
第4回杜のナイトトライアル スタートリスト

キッズ 男女 1000m スタート時刻　17:45

ペースメーカー：正岡 隼(3:00)、今野 一平(3:45)、工藤 淳一(4:30)

氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 中島 悠斗 ナカジマ ユウト 錦ヶ丘小学校 YUTO

2 中村 光 ナカムラ コウ 不動堂小学校 KOU

3 阿久津 葵 アクツ アオイ FIBRA kids KUMATARO

4 佐々木 陽大 ササキ ヒナタ おおさきRC HINATA

5 二階堂 はる ニカイドウ ハル ウィルランズ HARU

6 川村 怜央 カワムラ リョオ 宮崎小学校 Ryoo

7 勝股 琉羽 カツマタ リュウ ウィルランズ RYU

8 佐藤 ほなつ サトウ ホナツ ウィルランズ HONASTU

9 須賀 岳 スガ タケル ガースーTC TAKERU

10 寺尾 琥哲 テラオ コテツ 不動堂小学校 KOTETSU

11 佐々木 真実 ササキ マミ MAMI



第4回杜のナイトトライアル スタートリスト

男女 1000m スタート時刻　17:35

ペースメーカー：なし

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ 紫波郡陸協 HIKINO

2 髙橋 靖俊 タカハシ ヤストシ YASU

3 松本 萌 マツモト モエ 七北田中学校 MOE

4 三浦 仁菜 ミウラ ニナ Start tri NINA

5 伊藤 健太 イトウ ケンタ 伊藤医院（加美町） KENTA

6 八木 一成 ヤギ カズナリ ミドリ安全宮城 KAZU

7 八木 璃子 ヤギ リコ 古川東 RIKO

8 勝股 真由美 カツマタ マユミ LUANA RC MAYUYU



第4回杜のナイトトライアル スタートリスト

男女 1500m 1組 スタート時刻　17:00

ペースメーカー：玉手 大登(5:00)、大友 理貴(5:30)、岡部 陽介(6:00)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 山野 裕太郎 ヤマノ ユウタロウ YUTAROU

2 高橋 真一 タカハシ シンイチ S.TAKAHASHI

3 本田 賢 ホンダ タカシ 郡山ヒロセ電機 TAKASHI

4 高橋 瑛介 タカハシ エイスケ 不動堂中学校 EISUKE

5 磯田 洋志 イソダ ヒロシ かとうや OPPE

6 大和田 智 オオワダ トモ TOMO

7 伊藤 健太 イトウ ケンタ 伊藤医院（加美町） KENTA

8 阿部 文洋 アベ フミヒロ ABE

9 北芝 佳代子 キタシバ カヨコ KAYOKO



第4回杜のナイトトライアル スタートリスト

男女 1500m 2組 スタート時刻　17:15

ペースメーカー：一條 博海(4:00)、佐々木 拓朗(4:20)、荒谷 義成(4:45)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 石川 樹 イシカワ タツキ 多賀城自衛隊 TATSUKI

2 須賀 暁 スガ サトル ガースーTC GaaaSuuu

3 山本 崚介 ヤマモト リョウスケ MAX PJT RYOSUKE

4 三宅 陸斗 ミヤケ リクト ユナイテッドアスリーツ MIYAKE

5 佐藤 勝太 サトウ ショウタ 広瀬川RC SYOUTA

6 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ 紫波郡陸協 HIKINO

7 佐々木 玲 ササキ レイ 広瀬川RC SASAKI

8 加瀬谷 拓 カセヤ タク TAKU

9 岩崎 智幸 イワサキ トモユキ 岩村練習会 IWASAKI

10 今野 哲男 コンノ テツオ TETSUO

11 玉渕 晴哉 タマブチ ハルヤ 広瀬川RC HARUYA



第4回杜のナイトトライアル スタートリスト

男女3000m 1組 スタート時刻　18:00

ペースメーカー：三宅 陸斗(9:50)、佐藤 勝太(10:30)、大友 理貴(11:00)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 渡辺 直人 ワタナベ ナオト nao

2 村岡 淳 ムラオカ ジュン 山形市陸協 JUN

3 森谷 享平 モリヤ キョウヘイ next stage MORIYA

4 佐藤 司 サトウ ツカサ SATO

5 三浦 翼 ミウラ ツバサ 聖光学院 TUBASA

6 加瀬谷 拓 カセヤ タク TAKU

7 佐々木 俊輔 ササキ シュンスケ ＩＩＪ SHUNSUKE

8 吉元 拓也 ヨシモト タクヤ 山形市陸協 Yoshimoto

9 小室 貴寛 コムロ タカヒロ CCBJI comcom

10 大山 巧翔 オオヤマ タクト 高崎中 Takuto

11 渡部 裕太 ワタナベ ユウタ TSUKASAプロジェクト YUTA

12 須釜 泰弘 スガマ ヤスヒロ YASU

13 伊東 哲哉 イトウ テツヤ 川俣陸走 ITO TETSUYA

14 古川 瑛 フルカワ ヨウ 聖光学院 YOU

15 井波 由希 イナミ ユキ ウィルランズ INAMI

16 伊藤 健太 イトウ ケンタ 伊藤医院（加美町） KENTA

17 鈴木 衛 スズキ マモル 広瀬川RC MAMO

18 滝ケ平 亜子 タキガヒラ アコ ユナイテッドアスリーツ AKO

本レースは二段スタートで競技を行います。

13〜18レーンの選手はアウトレーンからスタートとなります。



第4回杜のナイトトライアル スタートリスト

男女3000m 2組 スタート時刻　18:20

ペースメーカー：須賀 暁(9:00)、横山 剛士 / 今野 泰平(9:30)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 菊地 春紀 キクチ ハルキ 大江町役場 Haru

2 小野 眞那斗 オノ マナト 聖光学院 MANATO

3 小野 大輔 オノ ダイスケ DAISUKE

4 武藤 巧真 ムトウ タクマ 聖光学院 TAKUMA

5 鴫原 爽之介 シギハラ ソウノスケ 聖光学院 suke

6 新田 裕貴 ニツタ ユウキ 石巻RC NITTA

7 鈴木 貴史 スズキ アツシ ATSUSHI

8 藤原 大樹 フジワラ ダイキ EURO

9 渡邊 之 ワタナベ イタル 聖光学院 itaru

10 高橋 悠生 タカハシ ユウセイ 聖光学院 YUSEI

11 佐々木 健彦 ササキ タケヒコ TAKEHIKO

12 朽木 颯辰 クチキ ソウタツ 聖光学院 sotatu



第4回杜のナイトトライアル スタートリスト

男女5000m 1組 スタート時刻　18:35

ペースメーカー：髙橋 靖俊(20:00)、柴田 勇助 / 青柳 公大(21:00)、岡部 陽介 / 深堀 雄基(22:00)、藤田 学(23:00)、
　　　　　　　　　　安倍 安博(24:00)、大塚 誠(FREE)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 伊藤 健太 イトウ ケンタ 伊藤医院（加美町） KENTA

2 丹野 竜也 タンノ タツヤ （医）七郷クリニック TATSYA

3 清野 亮平 キヨノ リョウヘイ RYOHEI

4 伊藤 大輔 イトウ ダイスケ dai

5 佐藤 善昭 サトウ ヨシアキ チーム幸楽 YOSHIAKI

6 佐藤 浩之 サトウ ヒロユキ HIROYUKI

7 畠山 和佳美 ハタケヤマ ワカミ WAKA

8 竹田 徹 タケダ トオル TOORU

9 飯田 由美子 イイダ ユミコ YUMIKO

10 柚原 幸治 ユハラ コウジ KOJI

11 峯口 朋美 ミネグチ トモミ GUCCI

12 工藤 忠康 クドウ タダヤス TADAYASU

13 早坂 詩乃 ハヤサカ シノ セントラル南小泉 shino

14 阿部 弘幸 アベ ヒロユキ 南郷ランラン HIRO

15 川邉 勝洋 カワベ カツヒロ KATSUHIRO

16 小森 知彦 コモリ トモヒコ Tomohiko

本レースは二段スタートで競技を行います。

12〜16レーンの選手はアウトレーンからスタートとなります。



第4回杜のナイトトライアル スタートリスト

男女5000m 2組 スタート時刻　19:10

ペースメーカー：荒谷 義成(18:00)、一條 博海(18:30)、玉手 大登(19:00)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 寺尾 清隆 テラオ キヨタカ MRC KIYO

2 羽賀 隆義 ハガ タカヨシ サクセス工業 HAGA

3 高橋 真一 タカハシ シンイチ S.TAKAHASHI

4 今野 太良 コンノ タイラ JA TAIRA

5 伊東 達哉 イトウ タツヤ TATSUYA

6 大渕 芽亜里 オオブチ メアリ FIBRA meari

7 高橋 利和 タカハシ トシカズ TOSHI

8 千葉 悠里奈 チバ ユリナ 石巻RC YURINA

9 成澤 文秀 ナリサワ フミヒデ 鶴岡第五走友会 NARISAWA

10 氏家 正裕 ウジイエ マサヒロ 広瀬川RC UJIIE

11 中戸川 敏明 ナカトガワ トシアキ TOSHI

12 鬼柳 広樹 オニヤナギ ヒロキ 花巻AC HIROKI

13 阿部 和明 アベ カズアキ KAZUAKI

14 川原 卓弥 カワハラ タクヤ TAKU

15 高橋 佑治 タカハシ ユウジ YUJI

16 山田 義丈 ヤマダ ヨシタケ TAKE TAKE

17 水沼 直己 ミズヌマ ナオキ CHOBI

18 笠原 健太郎 カサハラ ケンタロウ kenchan

19 田村 大樹 タムラ ヒロキ hiroki

本レースは二段スタートで競技を行います。

13〜19レーンの選手はアウトレーンからスタートとなります。



第4回杜のナイトトライアル スタートリスト

男女5000m 3組 スタート時刻　19:35

ペースメーカー：菊地 春紀 / 藤田 学(16:40)、佐藤 勝太 / 比企野 創典(17:00)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 遠藤 直樹 エンドウ ナオキ TEAM54 ennnao

2 小室 貴寛 コムロ タカヒロ CCBJI comcom

3 加瀬谷 拓 カセヤ タク TAKU

4 青柳 公大 アオヤギ コウダイ ユナイテッドアスリーツ AOYAGI

5 工藤 淳一 クドウ ジュンイチ 広瀬川RC JUN

6 玉渕 克 タマブチ マサル 広瀬川RC ojisan

7 飛田 将孝 トビタ マサタカ MASA

8 阿久津 真倫 アクツ マサトモ FIBRA team AKUTSU

9 深堀 雄基 フカボリ ユウキ ユナイテッドアスリーツ FUKABORI

10 菅野 克敏 カンノ カツトシ 広瀬川RC KATSU

11 佐々木 望 ササキ ノゾム 石巻RC SASAKI

12 横山 一作 ヨコヤマ イッサク 広瀬川RC ISSAKU



第4回杜のナイトトライアル スタートリスト

男女5000m 4組 スタート時刻　20:00

ペースメーカー：一條 博海 / 佐々木 拓朗(15:40)、横山 剛士 / 今野 泰平(16:20)

レーン 氏名 フリガナ 所属 ゼッケンNAME

1 三宅 陸斗 ミヤケ リクト ユナイテッドアスリーツ RIKUTO

2 橋本 稜平 ハシモト リョウヘイ 福島県会津 hashimoto

3 三田村 浩気 ミタムラ コウキ おおさきRC M.KOUKI

4 今野 一平 コンノ イッペイ おおさきRC PEY

5 渡部 功将 ワタナベ カツマサ 長井西置賜陸協 KATSUMASA

6 新田 裕貴 ニツタ ユウキ 石巻RC NITTA

7 髙橋 聡 タカハシ ソウ 広瀬川RC SOW

8 正岡 隼 マサオカ シュン ユナイテッドアスリーツ MASAOKA

9 白田 誠 シラタ マコト MAKOTO

10 大友 理貴 オオトモ リキ 広瀬川RC RIKI

11 柴田 勇助 シバタ ユウスケ UNITED ATHLETES YUSUKE

12 佐々木 玲 ササキ レイ 広瀬川RC SASAKI

13 岡部 陽介 オカベ ヨウスケ サウルスジャパン YOKKE


