
一般男子の部　オーダー表

№ チーム 監督 マネジャー １走 ２走 ３走 ４走 ５走 補欠 補欠 補欠

301 チームネクサス 佐々木　裕治 菅田　洸樹 大谷　宗平 佐々木　豊 長澤　晃也 柴田　良幸 鳥居　邦彦 畠山　浩熙 宇部　雄太 佐々木　裕治

302 藤沢体育堂RC 家子　猛 藤澤　健 工藤　進作 吉田　晃一 原子　崇史 柴田　和成 家子　猛

303 INT 山影　大蔵 佐藤　綾人 山影　大蔵 佐々木　健人 飯村　要輔 佐藤　優哉

304 情報中隊 白岩　光芳 堀井　秀明 白岩　光芳 松本　徹 武田　真治 山崎　敏夫

305 盛岡市役所 川原　善弘 佐藤　卓 田中　匠瑛 吉田　琢哉 佐藤　智浩 永井　健弘 吉田　清光 熊谷　朋宏 松井　貴

306 ウインズレジェンドクラブ 阿部　将勝 阿部　将勝 倉本　蛍士 菊池　秀哉 運萬　宏光 杉浦　浩司

307 岩手県庁走友会 松岡　憲史 小野寺　理 村上　正 宮崎　真 伊藤　貫慈 佐藤　潤孝

308 岩手県庁倶楽部 松岡　憲史 佐々木　勝 西條　良樹 山田　壮史 畑　俊輔 藤森　祐司 高橋　友三

309 八幡平市トライアスロン協会 高橋　伸也 山本　裕貴 高橋　伸也 角掛　洋一 渡辺　良平 八角　寿 細川　慧

310 岩手高射 小野寺　健 鎌田　一輝 小原　黎 小林　篤史 渡邉　健太 菊池　晃一 石井　大暉 千葉　譲 小野寺　健

311 岩手県立大学RC 宇佐美　誠史 熊谷　和典 佐野　柚紀 中村　怜士 橋本　創 増田　悠太郎 熊谷　和典 吉田　直斗

312 金ケ崎町陸協 及川　仁一 千葉　大輝 李　国斉 佐々木　幸英 澤村　和友 高橋　政好 斉藤　時勝

313 金ケ崎町 及川　仁一 照井　政義 佐藤　祐次 千葉　智宏 及川　和麻 及川　仁一 佐藤　稜汰

314 雫石陸協 簗場　元介 細川　秀生 目移　和行 照井　紀之 大村　和臣 高橋　直也 村田　政民 高橋　弦士 小田　倫義 高橋　正治

315 盛岡消防本部 川村　孝政 髙橋　央樹 中村　周平 渋谷　良平 菊池　雅也 山下　勇太郎 佐々木　健一 野村　貴裕 高舘　信人

316 岩手大学 上濱　龍也 高橋　葵 馬場　康生 吉川　幸汰 照井　浩章 宮野　芳樹 吉田　拓郎 大山　一樹 杉本　祐一

317 二戸地区陸協クラブ 田ノ上　彰 佐藤　代和 上山　友裕 関口　綾 本城　昇 西舘　直貴 山田　智 上山　誠

318 二戸地区ランナーズクラブ 田ノ上　彰 佐藤　代和 門前　拓希 得能　博允 中塚　英慈 佐藤　代和 田ノ上　彰 三浦　康次郎

319 八幡平市陸協 安藤　徹 大和田　昭彦 工藤　郁也 関根　芳樹 田村　孝 藤嶋　洸 神　裕也

320 八幡平市走友 安藤　徹 大和田　昭彦 八幡　和樹 千葉　健太 川又　昭人 伊藤　慎二 高橋　涼

321 八幡平市マスターズ 安藤　徹 大和田　昭彦 遠藤　一正 種市　雄介 大和田　昭彦 小武方　健一 渡部　宏 工藤　和也 小林　淳

322 岩手銀行 北條　俊一 村上　映人 川又　講平 伊藤　憲司 多田　雅美 大友　拡樹 加藤　智弘 齋藤　航 菊池　凌

323 胆沢南走会 佐藤　武肇 千田　忠芳 村上　伸哉 及川　翔太 千田　忠芳 佐藤　慶仁 千葉　修

324 玉里体協 佐藤　弘和 佐藤　弘和 菊池　和典 佐藤　正樹 佐藤　幸治 佐藤　栄光 菊池　憲一

325 ３本走友会 矢内　正一 矢内　正一 長山　健一 伊藤　脩人 富山　聖也 岩間　翼

326 下閉伊クラブ 川戸　善徳 水野　肇 佐藤　公盛 畠山　誠 鹿糠　広行 小野　順市 熊谷　諒 道畑　誠 水野　肇 新屋　一郎

327 TEAMアテルイ 村田　雅宏 佐藤　潤 佐藤　広隆 清水　翔一朗 阿部　真哉 浅利　政喜 梅津　徳朴 髙橋　祥基

328 アテルイAC 村田　雅宏 佐藤　潤 山崎　幸一 及川　裕貴 阿部　稔 石田　良 千田　布美夫 小野寺　実

329 アテルイクラブ 村田　雅宏 佐藤　潤 菅原　右安 大内　尊文 小園　守 佐々木　俊彦 小野寺　宣人 小野寺　栄光 村田　雅宏

330 岩手戦車 菊池　翔 中島　学 国枝　怜 永見　大河 溝江　海輝 松坂　龍司 松田　弘樹

331 戦車クラブ 工藤　光広 小笠原　良嫌 岩崎　一郎 畑山　直輝 小森田　優輝 昆　和史 磯野　達也 太野　豊

332 久慈市陸協 藤原　和幸 大崎　健司 佐々木　源暉 佐々木　大耀 谷地　良太 柾谷　幸宏 新井谷　潤 久慈　清太朗 小橋　新 西　紘史

333 久慈AC 大崎　健司 藤原　和幸 栗林　達也 日影　輝 細越　翔太 長内　将宏 梶谷　直高 阿部　洋 大崎　健司

334 第９戦技 鎌田　輝見 荒谷　克幸 川村　優太 女供　雄太 五十嵐　晃一 根津　友樹 高岡　豊

335 岩手自衛隊 鎌田　輝見 荒谷　克幸 工藤　光広 大澤　太一 藤村　晃誠 阿部　清孝 菊池　翔

336 ９特戦技訓練隊 鎌田　輝見 荒谷　克幸 西舘　光樹 熊谷　禄 千葉　湧喜 漆久保　拓也 高橋　竜馬

337 ９特訓練隊 鎌田　輝見 荒谷　克幸 金濱　裕太郎 畠山　拓也 上野　洸平 柳澤　竣 角田　悠太郎

338 TryAgainRC 畠山　正昭 金野　有紗 米倉　悠葵 齊藤　創也 中山　広志 金野　拓也 田子　未知瑠 板橋　哲史

339 TryAgainくらぶ 畠山　正昭 尾形　和 柳村　武史 中舘　敏弥 中舘　弥寿夫 三浦　紀有 加藤　篤 畠山　正昭

340 花巻AC 久保田　哲也 畠山　秀治 瀬川　翔太 古舘　優 一ノ澤　哲郎 千葉　善幹 松原　彩人 中山　貴史 小野寺　敬



一般男子の部　オーダー表

№ チーム 監督 マネジャー １走 ２走 ３走 ４走 ５走 補欠 補欠 補欠

341 花巻RC 鬼柳　広樹 照井　正樹 林　克博 宮川　泰季 久保田　健太 高橋　秀信 高橋　佑輔 江渡　正顕 鬼柳　広樹

342 北上市陸協 藤田　一 八重樫　隆夫 新田　慧 佐藤　賢哉 小原　将貴 菊地　亮 菊池　諒介 菊地　拓人 及川　勝政 樋渡　翔太

343 IWASPO-AC RT 藤井　正博 早川　真 クロフト　スティーブン 藤村　尚志 松本　広毅 永山　史郎 藤井　正博

344 奥中山RC 西舘　君男 徳永　創 山舘　湧真 徳永　創 中嶌　雄一 米田　哲也 三谷　剛史 西舘　敦

345 笹間クラブ 八重樫　光徳 駒場　隆行 長野　志伸 八重樫　裕洸 伊藤　大樹 本舘　正雄 長野　信悟 阿部　亮介 伊藤　英樹 佐々木　潔

346 紫波郡陸協 阿部　徳治 穴澤　義次 大河原　雄平 岩井　優也 比企野　創典 西郷　孝一 阿部　貴志 圓谷　幸史 佐藤　淳

347 紫波郡クラブ 阿部　徳治 穴澤　義次 昆　直樹 菊池　裕 細川　耕希 大河原　瑛一 越場　孝 高野　和文

348 遠野AC 箱石　公久 倉内　泰彦 佐々木　一基 熊谷　航 菊地　敦也 馬場　貴之 多田　裕聡 佐藤　秀幸

349 洋野町陸協 太田　武邦 中道　翔太 百鳥　光太 百鳥　将太 野田　耕生 中川原　章彦 石橋　健 舘石　盛行 堅谷　真 源田　大成

350 大船渡陸上倶楽部 佐藤　寛文 大和田　智 千葉　洸汰 及川　公章 千田　翔平 中村　淳一 千葉　敦司 佐々木　周作 高橋　祐輝

351 釜石市駅伝クラブ 藤井　豊 鈴木　健司 上川原　伸 山田　毅 佐藤　貴弘 斉藤　達也

352 釜石市陸協 藤井　豊 佐藤　芳行 古川　由憲 猪俣　広志 三田　啓介 中館　崇裕

353 宮古EKIDENクラブ 中野　幸男 橋場　英雄 佐々木　勝利 伊東　大泰 三浦　頌太 船越　敬也 平山　貴士

354 ９特３大６中 一倉　寿樹 日野杉　敬太 町平　柊斗 滝田　整 上野　正太 遠藤　真希 中軽米　泰地

355 ９A-６ 久留　僚馬 日野杉　敬太 高橋　恭平 阿部　亘宏 鎌田　翔太郎 佐藤　賢志 佐藤　祐太

356 ６友走 山田　裕稀 松本　峻志 日野杉　敬太 因幡　祐真 伊藤　幸大 後藤　大輔 長田　喜雄

（注）参加申込者が外字として作成した文字は、JIS2000で規定する文字に置き換えております。

　　　（例）「土口」のよしは、「士口」のよし。


