357 木島　仁志 山形市
7358 下條　拓也 天童市 ＰＦＡ山形事業所

【ファンラン 5.25km】男子一般の部（50歳～59歳）

7401 高橋　義國 福島県
7402 廣谷　　昭 北海道 チームＡ＆Ａ
7403 守　　勝行 宮城県 仙台市役所
7404 原　浩一郎 大阪府 陽光ＲＣ
7405 伊藤　　博 山形市 小森マシナリー
7406 浅利　博忠 岩手県 酔走楽ラン
7407 佐藤　之俊 山形市
7408 笹原　秀昭 山形市 山形市シルバ―人材
7409 鈴木　美克 秋田県 チーム８５
7410 平山　　茂 天童市
7411 大谷　篤也 茨城県
7412 工藤　祐一 天童市
7413 村山　　徹 天童市
7414 大石　英司 天童市
7415 石垣　優三 酒田市 酒田マスターズ
7416 木村　大助 寒河江市
7417 武田　博明 天童市
7418 渡辺　広明 山辺町
7419 平塚　幸弘 北海道
7420 佐竹　陽一 天童市 西五百川中ＲＣ
7421 村田　三男 秋田県 山内ランナーズ
7422 嶋田　一美 千葉県 旭中央病院ｊｃ
7423 井上　光二 山形市
7424 村山　　隆 宮城県
7425 庄子　新一 宮城県 田中サッシュ工業
7426 山口　博之 天童市

7427 徳田　清吾 天童市
7428 田口　清幸 東京都
7429 佐藤　敏幸 山形市 三和技術Ｃ
7430 宗方　和史 神奈川県 ＴＭＢ
7431 安達喜代美 山形市 霞城ＥＲＣ
7432 須田　　進 秋田県
7433 鈴木　明一 山形市 山形銀行ＲＣ
7434 青柳　三義 天童市
7435 日高　卓士 埼玉県
7436 東海林晴雄 東根市
7437 布川　雄二 河北町
7438 太田　和廣 中山町 山形整染
7439 阿部　栄治 山形市
7440 設楽　雄一 山形市 チームシロ
7441 梁瀬　吉仁 山形市 五日町鍼灸院
7442 吉岡　修二 秋田県 堤防ｒｕｎｎｅｒず
7443 菊地　秀勝 宮城県
7444 吉田　秀幸 山形市
7445 今田　文夫 天童市 東海林建設株式会社
7446 渡部　俊夫 秋田県 東松沢ＪＣ
7447 檜山　裕之 酒田市
7448 佐藤　弘一 山形市
7449 加藤　賢一 米沢市
7450 鈴木　道男 宮城県 千代田テクノル
7451 浜部　一到 宮城県 千代田テクノル
7452 大津　義隆 東京都

7453 梅木　友康 庄内町 庄内町
7454 青田　　忠 宮城県
7455 高橋　敏彦 米沢市
7456 高橋　光春 宮城県 虹色楽園隊
7457 福井　雅彦 埼玉県
7458 田中舘　兌 宮城県
7459 佐藤　慎一 新庄市 生涯現役
7460 佐藤　恒治 山形市
7461 上田　　保 山形市
7462 古川　雅弘 山形市
7463 須藤　　洋 米沢市
7464 池田　　裕 遊佐町 山形県障がい者陸上部
7465 大滝　俊彦 上山市 山形市食検
7466 千田　　正 宮城県
7467 石井　英和 宮城県
7468 中塚　繁樹 山形市
7469 宍戸　浩一 宮城県
7470 池田　茂一 酒田市
7471 勝見英一朗 長井市
7472 當麻　泰彦 神奈川県 デクシス
7473 北林　武彦 青森県 ＪＲ大湊駅ＯＢ
7474 高橋　　弘 山形市 山形顔マラソン同好会
7475 森岡　勢一 天童市
7476 五十嵐経一 鶴岡市
7477 矢萩　義一 天童市
7478 関　　忠男 天童市 株式会社デクシス

【ファンラン 5.25km】男子一般の部（60歳以上）

7201 児嶋　孝周 東京都
7202 細矢　貴行 山形市 チームしょうへい
7203 櫛田　博郎 東根市
7204 伊東　　隆 宮城県
7205 安部　信次 宮城県
7206 藤原　　敏 秋田県 ラブリーレーシング
7207 三瓶　　勝 天童市
7208 早田　洋平 福島県 相馬市役所
7209 武田　信治 天童市
7210 大類　真嗣 山形市 トップロード
7211 長谷部　透 酒田市
7212 海藤　幸男 埼玉県
7213 山村　恵浩 新庄市 楽しく走ろう会
7214 犬飼　秀幸 寒河江市
7215 山縣　大樹 宮城県
7216 渡辺　健太 宮城県

7217 横山　章太 天童市
7218 近　　吉則 宮城県
7219 阿部　康弘 福島県 ヒューテック
7220 後藤　保紀 東根市
7221 小野　憲幸 宮城県
7222 長岡　正浩 山形市
7223 後藤　康宏 山形市
7224 後藤　　整 山形市 イシヤマクラブ
7225 北川　　裕 千葉県
7226 柴田　正男 天童市
7227 高橋　正博 宮城県
7228 吉田　隆浩 宮城県
7229 佐藤　　稔 秋田県
7230 佐藤健一郎 秋田県 横手市役所
7231 伊澤　吉久 山形市 東海林建設株式会社
7232 吉田　英人 山形市

7233 矢萩　拓馬 天童市 デクシス
7234 花輪　　裕 京都府 デクシス
7235 佐藤　博史 埼玉県
7236 庄司　和弘 宮城県
7237 小野　　誠 新潟県
7238 伊藤　秀憲 山形市
7239 渡邉　和明 中山町 ＧＭＯデジタルラボ
7240 山内　　剛 宮城県
7241 小山田俊博 天童市
7242 村山　竜一 天童市
7243 笹原　勇一 尾花沢市
7244 松坂　貴博 宮城県
7245 阿部　隆史 岩手県 いわて徳田ランラン倶楽部
7246 長岡　輝喜 朝日町 朝日マラソンクラブ

【ファンラン 5.25km】男子一般の部（40歳～49歳）
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名

8001 菊地　　涼 宮城県
8002 大浦　葉子 福島県
8003 柏倉　奏子 天童市
8004 伊藤　理帆 宮城県
8005 角　　綾夏 宮城県
8006 齊藤　　栞 山形市
8007 古瀬　彩乃 天童市
8008 國井　佳代 山形市
8009 千葉くるみ 宮城県 東北学院榴ヶ岡高等学校
8010 安達　　栞 山形市
8011 小林　亜実 天童市 山形県立山辺高等学校
8012 大場　奈々 天童市
8013 三国　茉由 東根市
8014 中村帆乃花 河北町 よくなる整体院

8015 原澤　美香 宮城県
8016 増川くるみ 天童市
8017 佐藤　　杏 山形市
8018 田中　星名 鶴岡市
8019 星川　桃子 酒田市
8020 仁藤　　幸 山形市
8021 吉田　実礼 山形市
8022 森谷　明星 山形市
8023 小林　育恵 新潟県 コバサトクラブ
8024 小林　晴恵 新潟県 コバサトクラブ
8025 小林　咲恵 新潟県 コバサトクラブ
8026 岩村　牧穂 山形市
8027 工藤レイラ 天童市
8028 小幡　ゆい 尾花沢市 デクシス

8029 吉原芽衣子 東京都
8030 松浦　朱里 岐阜県
8031 土田　楓佳 東根市
8032 江口　　葵 鶴岡市 エイト鍼灸整骨院
8033 菊地　果凜 山形市
8034 佐藤梨花子 山形市
8035 ネルムス　万里安 山形市
8036 濱　　菜摘 山形市 山形大学
8037 大沼　春香 宮城県
8038 福田明日奈 宮城県
8039 青木　聖美 山形市 ｗａｉｔｏｓ
8040 鎌田　和歩 宮城県
8041 片桐　優生 山形市

【ファンラン 5.25km】女子一般の部（29歳以下）

8101 小野寺秀美 埼玉県
8102 本間百合子 宮城県
8103 吉田なつき 神奈川県
8104 酒井　麻衣 東京都
8105 佐藤奈々瀬 山形市
8106 難波　千鶴 寒河江市
8107 栗田　有香 千葉県
8108 本木　志帆 宮城県

8109 山口　眞緒 東根市
8110 諏訪林　愛 東根市
8111 後藤真由美 東根市
8112 菅原にい菜 天童市
8113 蓮見　典子 東京都
8114 高橋　玲奈 米沢市
8115 戸高　麗子 栃木県
8116 岩崎さや香 宮城県

8117 芦生あす香 宮城県
8118 川島　祥美 栃木県
8119 芳賀　直美 大江町
8120 熊谷　朋美 岩手県
8121 鈴木　茉織 宮城県
8122 平間　　梓 東根市
8123 タレスジェンマ 寒河江市
8124 佐藤　知春 宮城県

【ファンラン 5.25km】女子一般の部（30歳～39歳）

8301 粕谷　美香 東京都 鈴木町サカス
8302 佐藤　真理 東京都 鈴木町サカス
8303 本橋由美子 宮城県
8304 宮守恵美子 千葉県
8305 岡田　順子 東根市
8306 渡会　　史 神奈川県
8307 日景　久恵 茨城県
8308 村形　るみ 山形市
8309 杵渕智寿子 宮城県
8310 大津　美紀 中山町
8311 青山　典子 千葉県
8312 鈴木亜希子 宮城県
8313 石井　貴代 茨城県
8314 古舘百合子 宮城県 あさとあゆ
8315 真下　弥生 新潟県
8316 庄子　　薫 宮城県 仙台生花市場
8317 佐藤　裕美 宮城県
8318 鈴木　裕子 山形市
8319 宗片　律子 天童市
8320 本間　里美 東根市
8321 大矢　晴代 茨城県 もりたクラブ
8322 山本　理香 神奈川県 港鮨陸上部

8323 時田　知枝 山形市
8324 吉田美千重 福島県
8325 藤森二三江 岩手県
8326 菅　ひろみ 宮城県
8327 佐藤　好子 東根市
8328 稲村　典子 山形市
8329 佐々木真子 宮城県 らんらん
8330 高橋美保子 新潟県
8331 島田　洋子 宮城県
8332 土屋　葉子 宮城県
8333 鈴木　恵美 庄内町
8334 川井　睦子 金山町
8335 西尾　君子 山形市
8336 齋藤　寿江 宮城県
8337 早坂　清美 埼玉県
8338 酒井　明美 福島県
8339 矢野　史子 東京都
8340 星川　朋子 酒田市
8341 五十嵐孝子 鶴岡市
8342 齋藤　美英 山形市 チームラルゴ
8343 宮良　勢子 山形市 チームラルゴ
8344 神坪由紀子 宮城県

8345 西川みどり 山形市
8346 桑嶋　康代 米沢市
8347 外井　睦子 福島県
8348 福田　雪子 宮城県
8349 遠藤　正子 米沢市
8350 清藤千香子 尾花沢市
8351 高橋　久美 宮城県
8352 菅原　　恵 宮城県
8353 佐藤　尚美 宮城県
8354 一戸　毎子 山形市
8355 島崎　聡子 東京都
8356 笹渕　恵美 宮城県
8357 今野真由美 宮城県
8358 五十嵐祐子 宮城県
8359 渡邉　桂子 宮城県 松島歓走会
8360 佐藤　孝子 宮城県
8361 志賀　由香 福島県
8362 井浦　弓枝 千葉県
8363 木下千代美 宮城県
8364 福田美奈子 宮城県

【ファンラン 5.25km】女子一般の部（50歳～59歳）

8201 東海林寛子 米沢市
8202 青山　彌紀 東京都 ジンギス汗
8203 渋谷　典子 山形市 山形ヤクルト
8204 佐藤　智美 宮城県
8205 和田佳代子 神奈川県
8206 石山　晶子 天童市
8207 倉内　有実 新潟県
8208 大澤　純子 埼玉県 株式会社　英
8209 津田　典子 新潟県
8210 武田奈津子 宮城県
8211 須貝　真弓 山形市
8212 佐藤　志津 酒田市 アライドマテリアル
8213 渡辺美由紀 宮城県
8214 千葉　静香 宮城県
8215 高橋　陽子 新庄市
8216 武山　浩子 宮城県
8217 古内　和美 宮城県
8218 工藤　真澄 宮城県

8219 小林　浩佳 天童市
8220 中野美由貴 河北町
8221 荘司　知子 宮城県
8222 和泉　敬子 宮城県
8223 犬飼加奈子 寒河江市
8224 梅津奈津絵 宮城県
8225 山縣美保子 宮城県
8226 松浦　　静 山形市
8227 田邉佳奈子 宮城県
8228 渡辺　礼子 宮城県
8229 菅原　理絵 山形市
8230 横山　　茜 天童市
8231 宍戸　恵美 福島県
8232 森田　淳子 川西町
8233 山崎　麻紀 宮城県
8234 玉手　美絵 宮城県
8235 田中　若子 鶴岡市
8236 白田　陽子 寒河江市

8237 佐竹　準子 上山市 チームラルゴ
8238 生田　祐美 尾花沢市 新しいステップを踏むんだ
8239 板橋　好美 栃木県
8240 伊藤　和美 尾花沢市
8241 本田　　涼 宮城県
8242 村井　愛美 宮城県 ＭＴＫ
8243 中川　幸子 宮城県
8244 熊谷　　恵 宮城県
8245 久村　恵利 山形市
8246 佐藤小百合 埼玉県
8247 高橋めぐみ 山形市
8248 山内多希子 宮城県
8249 山崎　由里 宮城県
8250 伊藤千亜紀 鶴岡市
8251 阿江　雅子 寒河江市
8252 押切　美希 天童市
8253 小林　志穂 米沢市
8254 田村　真紀 秋田県

【ファンラン 5.25km】女子一般の部（40歳～49歳）
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ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名 ゼッケン番号 氏名 都道府県名 所属クラブ名
8401 佐藤　淳子 宮城県
8402 小山恵久子 宮城県
8403 佐藤　裕子 東根市
8404 本間　裕子 宮城県
8405 髙橋　絹子 宮城県 桜坂ＲＣ
8406 佐久間美恵子 福島県
8407 中原美恵子 神奈川県
8408 村田ルリ子 秋田県 山内ランナーズ
8409 嶋田サイ子 千葉県
8410 黒坂美代子 天童市
8411 渡邉　広子 山形市
8412 三沢　竹子 天童市

8413 柴田　典子 山形市 オリックスレンタカー
8414 能勢　智子 秋田県
8415 山口さよ子 天童市
8416 宗方　紀子 神奈川県 ＴＭＢ
8417 石堂　清子 宮城県
8418 髙橋美代子 東京都
8419 梁瀬　晶子 山形市 五日町鍼灸院
8420 斎野　陽子 山形市
8421 石橋　恵美 宮城県
8422 吉田　信子 山形市
8423 渡部美枝子 秋田県 東松沢ＪＣ
8424 渋谷　尚美 宮城県 ろく

8425 加藤地佐枝 米沢市
8426 安達由美子 山形市
8427 加藤　節子 福島県
8428 遠藤　　悦 鶴岡市
8429 佐々木信江 山形市
8430 渋谷　　薫 宮城県
8431 岩崎　秀代 宮城県
8432 中根もゆ子 新潟県
8433 本田恵美子 米沢市
8434 矢萩美惠子 天童市

【ファンラン 5.25km】女子一般の部（60歳以上）

本社工場
〒994-0057 天童市石鳥居一丁目1番33号

TEL（023)655-2221 FAX（023)655-2783
支店・営業所
東京 ・名古屋・札幌・仙台・大阪

ホームページ https://www.mikuro.co.jp/
ラーメンメンマ部 https://www.mikuro.co.jp/menmabu/

HACCP対応メンマ専用工場

新しい食文化を創る

味付メンマ・調理食品をつくり半世紀
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天童ラ・フランスマラソン2022 地域別参加者数
都道府県別参加者数 単位：人

都道府
県　名

ハーフマラソン ファンラン［5.25km］ スマイルラン［３Km］

総計
男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 小学生男子 小学生女子 中学生 フ

ァ
ミ
リ
ー

29
歳
以
下

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
以
上

29
歳
以
下

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
以
上

29
歳
以
下

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
以
上

29
歳
以
下

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
以
上

３
・
４
年

５
・
６
年

３
・
４
年

５
・
６
年

男
子

女
子

山 形 県 43 85 193 163 120 19 7 29 28 12 20 19 23 24 47 27 10 24 21 15 18 36 11 18 24 9 90 1,135
北 海 道 3 4 2 2 1 2 14
青 森 県 2 1 4 3 1 1 12
岩 手 県 2 3 8 4 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 32
宮 城 県 15 40 114 147 90 5 14 36 32 18 6 7 11 16 12 8 6 21 23 9 3 10 1 3 4 9 68 728
秋 田 県 10 21 10 12 3 3 3 1 3 1 5 1 3 1 1 1 1 2 1 4 87
福 島 県 8 8 11 20 16 4 2 3 3 3 1 1 2 5 1 1 1 4 2 1 1 1 4 103
茨 城 県 1 1 6 4 4 1 1 3 21
栃 木 県 1 1 1 2 1 6
群 馬 県 1 1 1 3
埼 玉 県 2 3 3 4 8 3 6 3 2 2 1 2 1 4 44
千 葉 県 4 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 24
東 京 都 3 9 15 16 11 7 8 9 12 6 1 1 4 2 1 2 1 4 1 1 2 116
神奈川県 1 3 3 10 8 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 46
新 潟 県 4 7 7 1 1 4 7 1 1 3 3 2 2 1 44
石 川 県 2 2
山 梨 県 1 1
長 野 県 1 1 1 3
岐 阜 県 2 1 1 4
静 岡 県 1 1
愛 知 県 1 3 4 3 1 1 13
京 都 府 1 1 1 3
大 阪 府 3 1 1 1 1 7
兵 庫 県 2 1 3
奈 良 県 1 1 1 3
広 島 県 1 1
長 崎 県 1 1
沖 縄 県 1 2 3
合計 78 169 389 414 288 40 42 98 101 49 29 31 46 58 78 41 24 54 64 34 22 48 13 23 32 19 176 2,460

山形県内参加者内訳 単位：人

県　　内
参加者数
内　　訳

ハーフマラソン ファンラン［5.25km］ スマイルラン［３Km］

総計
男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 小学生男子 小学生女子 中学生 フ

ァ
ミ
リ
ー

29
歳
以
下

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
以
上

29
歳
以
下

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
以
上

29
歳
以
下

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
以
上

29
歳
以
下

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
以
上

３
・
４
年

５
・
６
年

３
・
４
年

５
・
６
年

男
子

女
子

天 童 市 11 18 20 23 30 5 1 4 6 5 5 7 7 13 6 1 4 1 4 4 21 6 5 5 22 234
河 北 町 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 20
寒河江市 1 1 8 10 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 5 3 1 2 2 4 52
金 山 町 1 1 2
戸 沢 村 1 1 2
高 畠 町 1 1 2 4 7 15
最 上 町 1 1
三 川 町 1 1
山 形 市 14 36 72 63 39 10 3 14 8 1 4 5 8 4 17 14 1 6 9 7 3 7 3 1 5 26 380
山 辺 町 1 7 2 1 1 2 1 2 17
酒 田 市 2 2 7 9 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 39
舟 形 町 1 1 1 3
庄 内 町 2 1 1 1 1 1 7
上 山 市 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 15
新 庄 市 4 1 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 30
西 川 町 1 1 1 1 2 6
川 西 町 1 2 1 4
村 山 市 2 5 7 2 1 1 2 1 1 1 23
大 江 町 2 2 1 1 1 1 8
大石田町 2 1 3
大 蔵 村 1 1 2
中 山 町 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 14
朝 日 町 1 1 2 1 5
長 井 市 2 1 3
鶴 岡 市 1 5 10 10 8 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 53
東 根 市 1 9 22 15 9 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 18 102
南 陽 市 1 2 1 1 1 2 8
白 鷹 町 1 1 2 4
飯 豊 町 1 1 1 1 4
尾花沢市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 16
米 沢 市 5 11 7 9 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 57
遊 佐 町 1 2 1 1 5
合計 43 85 193 163 120 19 7 29 28 12 20 19 23 24 47 27 10 24 21 15 18 36 11 18 24 9 90 1,135
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※順不同

ご協賛ありがとうございました。

私たちは、天童ラ・フランスマラソン２０２２のご盛会と、
参加選手の皆様のご健闘を心よりお祈り申し上げます。

特別協賛企業・特別車両協賛企業

天 童 市 農 業 協 同 組 合
日 新 製 薬 株 式 会 社
株 式 会 社 デ ン ソ ー Ｆ Ａ 山 形
東 海 林 建 設 株 式 会 社
イ オ ン モ ー ル 天 童
山形三菱自動車販売株式会社

協　賛　企　業

天童温泉協同組合
（一社）天童市東村山郡医師会
天童ビジネスホテル協会
株式会社カスカワスポーツ
黒澤建設工業株式会社
エヌ・デーソフトウェア株式会社
天童市金融懇話会
株式会社ハイスタッフ
株式会社イイダ設計
株式会社新月堂
株式会社スポーツクラブ天童

天童不動産株式会社
株式会社天童ホテル
天童ワイン株式会社
日東ベスト株式会社
野川商事株式会社
株式会社フレッシュダイナー山形工場
株式会社ミクロ
株式会社ヤマザワ
株式会社山本産業
株式会社渡辺麺工

協賛企業一覧
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天童市鎌田本町2丁目2-21
☎023-654-3311

湯坊いちらく桜桃の花5

天童市鎌田2丁目3-16
☎023-653-3151

栄屋ホテル1 展望露天風呂と岩盤浴の宿

至
中
山
町

至山形市

東
北
中
央
自
動
車
道

山形自動車道

山形JCT

エアポートホテル ……… ☎023-654-3030
王将ビジネスホテル …… ☎023-654-4820
グラン・エコール………… ☎023-655-3361
コンフォートホテル天童…… ☎023-658-8211
天童シティホテル ……… ☎023-654-7811
天童セントラルホテル …… ☎023-654-8822
天童リッチホテル ……… ☎023-654-1003

ビジネスホテルいずくら …… ☎023-653-6211
ビジネスホテルだいまる…… ☎023-655-2511
ビジネスホテル中央 …… ☎023-655-2018
ホテルパールシティ天童…… ☎023-651-0411
ホテルビューくろだ …… ☎023-654-1515
ホテルルートイン天童…… ☎023-656-9511

ビジネスホテル

天童市鎌田本町1丁目1-14
☎023-653-3155

ホテル王将4

H旅館・ホテル

天童市鎌田本町2丁目1-3
☎023-654-5511

天童ホテル美味求真の宿3

天童市鎌田本町1丁目1-30
☎023-654-2211

滝の湯ほほえみの宿2

道の駅天童温泉に隣接。店内には天童の特産品や県産果物を使っ
たお菓子など、お土産品が充実！イートインスペースと産直コーナー
でもおいしい天童を味わえます！

サンピュア山形天童の産直店 と横丁天童温泉屋台村

天童・山形の食材を使った料理や地酒が楽しめます！将棋のまちら
しく、自由に対局ができるテーブルも用意。

舞鶴山はまちのシンボルとし
て親しまれ、山頂には展望台
があるほか、織田信長が祀っ
てある建勲神社や400本の
もみじが植えられたもみじ園
があり、多くの人が訪れる観
光スポットです。
また、愛宕沼の親水空間は散
歩やジョギングコースとして
も利用されています。

舞鶴山天童公園 銀杏並木山形県総合運動公園

大会の会場でもある県総合
運動公園には、紅葉の名所と
して知られる銀杏並木があり
ます。
大会時にちょうど見頃を迎え
ますので、下見を兼ねて前日
からいらしてみては？

1

3

2

4

天童の秋を満喫！ 温泉・グルメ・観光スポット

日帰り入浴・宿泊情報

観光情報

あづま荘 ………………… ☎023-654-4141
花月楼 …………………… ☎023-654-8787
つるや …………………… ☎023-654-2051
天童荘 …………………… ☎023-653-2033
舞鶴荘 …………………… ☎023-653-3111
松の湯 …………………… ☎023-653-2265

おすすめポイントおすすめポイント
1～5の旅館・ホテルでナンバーカードを
提示すると、日帰り入浴が500円でご利用
いただけます。

入浴時間：
大会当日  午前11時30分～午後3時

天童温泉でごゆっくり
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