
第 1 回 IWATE GRASS-Lot RACE 

＜日時＞ 2020 年 8 月 1 日(土) 17 時 00 分～20 時 00 分頃 

＜場所＞ 岩手県営運動公園陸上競技場 

＜受付＞ 15 時 30 分頃～スタート時刻 30 分前まで 陸上競技場正面入り口内 

 

種目 組 スタート時刻 現地集合 受付締切 エントリー 

キッズ 1000m 1 組 17 時 00 分 16 時 50 分 16 時 30 分 10 

キッズ 1000m 2 組 17 時 15 分 17 時 05 分 16 時 45 分 19 

キッズ 1000m 3 組 17 時 25 分 17 時 15 分 16 時 55 分 21 

1500m 1 組 17 時 35 分 17 時 25 分 17 時 05 分 9 

1500m 2 組 17 時 50 分 17 時 40 分 17 時 20 分 14 

5000m 1 組 18 時 30 分 18 時 20 分 18 時 00 分 16 

5000m 2 組 19 時 10 分 19 時 00 分 18 時 40 分 19 

5000m 3 組 19 時 40 分 19 時 30 分 19 時 10 分 17 

 

＜注意事項＞ 

・感染症拡大防止のため、ガイドラインに記載した依頼に同意していただく必要があります。詳しくは、

「スタートリスト・大会結果」ページ内の「感染症防止ガイドライン」をご覧ください。 

・本大会は有志団体による非公認大会です。記録は公認記録とならないのでご注意ください。 

・ゼッケンは当日、受付の際に配布します。 

・競技中の事故に関しては、責任は負いかねます。 

・記録証（非公認）は、上記レース結果の掲示後に 1 枚 100 円で発行します。希望する場合は開催日当

日に申し出てください。  

 

＜競技結果＞ 

レースの結果は当日会場に掲示するとともに、主催者ウェブサイトに掲載します。 

（URL）https://iwateglr.site  

 
 

 

https://iwateglr.site/


◇キッズ 1000m1 組目                                          17 時 00 分スタート 

 

No. 氏名 ふりがな 所属 年齢 ゼッケン記載名 

2 三角 大希 さんかく だいき うえだ保育園 4 だいき 

4 小山 大翔 おやま だいと 滝沢中央小学校 6 DAITO 

5 たてざき こうが たてざきこうが 田老第一 7 こうが 

6 上条 実乃里 かみじょう みのり 奥州 AC 7 みのり 

7 鷹觜 洸陽 たかのはし こうよう 永井小学校 7 こうよう 

8 ふじむら さくら ふじむら さくら 中野小学校 7 さくら 

9 しばた はるい しばた はるい  7 三本柳のスピードスター 

10 三角 壮太 さんかく そうた 河北小 8 そうた 

11 渡邉 竣介 わたなべ しゅんすけ 大寺慈小学校 8 しゅんすけ 

12 工藤 謙心 くどう けんしん 八幡平市立大更小学校 8 けんしん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



キッズ 1000m2 組目                       17 時 15 分スタート 

 

No. 氏名 ふりがな 所属 年齢 ゼッケン記載名 

1 黒木 天晴 くろき はれる 3D sports  ハレル 

13 たてざき たいが たてざき たいが 田老第一 9 たいが 

14 小川 明鈴 おがわ あかり 滝沢中央小 9 あかり 

15 小山 真桜 おやま まお 滝沢中央小学校 9 MAO 

16 石井 芭奈 いしい はな 矢巾東小学校 9 ちびはな 

17 山崎 瑞岬 やまざき みさき 青山小学校 4 年 9 みーくん 

18 兼平 龍 かねひら りゅう 永井小学校 9 りゅう 

19 主浜 彩花 しゅはま いろは 篠木小学校、チャグチャグスポーツクラブ 9 いろは 

20 たぐち えいた たぐち えいた 御返地小学校 9 えいた 

21 桐明 航生 きりあけ こうき 緑ヶ丘小学校 9 こうき 

22 片野 結菜 かたの ゆいな 滝沢第二小学校 9 ゆいな 

23 くどう ひろむ くどう ひろむ 八幡平市立大更小学校 9 ひろむ 

24 滝本 樹心 たきもと じゅの 山岸小 9 じゅんいつ 

25 三條 晴 さんじょう はるき サンビレ RC 10 はるキング 

26 中田 結菜 なかた ゆいな 矢巾フェニックス ハンドボールスポーツ少年団 10 ゆいな 

27 谷村 玲成 たにむら あきなり  10 あっきー 

28 宮守 賀輝 みやもり よしき サンビレ RC 10 YOSHIKI 

29 千葉 奏思 ちば そうし 城北小学校 サンビレ RC 10 そうし 

30 川崎 遥 かわさき はるか  10 Haru 

 

 

 

 

 

 

 

 



キッズ 1000m3 組目                      17 時 25 分スタート 

 

No. 氏名 ふりがな 所属 年齢 ゼッケン記載名 

3 高橋 陽 たかはし はる 奥州アスリートクラブ 11 はる 

31 伊東 素希 いとう もとき  11 もとき 

32 及川 日向花 おいかわ ひなは 奥州アスリートクラブ 11 ひなは 

33 上條 茂稔 かみじょう しげのり 奥州 AC 11 しげのり 

34 小川 佳鈴 おがわ かりん 滝沢中央小 11 かりん 

35 橋本 優 はしもと ゆう 盛岡市立城北小学校 11 ゆう 

36 勝田 凌眞 かつた りょうま 滝沢市篠木小学校 11 りょうま 

37 藤原 潤 ふじわら じゅん サンビレ RC 11 じゅん 

38 松野 愛央 まつの あお チャグチャグスポーツクラブ 11 あお 

39 ふじむら やまと ふじむら やまと 中野小学校 11 やまと 

40 畠山 蓮央 はたけやま れおん サンビレ RC 11 れおん 

41 千葉 杏吏 ちば あんり  11 あんり 

42 工藤 柚佳 くどう ゆずか 八幡平市立大更小学校 11 ゆずか 

43 片野 愛來 かたの あいら 滝沢第二小学校 11 あいら 

44 菅原 成哲 すがわら なりあき  11 ガンバレナーリ 

45 長洞 遼大 ながほら りょうと 七ツ森小学校 12 りょうと 

46 千葉 雅姫 ちば まさき 河南 12 マサキ 

47 ありはら りん ありはら りん 滝沢中央小学校 12 りん 

48 佐々木 悠人 ささき ゆうと 矢沢小学校 12 ゆうと 

49 夏井 日菜子 なつい ひなこ 一戸小学校 12 ひなこ 

50 滝本 茉心 たきもと まの 山岸小 12 まにょ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1500m1 組目                          17 時 35 分スタート 

ペースメーカー  ①5 分 30 秒(1 分 28 秒/400m) ②5 分 45 秒(１分 32 秒/400m) 

          ③6 分 00 秒(1 分 36 秒/400m)  ④6 分 40 秒(1 分 46 秒/400m) 

No. 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン記載名 

115 石田 和也 いしだ かずや 東北大学ランニングクラブ  

116 佐藤 由秋  岩手県産株式会社  

117 大志田 紀子 おおしだ のりこ しらゆりレディース  

118 三浦 康次郎 みうら こうじろう 一戸陸協  

119 留場 開大 とめば かい M.T.C トミー 

120 佐々木 成美 ささき なるみ   

121 千葉 泰雅 ちば たいが  泰雅 

122 二宮 真佑子 にのみや まゆこ てくり  

123 菅原 秀哲 すがわら ひであき  ガンバレナーリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1500m2 組目                          17 時 50 分スタート 

ペースメーカー ①4 分 15 秒(1 分 8 秒/400m) ②4 分 30 秒(1 分 12 秒/400m) 

           ③4 分 45 秒(１分 16 秒/400m) ④5 分 00 秒(1 分 20 秒/400m) 

No. 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン記載名 

101 畠山 浩熙 はたけやま ひろき チームネクサス はたけ 

102 比企野 創典 ひきの そうすけ 紫波郡陸協 キノスケ 

103 菊池 諒介 きくち りょうすけ 北上市陸協 菊池 諒介 

104 守村 京祐 もりむら きょうすけ  きょうすけ 

105 河崎 勇也 かわさき ゆうや  ゆんや 

106 漆久保 拓也 うるしくぼ たくや   

107 小田島 慶汰 おだしま けいた 北上飯豊中学校  

108 菊池 雅也 きくち まさや   

109 瀬川 泰生 せがわ たいき   

110 下斗米 裕弥 しもとまい ゆうや 一戸町陸協 しもちゃん 

111 菊池 雅輝 きくち まさき M.T.C まさキング 

112 國府田 駿  滝沢市立滝沢南中学校  

113 山口 佳生 やまぐち よしき   

114 千田 衛之介 ちだ えいのすけ 岩手大学走友会 ちだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5000m1 組目                          18 時 30 分スタート 

ペースメーカー ①22 分 00 秒(4 分 24 秒/km) ②23 分 00 秒(4 分 36 秒/km) 

        ③25 分 00 秒(5 分 00 秒/km) ④30 分 00 秒(6 分 00 秒/km) 

           ⑤35 分 00 秒(7 分 00 秒/km) 

No. 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン記載名 

178 関野 俊彦 せきの としひこ   

179 大橋 慶太郎 おおはし けいたろう  けい 

180 川上 博基 かわかみ ひろき チャガーズ ひろき 

181 小林 洋介 こばやし ようすけ チャガーズ  

182 菅原 稔 すがわら みのる   

183 高橋 宏和 たかはし ひろかず   

184 角田 元 かくだ げん   

185 すぎもと かずお すぎもと かずお   

186 佐々木 政宏 ささき まさひろ   

187 近藤 弘和    

188 関 誠之   せき 

189 東梅 大和 とうばい やまと   

190 吉田 順一 よしだ じゅんいち   

191 北条 京   みっちゃん 

192 室岡 雅子 むろおか まさこ  ムロマサ 

193 中村 光一 なかむら こういち  なかこう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5000m2 組目                          19 時 10 分スタート 

ペースメーカー ①18 分 00 秒(3 分 36 秒/km) ②18 分 50 秒(3 分 46 秒/km) 

          ③19 分 45 秒(3 分 57 秒/km) ④20 分 30 秒(4 分 6 秒/km) 

No. 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン記載名 

162 平山 貴士 ひらやま たかし 走る家具屋ホルツ 走る家具屋ホルツ 

163 中舘 弥寿夫 なかだて やすお 風と ao の美容師 走る美容師 

164 柳村 武史 やなぎむら たけし   

165 田中 祐輔 たなか ゆうすけ 岩手木材興業株式会社 田中祐輔 

166 大森 亮平 おおもり りょうへい tryagainRC ウシさんチーム 

114 千田 衛之介 ちだ えいのすけ 岩手大学走友会 ちだ 

167 佐藤 代和 さとう ひろかず 一戸町陸協  

168 黒澤 仁義 くろさわ よしとも 七時雨 TRC＆黒沢塗工店 じんぎ 

169 ふじむら あきのぶ ふじむら あきのぶ   

170 たてざき たかふみ たてざき たかふみ サンホームみやこ ふみこふ 

171 佐藤 恭 さとう きょう   

172 戸埜村 比菜 とのむら ひな しらゆりレディース ぴな 

115 石田 和也 いしだ かずや 東北大学ランニングクラブ  

173 中塚 英慈 なかつか えいじ 一戸町陸上競技協会  

174 徳永 創 とくなが はじめ 奥中山 RC  

175 吉川 聡 よしかわ さとし   

116 佐藤 由秋  岩手県産株式会社  

176 山崎 哲雄 やまざき てつお   

177 林 秀樹 はやし ひでき  ひでぽん 

 

 

 

 

 

 

 

 



5000m3 組目                          19 時 40 分スタート 

ペースメーカー ①15 分 30 秒(3 分 6 秒/km) ②16 分 10 秒(3 分 14 秒/km) 

        ③16 分 40 秒(3 分 20 秒/km) ④17 分 30 秒(3 分 30 秒/km) 

No. 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン記載名 

150 村上 映人 むらかみ えいと 二戸市役所  

101 畠山 浩煕 はたけやま ひろき チームネクサス はたけ 

151 立花 光星 たちばな こうせい チームネクサス  

152 小野 大輔 おの だいすけ TryAgainRC  

153 忍 和明 おし かずあき   

154 遠藤 由也 えんどう よしなり   

108 菊池 雅也 きくち まさや   

103 菊池 諒介 きくち りょうすけ 北上市陸協 菊池 諒介 

155 菊池 裕 きくち ゆたか 紫波郡陸協  

156 伊藤 光祐 いとう こうすけ   

157 しぶや りょうへい しぶや りょうへい 盛岡消防本部  

158 ちば よしひろ ちば よしひろ  走るおっさん 

110 下斗米 裕弥 しもとまい ゆうや 一戸町陸協 しもちゃん 

159 遠藤 延寿 えんどう のぶひさ  ノブ 

160 西舘 直貴 にしだて なおき 一戸町陸協  

106 漆久保 拓也 うるしくぼ たくや   

161 なかむら がく なかむら がく 宮古健康倶楽部 がくちん 

 


