
※平成30年3月29日現在

※順不同

青森県 宮城県 福島県

セントラルフィットネスクラブ 弘前 ジョイフィット 石巻 スポーツクラブ ルネサンス いわき

セントラルフィットネスクラブ 八戸 ジョイフィット 仙台泉 スポーツクラブ ルネサンス 郡山　

ジョイフィット 八戸 ジョイフィット24 仙台泉中央 セントラルフィットネスクラブ 郡山

フィットネスクラブウィング 弘前 セントラルウェルネスクラブ 南小泉 アルペンクイックフィットネス 郡山フェスタ

フィットネスクラブウィング 八戸 セントラルウェルネスクラブ 北仙台 ジョイフィット 福島瀬上

フィットネスクラブウィング 青森 セントラルフィットネスクラブ 仙台 ジョイフィット 福島大森

ホリデイスポーツクラブ 弘前 セントラルフィットネスクラブ 仙台泉中央 ジョイフィット 須賀川

秋田県 スポーツクラブ ルネサンス 仙台泉中央 ジョイフィット アピタ会津

セントラルスポーツクラブ 横手 コナミスポーツクラブ 仙台長町 ジョイフィット いわき内郷

セントラルフィットネスクラブ 秋田 スポーツクラブ ルネサンス 仙台長町南 ジョイフィット いわき鹿島

セントラルスポーツクラブ 土崎 グラン・スポール エグゼ一番町 ジョイフィット いわき錦

ホリデイスポーツクラブ 秋田 グラン・スポール 上杉 ジョイフィット 福島泉

岩手県 グラン・スポール 八幡 ジョイフィット 郡山

セントラルフィットネスクラブ 盛岡 グラン・スポール あすと長町 スポーツクラブ・ライフ

ジョイフィット 盛岡青山駅前 フィットネスクラブ　ソプラティコ 仙台 セントラルウェルネスクラブ 福島

ジョイフィット 花巻 イオンスポーツクラブ仙台泉大沢店 栃木県

コナミスポーツクラブ 北上 イオンフィットネススタジオ 仙台中山 ジョイフィット 小山犬塚

パウ スポーツクラブ 盛岡 ライフフィットスポーツ ジョイフィット イオンタウン佐野

スポーツクラブ アクトス 盛岡 INSPA（インスパ）仙台一番町 セントラルスポーツクラブ 宇都宮

イオンスポーツクラブ 盛岡南 スポーツメイト白石蔵王 セントラルスポーツクラブ 南宇都宮

ホリデイスポーツクラブ 盛岡 スポーツクラブ ルネサンス 仙台南光台 セントラルフィットネスクラブ 宇都宮

山形県 茨城県 セントラルスポーツクラブ 佐野

ジョイフィット 山形あかねヶ丘 セントラルフィットネスクラブ日立 スポーツクラブ　ベル・フィットネス

ジョイフィット 天童 スポーツクラブ　ルネサンス水戸 蔵の街スポーツクラブ

ジョイフィット 東根 スポーツクラブ　ルネサンス竜ヶ崎ニュータウン フィットネスクラブ バーデやなせ

スポーツクラブ＆スパ ルネサンス  山形 ATLAS (アトラス)　Fitness&Hotspring IPSスポーツクラブ

セントラルフィットネスクラブ 東根 フィットネスクラブ　スパーク青葉 アンタレス スポーツクラブ

トップロード ジョイフルアスレティッククラブ　土浦 サンプラザフィットネスクラブ ウインズ栃木

スポーツクラブ プラスワン さかた ジョイフルアスレティッククラブ　守谷 サンプラザフィットネスクラブ ウインズ小山

スポーツクラブ プラスワン つるおか ジョイフィット つくば竹園

ジョイフィット 高萩

ヴィスポ　スポーツスクエアつくば

コスモスポーツ

スポプラネクスト　つくば

東北・みやぎ復興マラソン2018　募集パンフレット　配布先

スポーツクラブ

下記の施設へエントリー募集パンフレット設置を依頼しておりますが、
部数の不足等により置いていない場合がございます。予めご了承ください。



宮城県 青森県 福島県

宮城広瀬総合運動場体育館 八戸市東体育館 福島市国体記念体育館

青葉体育館 青森県武道館 あづま総合運動公園あづま総合体育館

仙台市泉総合運動場体育館 弘前市民体育館 あいづ総合体育館

シェルコムせんだい(仙台市屋内グラウンド) 七戸体育館 白河市しらさかの森スポーツ公園

七北田公園体育館 東北町北総合運動公園総合トレーニングセンター 須賀川市民スポーツ会館

仙台市泉海洋センター体育館 岩手県 田村市総合体育館

カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) 岩手県営体育館 本宮市白沢公民館

仙台市秋保体育館 盛岡体育館 上野台体育館

宮城野体育館(元気フィールド仙台) 岩手県勤労身体障がい者体育館 大玉村役場　総務課

出花体育館 一関総合体育館 西郷村民体育館

宮城県障害者総合体育センター体育館 奥州市総合体育館 東京都

仙台市若林体育館 江刺中央体育館 東京武道館

石巻市総合体育館 紫波町総合体育館 足立区総合スポーツセンター体育館

石巻市総合運動公園 矢巾町民総合体育館 スイムスポーツセンター体育館

大崎市古川総合体育館 秋田県 花畑地域学習センター

大崎市田尻総合体育館 合川体育館 梅田地域学習センター

一栗体育館 秋田県立田沢湖スポーツセンター体育館 中央本町地域学習センター

栗原市役所 鴬沢総合支所 鶯沢公民館 大仙市ふれあい体育館 荒川総合スポーツセンター

栗原市築館総合運動公園体育館 能代市総合体育館 あらかわ遊園スポーツハウス

気仙沼市総合体育館(ケー・ウェーブ) 増田体育館 東板橋体育館

塩釜ガス体育館 横手市立横手体育館 赤塚体育館

多賀城市総合体育館 山形県 上板橋体育館

富谷町総合運動公園内スポーツセンター 南部体育館 小豆沢体育館

中田総合体育館「なかだアリーナ」 山形県武道館 江戸川区総合体育館

色麻町民体育館 蔵王体育館 大森スポーツセンター

ベルサンピアみやぎ泉 福祉体育館 葛飾区水元体育館

大和町総合運動公園総合体育館 尾花沢市体育館 葛飾区総合スポーツセンター体育館

村田町民体育館 鶴岡市小真木原総合体育館 北区滝野川体育館

南郷体育館 山形県総合運動公園総合体育館 北区立神谷体育館

松島町B&G海洋センター 南陽市民体育館 東京都障害者総合スポーツセンター

利府町総合体育館 中山町総合体育館 江東区スポーツ会館

宮城県総合運動公園総合体育館 BumB東京スポーツ文化館

公共スポーツ施設



北海道 埼玉県 愛知県

スポーツオーソリティ 札幌苗穂店 スポーツオーソリティ 与野店 スポーツオーソリティ 常滑店

スポーツオーソリティ 旭川西店 スポーツオーソリティ 浦和美園店 スポーツオーソリティ ワンダーシティー店

スポーツオーソリティ 苫小牧店 スポーツオーソリティ 羽生店 スポーツオーソリティ 三好店

スポーツオーソリティ 新札幌カテプリ店 スポーツオーソリティ 熊谷店 スポーツオーソリティ 木曽川店

スポーツオーソリティ 札幌平岡店 スポーツオーソリティ 北戸田店 スポーツオーソリティ 岡崎店

スポーツデポ 大曲店 スポーツオーソリティ 川越南古谷店 スポーツオーソリティ 東浦店

スポーツデポ 宮の沢店 スポーツオーソリティ 川口店 スポーツオーソリティ 守山店

スポーツデポ 光星店 スポーツオーソリティ 越谷レイクタウン店 スポーツオーソリティ 熱田店

スポーツデポ 厚別東店 スポーツオーソリティ 狭山店 スポーツオーソリティ 大高店

スポーツデポ 岩見沢店 スポーツオーソリティ 春日部店 スポーツオーソリティ 長久手店

スポーツデポ 釧路店 スポーツデポ 行田持田インター店 スポーツデポ 小牧店

スポーツデポ 帯広店 スポーツデポ 北本店 スポーツデポ 東浦店

スポーツデポ 北見店 アルペン ミエルかわぐち店 スポーツデポ みなと稲永駅前店

スポーツデポ 旭川永山店 アルペン デオシティ新座店 スポーツデポ 山王店

アルペン 千歳店 アルペン 岩槻店 スポーツデポ 砂田橋店

アルペン 小樽店 アルペン 秩父店 スポーツデポ 有松インター店

アルペン 函館梁川店 ステップスポーツ 大宮店 スポーツデポ 名西店

アルペン 音更店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ ウニクス上里店 スポーツデポ 名古屋南店

宮城県 ヒマラヤスポーツ モラージュ菖蒲店 スポーツデポ 豊橋店

スポーツオーソリティ 利府店 ヒマラヤスポーツ 新座店 スポーツデポ 豊川店

スポーツオーソリティ 仙台中山店 茨城県 スポーツデポ 西尾店

スポーツオーソリティ 名取店 スポーツオーソリティ 新ひたちなか店 スポーツデポ 蟹江店

スポーツデポ 仙台新港店 スポーツオーソリティ 水戸オーパ店 スポーツデポ 一宮店

スポーツデポ 仙台泉店 スポーツオーソリティ 水戸内原店 アルペン 長久手店

ネクサス 南方店 スポーツオーソリティ つくば店 アルペン 岡崎店

ステップスポーツ 仙台店 スポーツオーソリティ 下妻店 アルペン 一社店

青森県 スポーツオーソリティ 土浦店 ステップ陸上 名古屋店

スポーツオーソリティ つがる柏店 スポーツデポ ひたちなか店 ヒマラヤスポーツ 春日井店

スポーツオーソリティ 下田店 スポーツデポ イオンタウン水戸南店 ヒマラヤスポーツ ピアゴ ラ フーズコア長久手南店

スポーツデポ 青森店 スポーツデポ ひたち野うしく店 ヒマラヤスポーツ イオンモール新瑞橋店

タケダスポーツ 下田店 スポーツデポ イオンタウン守谷店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 東海店

タケダスポーツ むつ店 アルペン アクロスプラザ神栖店 ヒマラヤスポーツ 半田店

タケダスポーツ 堤橋店 アルペン 学園東大通り店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ リブレ豊田元宮店

タケダスポーツ 弘前店 栃木県 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 蒲郡店

タケダスポーツ 柏店 スポーツオーソリティ 佐野新都市店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ アピタ稲沢店

岩手県 スポーツデポ ベルモール宇都宮店 広島県

スポーツオーソリティイオンタウン 釜石店 スポーツデポ アシコタウン足利店 スポーツオーソリティ 広島府中店

スポーツオーソリティ 盛岡店 スポーツデポ 栃木店 スポーツオーソリティ 広島祇園店

スポーツデポ 一関中里店 スポーツデポ ハーヴェストウォーク小山店 スポーツオーソリティ 広島店

スポーツデポ 盛岡南店 アルペン 西那須野店 スポーツデポ 広島八木店

ネクサス 一関店 群馬県 スポーツデポ 福山店

ネクサス 水沢店 スポーツオーソリティ 太田店 アルペン 三原店

ネクサス 花巻店 スポーツデポ 高崎店 ステップスポーツ 広島店

ネクサス 仙北店 スポーツデポ 前橋吉岡店 ヒマラヤスポーツ 広島商工センター店

ネクサス 北上店 スポーツデポ パワーモールおおた店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 尾道店

タケダスポーツ 二戸店 スポーツデポ ガーデン前橋店 ヒマラヤスポーツ ゆめタウンみゆき店

タケダスポーツ 青山店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 高崎店 ヒマラヤスポーツ フジグラン三原店

タケダスポーツ 花巻店 ヒマラヤスポーツ マーケットシティ桐生店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ フジグラン東広島店

タケダスポーツ 水沢店 ヒマラヤスポーツ フジグラン神辺店

タケダスポーツ 宮古店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 呉駅前店

タケダスポーツ 釜石店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ フジグラン広島店

スポーツショップ



秋田県 千葉県 大阪府

スポーツオーソリティ 秋田店　 スポーツオーソリティイオンタウンユーカリが丘店 スポーツオーソリティ デュー阪急山田店

スポーツデポ 秋田茨島店 スポーツオーソリティ津田沼店 スポーツオーソリティ コムボックス光明池店

アルペン メルシティ潟上店 スポーツオーソリティ松戸店 スポーツオーソリティ りんくう泉南店

ネクサス 横手店 スポーツオーソリティ成田店 スポーツオーソリティ 四条畷店

ネクサス 由利本荘店 スポーツオーソリティボンベルタ成田店 スポーツオーソリティ 堺鉄砲町店

タケダスポーツ 秋田店 スポーツオーソリティ八千代緑が丘店 スポーツデポ 新大阪店

タケダスポーツ 大館店 スポーツオーソリティ野田店 スポーツデポ 天王寺店

タケダスポーツ 大曲店 スポーツオーソリティ 幕張新都心店 スポーツデポ 住之江店

タケダスポーツ 能代店 スポーツオーソリティ 市川店 スポーツデポ 東大阪長田店

タケダスポーツ 鹿角店 スポーツオーソリティ 木更津店 スポーツデポ りんくう店

タケダスポーツ 湯沢店 スポーツデポ　千葉ニュータウン店 スポーツデポ みのおキューズモール店

山形県 スポーツデポ　ショップス市川店 スポーツデポ フォレオ枚方店

スポーツデポ 山形店 スポーツデポ　成田美郷台店 スポーツデポ 羽曳野西浦店

ネクサス イオンタウン酒田店 スポーツデポ ワンズモール千葉長沼店 スポーツデポ 和泉中央店

タケダスポーツ 山形清住店 スポーツデポ 野田船形店 ステップ 陸上本店

タケダスポーツ 米沢店 スポーツデポ 南流山店 ステップスポーツ 大阪店

福島県 スポーツデポ 柏沼南店 ステップ 陸上大阪店

スポーツオーソリティ イオンタウン郡山店 スポーツデポ 市原五井店 ヒマラヤスポーツ 茨木店

スポーツデポ 郡山フェスタ店 スポーツデポ 木更津金田店 ヒマラヤスポーツ 堺三国ヶ丘店

石川県 スポーツデポ 茂原店 ヒマラヤスポーツ&ゴルフ 堺インター店

スポーツオーソリティ 松任店 アルペン イオンタウン館山店 ヒマラヤスポーツ 泉大津店

スポーツオーソリティ 新小松店 アルペン　東金店 福岡県

スポーツデポ 金沢鞍月店 ステップスポーツ 千葉店 スポーツオーソリティ 福津店

スポーツデポ 金沢大桑店 ステップスポーツ 柏店 スポーツオーソリティ 大牟田店

アルペン 小松沖町店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ ユニモちはら台店 スポーツオーソリティ 小郡店

ステップスポーツ 金沢店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ イオンモール千葉ニュータウン店 スポーツオーソリティ 直方店

山梨県 神奈川県 スポーツオーソリティ 福岡伊都店

スポーツデポ 甲府店 スポーツオーソリティ 上大岡店 スポーツオーソリティ 福岡店

スポーツデポ 甲府昭和インター店 スポーツオーソリティ MARK IS みなとみらい店 スポーツオーソリティ 若松店

スポーツデポ フォレストモール富士河口湖店 スポーツオーソリティ 港北ニュータウン店 スポーツデポ 久留米櫛原店

東京都 スポーツオーソリティ 秦野店 スポーツデポ 小倉東インター店

スポーツオーソリティ 葛西店 スポーツオーソリティ 西橋本店 スポーツデポ スペースワールド駅前店

スポーツオーソリティ ビーンズ赤羽店 スポーツデポ 厚木下荻野店 スポーツデポ 大宰府インター店

スポーツオーソリティ 多摩センター店 スポーツデポ 川崎店 スポーツデポ フォレストシティ春日白水店

スポーツオーソリティ 府中店 スポーツデポ 相模原店 スポーツデポ 福岡香椎店

スポーツデポ 南砂町スナモ店 スポーツデポ 港北みなも店 スポーツデポ マリノアシティ福岡店

スポーツデポ ぐりーんうぉーく多摩店 スポーツデポ 平塚田村店 ステップスポーツ 福岡店

スポーツデポ 府中四谷店 スポーツデポ 小田原店 ヒマラヤスポーツ 福岡新宮店

スポーツデポ 昭島店 アルペン 横浜岡津店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 飯塚店

アルペン 高井戸店 アルペン 川崎野川店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ イオンモール筑紫野店

アルペン 東大和店 アルペン 藤沢菖蒲沢店 ヒマラヤスポーツ&ゴルフ くりえいと宗像店

アルペン 練馬関町店 ステップスポーツ 横浜店 ヒマラヤスポーツ&ゴルフ コスタ行橋店

ステップ 陸上東京店 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ サクラス戸塚店 ヒマラヤスポーツ&ゴルフ 八幡西店

ステップスポーツ 東京本店 沖縄県

ステップスポーツ 新宿店 スポーツオーソリティ 沖縄ライカム店

ステップスポーツ 町田店 スポーツデポ 豊崎店

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 木場店 スポーツデポ天久店

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 葛飾奥戸店 スポーツデポ具志川店

スポーツデポ名護店

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフイオン名護店

ヒマラヤスポーツ沖縄北谷店

スポーツショップ


