
第 2 回 IWATE GRASS-Lot RACE 

＜日時＞ 2020 年 10 月 24 日(土) 16 時 00 分～19 時 00 分頃 

＜場所＞ 岩手県営運動公園陸上競技場 

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

  ※各組ごとに受付時間を分散しております。自分が走る組の受付時間を確認して受付にお越しください。 

種目 組 スタート時

刻 

現地集合

（二次） 

受付締切

（一次） 

受付開始

（一次） 

エントリー 

キッズ

1000m 

1 組 16 時 00 分 15 時 50 分 15 時 30 分 15 時 15 分 10 

キッズ

1000m 

2 組 16 時 15 分 16 時 05 分 15 時 45 分 15 時 30 分 13 

キッズ

1000m 

3 組 16 時 30 分 16 時 20 分 16 時 00 分 15 時 45 分 19 

1500m 1 組 16 時 45 分 16 時 35 分 16 時 15 分 16 時 00 分 17 

5000m 1 組 17 時 30 分 17 時 20 分 17 時 00 分 16 時 45 分 17 

5000m 2 組 18 時 10 分 18 時 00 分 17 時 40 分 17 時 25 分 14 

5000m 3 組 18 時 35 分 18 時 25 分 18 時 05 分 17 時 50 分 19 

5000m 4 組 19 時 00 分 18 時 50 分 18 時 30 分 18 時 15 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。 

・今回は運営の都合上、各組に配置するペースメーカーが前回よりも少なくなっております。目標タイムの

ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、ご友人等にお願いをして個人的に

引っ張ってもらうなどは一向に構いませんので、ご自由にカスタマイズしてください。 

・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。  

・組の移動を希望される場合は事前、または当日会場に来場された際にお早めにお伝えください。 

＜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                                          16 時 00 分スタート 

 

No. 氏名 ふりがな 所属 学年(カッコ

内は年齢) 

ゼッケン記載名 

1 平山可生 ひらやまかう 青空こども園 (5) ひらやまかう 

2 柴田樹人 しばたみきと 三本柳のスピードスターの弟 (6) 三本柳のスピードスターの弟 

3 中舘弥音 なかだてみと 善友保育園 (4) はしる４さいみとくん 

4 細川秀太 ほそかわしゅうた  1 しゅーた 

5 及川夢生花 おいかわめいは 奥州 AC 1 めいは 

6 柴田陽衣 しばたはるい 三本柳のスピードスター 2 三本柳のスピードスター 

8 田鎖竜比 たくさりりゅうび 仙北小学校 2 りゅうび 

9 山本来和 やまもとらいわ  2 らいわ 

10 関寛太 せきかんた  2 KANTA 

11 佐藤快音 さとうかいと 土淵小学校 2 かいと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



キッズ 1000m2 組目                       16 時 15 分スタート 

 

No. 氏名 ふりがな 所属 学年 ゼッケン記載名 

13 菅原颯世 すがわらさよ  3 さよ 

14 角田香子 かくたかおるこ 桜城小学校 3 Kaoruko 

15 齋藤結和 さいとうゆうわ 滝沢中央小学校 3 ゆうわ 

16 杣澤幸汰 そまざわこうた  3 仙北 

17 工藤真樹 くどうまさき  3 まさき 

18 千葉奏思 ちばそうし  4 そうし 

19 小川明鈴 おがわあかり サンビレ RC 4 あかり 

20 三條晴 さんじょうはるき サンビレ RC 4 HARUKI 

21 横田導 よこたどう 滝沢中央小学校 4 どう 

22 片野結菜 かたのゆいな 滝沢第二小学校 4 ゆいな 

23 佐藤大仁 さとうはるひと 滝沢中央小学校 4 はるひと 

24 赤間泰志 あかまたいし 青山小学校 4 たいし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



キッズ 1000m3 組目                      16 時 30 分スタート 

 

No. 氏名 ふりがな 所属 学年 ゼッケン記載名 

25 山崎瑞岬 やまざきみさき 青山小学校 4 みさき 

26 菅原昊士朗 すがわらこうしろう 仙北小学校 5 こうしろう 

27 田鎖帆南 たくさりはんな 仙北小学校 5 はんな 

28 山口幸希 やまぐちこうき 青山小学校 5 こうき 

29 川崎遥 かわさきはるか 大新小学校 5 HARU 

30 杣澤優花 そまざわゆうか 仙北小学校 5 仙北 

31 工藤寛睦 くどうひろむ 大更小学校 5 ひろむ 

32 工藤颯真 くどうそうま  5 そうま 

33 小川佳鈴 おがわかりん サンビレ RC 6 かりん 

34 菅原成哲 すがわらなりあき  6 なりあき 

36 畠山蓮央 はたけやまれおん サンビレ RC 6 れおん 

37 角田桜子 かくたさくらこ 桜城小学校 6 Sakurako 

38 横田衣 よこたころも 滝沢中央小学校 6 ころも 

39 山本比優 やまもとひゆう  6 ひゆう 

40 片野愛來 かたのあいら 滝沢第二小学校 6 あいら 

41 齋藤心和 さいとうしんわ 滝沢中央小学校 6 しんわ 

42 及川日向花 おいかわひなは 奥州 AC 6 ひなは 

43 伊藤素希 いとうもとき 奥州 AC 6 もとき 

44 工藤柚佳 くどうゆずか 大更小 6 ゆずか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1500m1 組目                          16 時 45 分スタート 

目標タイム：4 分 25 秒～7 分 5 秒 

ペースメーカー：①4 分 30 秒（72 秒/400m）②5 分 00 秒（80 秒/400m）③5 分 30 秒（88 秒/400m） 

No. 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン記載名 

101 菊地晴太 きくちせいた 紫波第一中学校 せいた 

102 小田島慶汰 おだしまけいた  けいた 

103 漆久保拓也 うるしくぼたくや  うるし 

104 菊地雅也 きくちまさや  まさや 

105 野田栞莉 のだしおり 花巻 AC しおり 

106 千田衛之介 ちだえいのすけ 岩手大学走友会 チダ 

107 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 

109 中舘弥寿夫 なかだてやすお 風と ao の美容室 走る美容師 

110 大森亮平 おおもりりょうへい 牛さんチーム 年中無休 

111 千葉義弘 ちばよしひろ  よしひろ 

112 田中祐輔 たなかゆうすけ 岩手木材興業株式会社 ゆうすけ 

113 山本康司 やまもとこうじ  こうじ 

114 伊藤岳 いとうたかし 七時雨トレイルランニングクラブ たかし 

115 菅原秀哲 すがわらひであき  ひであき 

116 高橋宏和 たかはしひろかず 花巻市 ひろかず 

117 中島温美 なかしまあつみ IWASPO-RC あつみ 

118 目移和行 めうつりかずゆき  かずゆき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5000m1 組目                          17 時 30 分スタート 

目標タイム：34 分 00 秒～21 分 40 秒 

ペースメーカー：①25 分 00 秒（5 分 00 秒/km）②23 分 00 秒（4 分 36 秒/km） 

③22 分 00 秒（4 分 24 秒/km） 

No. 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン記載名 

114 伊藤岳 いとうたかし 七時雨トレイルランニングクラブ たかし 

116 高橋宏和 たかはしひろかず 花巻市 ひろかず 

117 中島温美 なかしまあつみ IWASPO-RC あつみ 

129 吉川聡 よしかわさとし  さとし 

130 中村光一 なかむらこういち  なかこう 

131 三上のどか みかみのどか  のどか 

133 関誠之 せきのぶゆき 宮古健康倶楽部 SEKI 

134 田鎖雅之 たくさりまさゆき  まさゆき 

135 大谷昭文 おおたにあきふみ 宮古健康倶楽部 あきふみ 

136 杣澤正幸 そまざわまさゆき 仙北クラブ まさゆき 

137 角田元 かくたげん  げん 

138 菅原稔 すがわらみのる 仙北クラブ みのる 

139 岩崎彩花 いわさきあやか 久慈中学校 あやか 

140 関野俊彦 せきのとしひこ  としひこ 

141 川上博基 かわかみひろき チャガーズ ひろき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5000m2 組目                          18 時 10 分スタート 

目標タイム：20 分 00 秒～18 分 00 秒 

ペースメーカー：①20 分 00 秒（4 分 00 秒/km）②19 分 00 秒（3 分 48 秒/km） 

        ③18 分 00 秒（3 分 36 秒/km） 

No. 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン記載名 

128 今野広希 こんのひろき  ひろき 

142 細川翔平 ほそかわしょうへい  しょうへい 

143 佐々木啓之 ささきひろゆき トライアゲイン ひろゆき 

144 山崎哲雄 やまさきてつお  てつお 

145 戸埜村比菜 とのむらひな しらゆりレディース ひなひな 

146 村井寛之 むらいひろゆき  ひろゆき 

147 佐藤恭 さとうきょう  きょう 

148 大瀧あすか おおたきあすか  あすか 

149 藤村彰布 ふじむらあきのぶ  あきのぶ 

150 佐々木豊 ささきゆたか  ゆたか 

151 遠藤延寿 えんどうのぶひさ  ノブ 

152 柳村武史 やなぎむらたけし  たけし 

153 馬場貴之 ばばたかゆき 遠野 AC たかゆき 

154 吉田晃一 よしだこういち 釜石市駅伝クラブ 釜石市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5000m3 組目                          18 時 35 分スタート 

目標タイム：17 分 40 秒～17 分 20 秒 

ペースメーカー：17 分 30 秒（3 分 30 秒/km） 

No. 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン記載名 

102 小田島慶汰 おだしまけいた  けいた 

103 漆久保拓也 うるしくぼたくや  うるし 

107 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 

108 中村学 なかむらがく 宮古市陸協 がく 

110 大森亮平 おおもりりょうへい 牛さんチーム りょうへい 

111 千葉義弘 ちばよしひろ  よしひろ 

118 目移和行 めうつりかずゆき  かずゆき 

155 中村周平 なかむらしゅうへい  しゅうへい 

156 黒澤仁義 くろさわよしとも 黒沢塗工店 じんぎ 

157 中舘弥寿夫 なかだてやすお 風と ao の美容室 走る美容師 

158 渋谷良平 しぶやりょうへい  りょうへい 

159 遠藤凌平 えんどうりょうへい  りょうへい 

160 工藤政好 くどうまさよし  まさよし 

161 早川真 はやかわまこと イワスポ まこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5000m4 組目                          19 時 00 分スタート 

目標タイム：16 分 59 秒～15 分 00 秒 

ペースメーカー：15 分 00 秒（3 分 00 秒/km） 

No. 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン記載名 

104 菊地雅也 きくちまさや  まさや 

162 三浦頌太 みうらしょうた  しょうた 

163 岩崎泰平 いわさきたいへい 岩手大学 たいへい 

164 西舘直貴 にしだてなおき 一戸町陸協 なおき 

165 宮野芳樹 みやのよしき 岩手大学 よしき 

166 昆直樹 こんなおき  こん 

167 伊藤光也 いとうこうや JR 東日本 盛岡支社 こうや 

168 菊地裕 きくちゆたか 紫波郡陸協 ゆたか 

169 伊藤玄 いとうげん 岩手大学 げん 

170 杉山里空 すぎやまりく  りく 

171 照井浩章 てるいひろあき 岩手大学 ひろあき 

172 西郷孝一 さいごうたかひと  たかひと 

173 関根芳樹 せきねよしき 八幡平市陸協 よしき 

174 長澤晃也 ながさわこうや チームネクサス 5 

175 阿部健裕 あべけんゆう  けんゆう 

176 柴田良幸 しばたよしゆき チームネクサス よしゆき 

177 阿部佑真 あべゆうま 岩手大学 ゆうま 

178 吉川幸汰 きっかわこうた 岩手大学 こうた 

179 吉田拓郎 よしだたくろう 岩手大学 たくろう 

 


