
第 3 回 IWATE GRASS-Lot RACE 

＜日時＞ 2021 年 5 月 29 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 

1500m 1 組 16 時 00 分 15 時 50 分 15 時 30 分 15 時 15 分 19 

キッズ

1000m 

1 組 16 時 25 分 16 時 15 分 15 時 55 分 15 時 40 分 10 

キッズ

1000m 

2 組 16 時 45 分 16 時 35 分 16 時 15 分 16 時 00 分 10 

5000m 1 組 17 時 20 分 17 時 10 分 16 時 50 分 16 時 35 分 20 

5000m 2 組 18 時 05 分 17 時 55 分 17 時 35 分 17 時 20 分 21 

5000m 3 組 18 時 40 分 18 時 30 分 18 時 10 分 17 時 55 分 18 

＜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。  

・人数の都合上、ペースメーカーの設定タイムがご自身の目標タイムから大きく離れている場合がございま

す。前後の組への移動は可能ですので、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。ご友人のサポートなど、飛び入りのペースメーカー参加は大歓迎です。 

＜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/


1500m1 組目                          16 時 00 分スタート 

目標タイム：5 分 45 秒～4 分 05 秒 

ペースメーカー： ①5 分 30 秒(88 秒/400m)  ②5 分 00 秒(80 秒/400m)   

③４分 30 秒(72 秒/400m)  ③4 分 05 秒(65 秒/400m) 

No. 氏 名 カナ氏 カナ名 所属 ゼッケン名 

51 小川 佳鈴 オガワ カリン  Karin 

52 工藤 柚佳 クドウ ユズカ  Yuzuka 

53 千田 栄幸 チダ エイコウ 奥州きらめきＲＣ ヱヰキ 

54 横谷 哲禎 ヨコヤ アキヨシ  Akiyoshi 

55 工藤 大地 クドウ ダイチ  Daichi 

56 中塚 英慈 ナカツカ エイジ  Eiji 

57 大森 亮平 オオモリ リョウヘイ 岩手大学農学部 Ryohei 

58 田代 絢斗 タシロ ケント  Kento 

59 千田 衛之介 チダ エイノスケ 岩手大学走友会 ちだ 

60 平山 貴士 ヒラヤマ タカシ 走る家具屋ホルツ 走る家具屋ホルツ 

61 山口 佳生 ヤマグチ ヨシキ  Yoshiki 

62 阿部 智樹 アベ トモキ  Tomoki 

63 中舘 弥寿夫 ナカダテ ヤスオ 風と ao の美容室 走る美容師 

64 山本 雄太郎 ヤマモト ユウタロウ JA 岩手県中央会 ゆーきゃん 

65 遠藤 延寿 エンドウ ノブヒサ 岩手 PCO Nobuhisa 

66 西舘 直貴 ニシダテ ナオキ 一戸町陸協 Naoki 

67 太田 陽之 オオタ ハルユキ 花巻 AC 太田陽之 

68 小橋 新 コバシ アラタ 久慈市陸協 Kobashi 

69 畠山 浩熙 ハタケヤマ ヒロキ Ｔｰ Nex はたけ 

 

 

 

 

 

 

 

 



◇キッズ 1000m1 組目                                          16 時 25 分スタート 

 

No. 氏 名 カナ氏 カナ名 学年 所属 ゼッケン名 

1 中舘 弥音 ナカダテ ミト 4Y  走るみとくん 4 才 

2 平山 可生 ヒラヤマ カウ 1 大新小学校 カウボーイ 

3 照井 滉太 テルイ コウタ 1  Kota 

4 澤久保 心春 サワクボ  2 サンビレ RC 澤久保心春 

5 黒木 天喜 クロキ タノシ 2 緑ヶ丘小学校 Tanoshi 

6 野尻 璃久 ノジリ リク 3  Riku 

7 五十嵐 杏奈 イガラシ アンナ 3  Anna 

8 黒木 天晴 クロキ ハレル 4 緑ヶ丘小学校 Hareru 

9 杣澤 幸汰 ソマザワ コウタ 4 仙北小学校 Kota 

10 工藤 真樹 クドウ マサキ 4  Masaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



キッズ 1000m2 組目                       16 時 45 分スタート 

 

No. 氏 名 カナ氏 カナ名 学年 所属 ゼッケン名 

11 千葉 奏思 チバ ソウシ 5 サンビレ そうし 

12 小川 明鈴 オガワ アカリ 5 サンビレ RC Akari 

13 澤久保 昊梛 サワクボ  5 サンビレ RC 澤久保昊梛 

14 宮守 賀輝 ミヤモリ ヨシキ 5 サンビレ RC Yoshiki 

15 諏訪 想来 スワ ソラ 5  Sora 

16 山崎 瑞岬 ヤマザキ ミサキ 5 青山小学校 Misaki 

17 高村 友音 タカムラ  5   

18 伊藤 桜音 イトウ サラ 5  Sara 

19 五十嵐 陽希 イガラシ ハルキ 6 サンビレ RC Haruki 

20 工藤 颯真 クドウ ソウマ 6  Soma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5000m1 組目                          17 時 20 分スタート 

目標タイム：30 分 00 秒～19 分 30 秒 

ペースメーカー：①30 分 00 秒(6 分 00 秒/km) ②24 分 00 秒(4 分 48 秒/km) 

        ③20 分 00 秒(4 分 00 秒/km) 

No. 氏 名 カナ氏 カナ名 所属 ゼッケン名 

71 杣澤 正幸 ソマザワ マサユキ  Masayuki 

72 中島 優介 ナカシマ ユウスケ  Yusuke 

74 中村 光一 ナカムラ コウイチ  なかこう 

75 駿河 陽一 スルガ ヨウイチ  Yoichi 

76 照井 和也 テルイ カズヤ  Kazuya 

77 吉田 猛史 ヨシダ タケシ  Takeshi 

78 菅原 稔 スガワラ ミノル 仙北クラブ Minoru 

79 関 誠之 セキ ノブユキ 宮古健康倶楽部 SEKI 

80 三浦 康次郎 ミウラ コウジロウ  Kojiro 

81 大谷 昭文 オオタニ アキフミ 宮古健康倶楽部 宮古健康倶楽部 

54 横谷 哲禎 ヨコヤ アキヨシ  Akiyoshi 

82 加藤 郁治 カトウ クニハル 盛岡アスリーツ 3 

59 千田 衛之介 チダ エイノスケ 岩手大学走友会 ちだ 

83 中島 温美 ナカシマ アツミ  Atsumi 

84 山下 浩樹 ヤマシタ ヒロキ  やまちゃん 

53 千田 栄幸 チダ エイコウ 奥州きらめきＲＣ ヱヰキ 

85 扇子 美和 オオギ ミワ 岩手大学 Miwa 

86 小林 瑞季 コバヤシ ミズキ 岩手大学 Mizuki 

 

 

 

 

 

 

 

 



5000m2 組目                          18 時 05 分スタート 

目標タイム：19 分 10 秒～17 分 20 秒 

ペースメーカー： ①19 分 00 秒(3 分 48 秒/km) ①18 分 30 秒(3 分 42 秒/km)  

②17 分 30 秒(3 分 30 秒/km) 

No. 氏 名 カナ氏 カナ名 所属 ゼッケン名 

56 中塚 英慈 ナカツカ エイジ  Eiji 

87 佐藤 恭 サトウ キョウ  きょう 

88 兀下 敏幸 ハゲシタ トシユキ 牛久走友会 HAGESHITA 

89 澤藤 拓野 サワフジ タクヤ  Takuya 

90 渋谷 みお シブヤ ミオ  Mio 

91 藤村 彰布 フジムラ アキノブ  Akinobu 

92 徳永 創 トクナガ ハジメ 奥中山ＲＣ Hajime 

93 山影 智美 ヤマカゲ トモミ  Tomop 

94 伊藤 貫慈 イトウ カンジ  Kanji 

95 戸埜村 比菜 トノムラ ヒナ  ひなひな 

96 宮崎 真 ミヤザキ マコト 岩手県庁走友会 Makoto 

97 村井 寛之 ムライ ヒロユキ  Hiroyuki 

98 石母田 拓也 イシモタ タクヤ  モッチー 

57 大森 亮平 オオモリ リョウヘイ 岩手大学農学部 Ryohei 

58 田代 絢斗 タシロ ケント  Kento 

99 田中 祐輔 タナカ ユウスケ  Yusuke 

66 西舘 直貴 ニシダテ ナオキ 一戸町陸協 Naoki 

100 柳村 武史 ヤナギムラ タケシ 水土里ネット 三回目の正直 

101 黒澤 仁義 クロサワ ヨシトモ 黒沢塗工店＋七時雨＋宮古駅伝部 じんぎちゃん 

63 中舘 弥寿夫 ナカダテ ヤスオ 風と ao の美容室 走る美容師 

102 中村 学 ナカムラ ガク 宮古 EKIDEN クラブ Gaku 

 

 

 

 

 



5000m3 組目                          18 時 40 分スタート 

目標タイム：17 分 00 秒～14 分 55 秒 

ペースメーカー：①17 分 00 秒(3 分 24 秒/km)  ①16 分 30 秒(3 分 18 秒/km)  

②15 分 00 秒（3 分 00 秒/km）  

No. 氏 名 カナ氏 カナ名 所属 ゼッケン名 

70 阿部 健裕 アベ ケンユウ  Kenyu 

73 菊池 諒介 キクチ リョウスケ  Ryosuke 

103 漆久保 拓也 ウルシクボ タクヤ 久慈市陸協 うるし 

65 遠藤 延寿 エンドウ ノブヒサ 岩手 PCO Nobuhisa 

104 昆 直樹 コン ナオキ  こん 

67 太田 陽之 オオタ ハルユキ 花巻 AC 太田陽之 

105 佐々木 一基 ササキ カズキ 遠野市役所 Kazuki 

106 橘 大輔 タチバナ ダイスケ 遠野マスターズ Daisuke 

107 三浦 頌太 ミウラ ショウタ  Shota 

108 一倉 丈輝 イチクラ タケキ  Takeki 

109 遠藤 由也 エンドウ ヨシナリ  Yoshinari 

110 伊藤 光也 イトウ コウヤ JR 東日本盛岡支社 Koya 

111 佐藤 匠 サトウ タクミ 南部鉄工建設 RC TUMI 

112 武田 法応 タケダ ノリマサ tryagainRC のりお 

113 立花 光星 タチバナ コウセイ T-Nex Kosei 

114 関根 芳樹 セキネ ヨシキ 八幡平市陸協 Yoshiki 

115 杉山 里空 スギヤマ リク  Riku 

116 布谷 基 ヌノヤ モトイ  もつ 

68 小橋 新 コバシ アラタ 久慈市陸協 Kobashi 

69 畠山 浩熙 ハタケヤマ ヒロキ Ｔｰ Nex はたけ 

 

 

 

 

 


