
第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女3000m 1組 スタート時刻　9:30

ペースメーカー：A 山田 孝志(12:00)、B 大渕 芽亜里(13:00)、C 大塚 誠(15:00)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 横谷 哲禎 ヨコヤ アキヨシ AKIYOSHI

2 芝原 大貴 シバハラ ダイキ SHIBA

3 佐藤 若葉 サトウ ワカバ 仙台二華 WAKABA

4 高橋 葵 タカハシ アオイ 仙台二華 AOI

5 宇都宮 佳奈 ウツノミヤ カナ 仙台二華 KANA

6 吉岡 利紗 ヨシオカ リサ 古川黎明高校 RISA

7 鈴木 秀明 スズキ ヒデアキ 仙台走爽会 suzuki-hideaki

8 舘下 利彦 タテシタ トシヒコ TOSHIHIKO

9 水上 玲奈 ミズカミ レナ mizukamilena

10 菅野 花 カンノ ハナ 柴田高校 HANA

11 阿部 百香 アベ ユカ ジョイフィット石巻会員 abeyuka

12 本田 小雪 ホンダ コユキ 仙台一中 KOYUKI

13 長谷川 柚紀 ハセガワ ユズキ 仙台一中 YUZUKI

14 飯田 由美子 イイダ ユミコ yumiko

15 小野 裕亮 オノ ヒロアキ HASHIRU ono

16 植野 歩未 ウエノ アユミ UenoAyumi

17 藤田 政子 フジタ マサコ RANRAN

18 皆川 大樹 ミナガワ ダイキ MINAGAWA

19 宮田 盟子 ミヤタ メイコ meiko

20 菅原 美幸 スガワラ ミユキ ANCHOR仙台 SUGA_PARA



第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女3000m 2組 スタート時刻　9:50

ペースメーカー：A 柴田 勇助(11:00)、B 正岡 隼(11:20)、C 藤田 学(11:40)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 湯本 琉平 ユモト リュウヘイ 仙台二華 RYUHEI

2 工藤 大知 クドウ タイチ 仙台二華 TAICHI

3 石川 陽春 イシカワ ハルト 仙台二華 HARUTO

4 鈴木 朝陽 スズキ アサヒ 仙台二華 ASAHI

5 小関 祐也 コセキ ユウヤ 仙台二華 YUYA

6 坂本 優奈 サカモト ユウナ 古川黎明高校 YUNA

7 柳澤 真緒那 ヤナギサワ マオナ 古川黎明高校 MAONA

8 佐々木 愛希 ササキ マナキ 古川黎明高校 MANAKI

9 伊東 哲哉 イトウ テツヤ ITO-TETSUYA

10 笠井 玲央 カサイ レオ gs-haruhito3

11 今野 太良 コンノ タイラ JA taira

12 阿部 和明 アベ カズアキ ABEKAZUAKI

13 川村 菜津美 カワムラ ナツミ natsumi

14 菅原 大助 スガワラ ダイスケ 仙台市役所 sugawara

15 寒河江 夏輝 サガエ ナツキ NATUKI

16 金田 裕里 カネタ ユウリ KANETA

17 伴田 亮介 バンダ リョウスケ VANDA

18 佐藤 美月 サトウ ミヅキ 仙台大学 MIZUKI

19 磯田 洋志 イソダ ヒロシ かとうや OPPE

20 金丸 姫菜 カナマル ヒメナ ふくしま持久力 himena

21 服部 美里 ハットリ ミサト 0241福島持久力 misato

22 鬼柳 広樹 オニヤナギ ヒロキ 花巻AC ONIYANAGI

23 阿部 文洋 アベ フミヒロ FUMIHIROABE

24 栁松 千津 ヤマギマツ チヅ 仙台視覚障害RC chizu

25 横山 香里奈 ヨコヤマ カリナ 高森中学校 KARINA



第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女3000m 3組 スタート時刻　10:05

ペースメーカー：A 比企野 創典(10:00)、B 熊谷 真吾(10:20)、C 三宅 陸斗(10:40)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 鎌田 凛空 カマタ リク 仙台二華 RIKU

2 小室 貴寛 コムロ タカヒロ CCBJI comcom

3 本間 洋行 ホンマ ヒロユキ 霞城ＥＲＣ HONMA

4 高橋 靖俊 タカハシ ヤストシ yasu

5 菊池 優志 キクチ マサシ 成田中 MASA

6 堤 舜 ツツミ シュン SHUN

7 遠藤 悟 エンドウ サトル ENDO

8 玉渕 克 タマブチ マサル HASHIRU HASHIRU

9 佐藤 美空 サトウ ミク ふくしま持久力 MIKU

10 金丸 哲 カナマル サトシ KANAMARU

11 今野 陽一 コンノ ヨウイチ Yoichi

12 伊藤 夕梛 イトウ ユナ YUNA

13 渡邊 楓佳 ワタナベ フウカ watanabefuka

14 柴田 貴之 シバタ タカユキ ユナイテッドアスリーツ SHIBATAKA

15 瀬戸 悠理 セト ユウリ ふくしま持久力 SETOYUURI

16 村上 晴人 ムラカミ ハルト 仙台一中 HARUTO

17 針生 武憲 ハリウ タケノリ 仙台一中 TAKENORI

18 照井 和殿 テルイ カズト 仙台大学 KAZUTO

19 伊藤 隆之 イトウ タカユキ T-ITOH

20 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

21 鈴木 唯斗 スズキ ユイト チーム気仙沼市 yuito

22 佐藤 寛幸 サトウ ヒロユキ HIROYUKI

23 小谷野 繁樹 コヤノ シゲキ ふくしま持久力 KOYANO

24 伊藤 千尋 イトウ チヒロ 宮城県柴田高校 Chihiro

25 鈴木 裕美 スズキ ヒロミ 福島持久力 HIROMI

26 中間 茂雄 ナカマ シゲオ 水ランRedBlu’s NAKAMA



第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女3000m 4組 スタート時刻　10:20

ペースメーカー：A 一條 博海(9:10)、B 佐々木 拓朗(9:30)、C 菊地 春紀(9:50)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 仲原 祐樹 ナカハラ ユウキ UDC NAKAHARA

2 小川 和輝 オガワ カズキ 神町自衛隊 OGAWA

3 杉本 智紀 スギモト トモキ 仙台二華 TOMOKI

4 佐々木 俊太 ササキ シュンタ 仙台二華 SYUNTA

5 横山 剛士 ヨコヤマ タケシ TAKESHI

6 佐藤 優太郎 サトウ ユウタロウ 七転八起 YUTA

7 大和 凌 ヤマト リョウ ryo

8 高石 眞央 タカイシ マヒロ 広瀬川RC LO_Oz333

9 宮本 周 ミヤモト シュウ Miyamoto

10 クロッカー 蘇恩 クロッカー ショオン しらかし台中学校 CrockerShaun

11 鈴木 衛 スズキ マモル 広瀬川ＲＣ MAMO

12 佐々木 智典 ササキ トモノリ 広瀬川ＲＣ（準） NORI

13 工藤 淳一 クドウ ジュンイチ たんぽぽＲＣ jun

14 佐藤 創平 サトウ ソウヘイ チーム気仙沼 sohei

15 松田 有史 マツダ ナオシ 河北町駅伝チーム WMD

16 小林 俊介 コバヤシ シュンスケ Kobayashi

17 及川 颯太 オイカワ ハヤタ 蛇田中学校 HAYATA

18 高橋 恵生 タカハシ ケイ 仙台西高校 KEI



第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女3000m 5組 スタート時刻　10:35

ペースメーカー：A 郡山 京梧(8:45)、B 阿部 陽向(9:00)、C 千石 優太(9:15)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 櫻井 響 サクライ ヒビキ 石巻西高等学校 sakurai

2 松田 脩 マツタ シュウ 県立福島高校 MATSUTA

3 新田 裕貴 ニッタ ユウキ nitta

4 粟野 峻 アワノ シュン 神町自衛隊 AWANO

5 山本 崚介 ヤマモト リョウスケ MAX PJT RYOSUKE

6 菅野 辰也 カンノ タツヤ あぶくまAC TATSUYA

7 佐藤 亮平 サトウ リョウヘイ 古川黎明高校 RYOHEI

8 溝井 涼雅 ミゾイ リョウマ きくちみきTC RyoMa

9 玉應 希築 タマオウ キズキ 仙台大学 KIZUKI

10 及川 佑樹 オイカワ ユウキ 仙台大学 YUKI.O

11 千葉 洋太 チバ ヨウタ ユナイテッドアスリーツ YOTA CHIBA

12 三宅 陸斗 ミヤケ リクト MIYAKE

13 八鍬 純兵 ヤクワ ジュンペイ 北村山陸協 Jumpei

14 丸山 圭司 マルヤマ ケイジ 仙台大学 KEIJI

15 加藤 将貴 カトウ マサキ 仙台大学 MASAKI

16 佐々木 健彦 ササキ タケヒコ takehiko

17 小倉 雄太郎 オグラ ユウタロウ OguraYu



第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女5000m 1組 スタート時刻　10:50

ペースメーカー： A 柴田 勇助(21:00)、B 木村 敏(23:00)、C 髙橋 靖俊(25:00)、D 比企野 創典(28:00)、E 大塚 誠(30:00)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 佐藤 文昭 サトウ フミアキ fumia

2 佐藤 勉 サトウ ツトム satou

3 畠山 和佳美 ハタケヤマ ワカミ hatakeyama

4 佐藤 直人 サトウ ナオト たびぞく NAOTO

5 佐藤 勝 サトウ マサル MASARU

6 峯口 朋美 ミネグチ トモミ GUCCHI

7 中村 卓司 ナカムラ タカシ Nakamura

8 竹田  徹 タケダ トオル TOORU

9 相澤 潤 アイザワ ジュン aizawajun

10 伊藤 大輔 イトウ ダイスケ densuke

11 相澤 潤 アイザワ ジュン jun

12 正岡 まゆり マサオカ マユリ masaoka

13 植野 歩未 ウエノ アユミ UenoAyumi

14 藤田 政子 フジタ マサコ RANRAN

15 菅原 美幸 スガワラ ミユキ ANCHOR仙台 SUGA_PARA

16 三浦 浩 ミウラ ヒロシ miurahiroshi

17 出川 富雄 デガワ トミオ 岩沼ランクラブ DEGAWA

18 藤巻 和広 フジマキ カズヒロ クラブらんらん fujimaki

19 塩谷 旭史 シオヤ テルフミ 健美整体ASAHI ASAHI

20 工藤 忠康 クドウ タダヤス tadayasukudo

21 宍田 文子 シシダ フミコ 仙台RC JIJI

22 秋場 陽子 アキバ ヨウコ YOKO

23 鈴木 由美子 スズキ ユミコ yumikosuzuki



第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女5000m 2組 スタート時刻　11:25

ペースメーカー：A 三宅 陸斗(19:00)、B 荒谷 義成(19:30)、C 鈴木 衛(20:00)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 丹野 将 タンノ マサル syo

2 金子 秀一 カネコ シュウイチ 仙台森紙業 kaneko

3 井上 雄一 イノウエ ユウイチ YUICHIINOUE

4 山田 峻一 ヤマダ シュンイチ みやぎ生協 YAMADA

5 新田 友海 ニッタ ユウ YuNitta

6 安達 陽平 アダチ ヨウヘイ YoheiAdachi

7 田村 大樹 タムラ ヒロキ hirokitamura

8 須藤 敏幸 ストウ トシユキ su-san

9 伴田 亮介 バンダ リョウスケ VANDA

10 渡辺 聡 ワタナベ サトシ NNRT nabe

11 武田 裕 タケダ ユタカ TAKEDA-YUTAKA

12 服部 美里 ハットリ ミサト 0241福島持久力 misato

13 高橋 勝 タカハシ マサル magarizaka45

14 後藤 敦 ゴトウ アツシ 仙台明走会 goto-atushi

15 舘下 利彦 タテシタ トシヒコ TOSHIHIKO

16 菅原 諒 スガワラ リョウ ryo

17 永田 直利 ナガタ ナオトシ NAGATA

18 山崎 慶太 ヤマザキ ケイタ 管走会 ZAKISAN

19 横谷 哲禎 ヨコヤ アキヨシ AKIYOSHI

20 児玉 美香 コダマ ミカ 管走会 mica

21 山本 聡 ヤマモト サトシ Yamamoto

22 鈴木 秀明 スズキ ヒデアキ 仙台走爽会 suzuki-hideaki

23 鬼柳 広樹 オニヤナギ ヒロキ 花巻AC ONIYANAGI

24 磯田 洋志 イソダ ヒロシ かとうや OPPE



第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女5000m 3組 スタート時刻　11:50

ペースメーカー：A 千石 優太(18:00)、B 佐々木 拓朗(18:20)、C 柴田 勇助(18:40)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 鈴木 唯斗 スズキ ユイト チーム気仙沼市 yuito

2 伊藤 隆之 イトウ タカユキ T-ITOH

3 島田 温彦 シマダ ハルヒコ 仙台明走会 SHIMADA

4 氏家 正裕 ウジイエ マサヒロ 広瀬川ＲＣ UJIIE

5 成澤 文秀 ナリサワ フミヒデ 鶴岡第五走友会 FUMIHIDENARISAWA

6 川原 卓弥 カワハラ タクヤ TK

7 安斎 裕之 アンサイ ヒロユキ 柏陽クラブ ANSAI

8 千葉 悠里奈 チバ ユリナ yurina

9 菅野 克敏 カンノ カツトシ 広瀬川ＲＣ KATSU

10 沢田 秀二 サワダ シュウジ 広瀬川ＲＣ SAWADASH

11 大内 唯聖 オオウチ ユイト 仙台西高校 YUITO

12 赤坂 光悦 アカサカ コウエツ 仙台西高校 KOETSU

13 羽賀 隆義 ハガ タカヨシ サクセス工業 haga

14 山田 孝志 ヤマダ タカシ ふくしま持久走 TAKASHIYAMADA

15 山影 智美 ヤマカゲ トモミ tomop

16 郷右近 樹 ゴウコン タツキ AMETAMA

17 松田 雄二 マツダ ユウジ 西田ＲＣ yuji-matuda

18 大渕 芽亜里 オオブチ メアリ meari

19 工藤 亜樹子 クドウ アキコ 福島県北陸協 akikaze

20 佐藤 佳乃 サトウ ヨシノ 石巻専修大学 YOSHINO

21 横山 一作 ヨコヤマ イッサク 広瀬川ＲＣ ISSAKU

22 高田 幸典 タカタ ユキノリ 広瀬川ＲＣ YUKINORI

23 小島 昇 コジマ ノボル 山形大学 Kojima

24 高橋 真一 タカハシ シンイチ shinichi_takahashi

25 北舘 大貴 キタダテ ヒロキ hiroki

26 佐々木 優大 ササキ ユウタ 仙台大学 YUTA



第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女5000m 4組 スタート時刻　12:10

ペースメーカー：A 一條 博海(16:40)、B 菊地 春紀(17:00)、C 菅野 辰也(17:30)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 服部 大登 ハットリ ヒロト ふくしま持久力 Hiroto

2 小室 貴寛 コムロ タカヒロ CCBJI comcom

3 油井 智也 ユイ トモヤ YUI

4 青柳 公大 アオヤギ コウダイ Aoyagi

5 田中 剛 タナカ ツヨシ 広瀬川ＲＣ TANAKA

6 深堀 雄基 フカボリ ユウキ 東北電力 FUKABORI

7 小谷野 繁樹 コヤノ シゲキ ふくしま持久力 KOYANO

8 柴田 貴之 シバタ タカユキ ユナイテッドアスリーツ SHIBATAKA

9 青木 秀真 アオキ シュウマ 仙台二華 SYUMA

10 高橋 柊伍 タカハシ シュウゴ 古川黎明高校 SHUGO

11 佐藤 圭吾 サトウ ケイゴ 古川黎明高校 KEIGO

12 千葉 彩有花 チバ サユカ 石巻専修大学 SAYUKA

13 神田 友和 カンダ トモカズ 広瀬川ＲＣ KANDA

14 平間 和幸 ヒラマ カズユキ team54 KAZU

15 幕田 直人 マクタ ナオト MakutaGrace field house MakutaGracefieldhouse

16 大場 秀幸 オオバ ヒデユキ team54 tamago

17 本間 洋行 ホンマ ヒロユキ 霞城ＥＲＣ HONMA

18 佐藤 亮平 サトウ リョウヘイ 古川黎明高校 RYOHEI

19 佐藤 亜海 サトウ アミ 石巻専修大学 AMI

20 フォックス真島 新菜 フォックスマジマ ニイナ 石巻専修大学 NIINA

21 猪飼 拳士郎 イカイ ケンシロウ 仙台大学 KENSHIRO

22 髙橋 聡 タカハシ ソウ 広瀬川ＲＣ（準） SOW

23 玉渕 新一 タマブチ シンイチ SHIN

24 千葉 義弘 チバ ヨシヒロ 火曜夜練 YOSHIHIRO

25 中戸川 敏明 ナカトガワ トシアキ NAKA

26 長谷川 日菜 ハセガワ ヒナ 石巻専修大学 HINA

27 伊藤 昴 イトウ スバル SUBARU



第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女5000m 5組 スタート時刻　12:30
ペースメーカー：A 朝倉 和眞(16:00)、B 佐々木 拓朗(16:15)、C 千石 優太(16:30)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 正岡 隼 マサオカ シュン MASAOKA

2 橋本 稜平 ハシモト リョウヘイ 会津美里町 hashimoto

3 佐藤 優太郎 サトウ ユウタロウ 七転八起 YUTA

4 川端 響 カワバタ ヒビキ 仙台西高校 HIBIKI

5 齋藤 俊弥 サイトウ シュンヤ 仙台西高校 SHUNYA

6 大宮 巧 オオミヤ タクミ 仙台西高校 OMIYA

7 大泉 倫也 オオイズミ トモヤ 仙台西高校 OIZUMI

8 藤田 学 フジタ マナブ ユナイテッドアスリーツ FJT

9 荒谷 義成 アラヤ ヨシナリ 広瀬川ＲＣ ARAYA

10 佐々木 公太 ササキ コウタ 横手火脚隊 KOTA

11 佐藤 匠 サトウ タクミ 南部鉄工建設 takumi

12 齋藤 純 サイトウ ジュン きくちみきTC SaitoJun

13 小川 和輝 オガワ カズキ 神町自衛隊 OGAWA

14 齋藤 凜 サイトウ リン 石巻専修大学 RIN

15 遠藤 翼 エンドウ ツバサ 仙台大学 TSUBASA

16 佐藤 天哉 サトウ タカヤ 仙台大学 TAKAYA

17 菊地 篤 キクチ アツシ ユナイテッドアスリーツ ATSUSHI

18 三田村 浩気 ミタムラ コウキ おおさきRC KOUKI

19 吉田 真人 ヨシダ マサト 宮城県陸協 M_Yoshida

20 杉本 智紀 スギモト トモキ 仙台二華 TOMOKI

21 大和 凌 ヤマト リョウ ryo

22 千葉 洋太 チバ ヨウタ ユナイテッドアスリーツ YOTA CHIBA

23 久保田 祥伍 クボタ ショウゴ 東大SUBMINE shogo

24 村岡 淳 ムラオカ ジュン MURAOKA

25 佐々木 玲 ササキ レイ みやぎTFC ETS2mp

26 戸澤 愛織 トザワ イオリ 石巻専修大学 IORI

27 大友 理貴 オオトモ リキ 広瀬川ＲＣ RIKI

28 佐藤 勝太 サトウ ショウタ 広瀬川ＲＣ SYOUTA



第1回杜のタイムトライアル スタートリスト

男女5000m 6組 スタート時刻　12:50

ペースメーカー：S 阿部 陽向 / 郡山 京梧(14:30)、A 朝倉 和眞(15:00)、B 一條 博海(15:20)、C 新田 裕貴 / 千石 優太(15:40)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 才村 流成 サイムラ リュウセイ まるお製作所秋田支部 RYUSEI

2 柚木 友哉 ユノキ ユウヤ YUYA

3 佐伯 健太 サエキ ケンタ 仙台大学 KENTA.S

4 髙梨 陸 タカナシ リク 仙台大学 RIKU

5 青木 顕太 アオキ ケンタ 仙台大学 KENTA.A

6 畠山 浩熙 ハタケヤマ ヒロキ チームネクサス HATAKE

7 江川 健太 エガワ ケンタ 仙台大学 KENTA.E

8 高橋 祐貴 タカハシ ユウキ 仙台大学 YUKI.T

9 田沼 怜 タヌマ リョウ RYO

10 粟野 峻 アワノ シュン 神町自衛隊 AWANO

11 齋藤 祐一郎 サイトウ ユウイチロウ 角田市陸協 saitou

12 三宅 陸斗 ミヤケ リクト MIYAKE

13 三浦 大樹 ミウラ ダイキ DAIKI

14 加瀬谷 拓 カセヤ タク KASEYATAKU

15 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ 紫波郡陸協 HIKINO

16 三浦 慧士 ミウラ サトシ SATOSHI

17 我妻 和幸 アガツマ カズユキ AGATSUMA

18 元木 蓮 モトキ レン 仙台大学 REN

19 畠山 賢司 ハタケヤマ ケンジ kenji

20 佐藤 工 サトウ タクミ 広瀬川ＲＣ TAKU

21 志村 史雄 シムラ フミオ 日本将棋ラン連盟 HOHEI


