
　　　　スミセイコミュニテイスポーツ推進事業
　　　２０１２　インカレミドル・リレー協賛　トレイルＯ大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　エントリーリスト
　　　　　　　　　　　スタート時刻は当日トレイルＯ受付で指定します。
Ａクラス Ｂクラス
番号 氏名 大学名 番号 氏名 大学名
1 阿部稜　　　　　 東北大学 1 丸山拓 早稲田大学
2 内山将一　　 　　 東北大学 2 岩沢翔平 早稲田大学
3 佐藤雄太郎 東北大学 3 田中大貴 早稲田大学
4 相場高平 東北大学 4 長洲卓 早稲田大学
5 五十嵐悠 東北大学 5 河野浩典 早稲田大学
6 菅野敬雅 東北大学 6 関根慧 早稲田大学
7 齋藤遼一 東北大学 7 田渕稔二 早稲田大学
8 嵯峨駿佑 東北大学 8 治田洋佑 早稲田大学
9 佐藤大典 東北大学 9 藤村陸 早稲田大学
10 関淳 東北大学 10 山田陽子 早稲田大学
11 田村直登 東北大学 11 渡邉彩子 早稲田大学
12 中村憲 東北大学 12 飯室匠 早稲田大学
13 西本昌史 東北大学 13 江間大輝 早稲田大学
14 平方遥子 東北大学 14 熊見弘一 早稲田大学
15 宮西優太郎 東北大学 15 柳沢稜 早稲田大学
16 門口昌宣 東北大学 16 飯塚爽子 日本女子大学
17 原田龍馬 東北大学 17 大橋朋未 日本女子大学
18 鎗山純 東北大学 18 早野智音 日本女子大学
19 太田裕士 京都大学 19 小山達之 駿河台大学
20 大箱貴志 京都大学 20 渡辺登 駿河台大学
21 岡本耀平 京都大学 21 石川聡士 駿河台大学
22 三輪幸寛 京都大学 22 宮崎直人 駿河台大学
23 宇井賢 京都大学 23 弓削田慎一 駿河台大学
24 田中宏明 京都大学 24 猪倉陸 東北大学
25 寺田啓介 京都大学 25 太田明光　　　　　　　 　　　東北大学
26 古里　亮太 東京大学 26 斎藤健太朗　　　　　　　　　東北大学
27 田村　晃太郎 東京大学 27 齋藤真　　　　　東北大学
28 燧　暁彦 東京大学 28 番場葵　　　　　　　　　　　東北大学
29 堀田　遼 東京大学 29 青木飛翔 東北大学
30 山本　淳史 東京大学 30 大川貴聖 東北大学
31 岩田　健太郎 東京大学 31 坂田真 東北大学
32 田森　宥好 東京大学 32 佐々木裕一 東北大学
33 泰井　宙輝 東京大学 33 鈴木祥太 東北大学
34 深田　恒 東京大学 34 春原広河 東北大学
35 小柳　優紀 実践女子大学 35 仲野雄大 東北大学
35 千葉　史子 実践女子大学 36 橋場良太 東北大学
35 田中　千晶 お茶の水女子大学 37 平井伸治 東北大学
38 堀江　悟 名古屋大学 38 藤橋涼 東北大学
39 牧　宏優 名古屋大学 39 町田直樹 東北大学
40 前田　悠作 名古屋大学 40 乳井草太 東北大学
41 嶋岡　雅浩 名古屋大学 41 前之園知江 京都女子大学
42 近藤　康満 名古屋大学 42 齋藤菜津美 宮城学院女子大学
43 渡仲　祥太 名古屋大学 43 上野優 宮城学院女子大学
44 向嶋　宏記 名古屋大学
45 新谷　国隆 名古屋大学 Ｂクラス
46 荒明　遼一 名古屋大学 早稲田大学　 15名
47 細川　知希 名古屋大学 日本女子大学　　3名
48 大西　健夫 名古屋大学 駿河台大学　　　5名
49 平野　大輔 名古屋大学 東北大学　　　　17名
50 松井　恵理子 名古屋大学 京都女子大学　　　1名
51 大村　幸一郎 名古屋大学 宮城学院女子大学　　２名
52 守屋　舞香 椙山女学園大学 大学生合計　　　　4３名



53 吉田　あかり 椙山女学園大学
54 小島　優 椙山女学園大学
55 加地　沙綾子 椙山女学園大学

56 児玉拓 多摩ＯＬ
57 松橋徳敏 つるまいＯＬＣ
58 今井信親 ワンダラーズ
59 藤島由宇 三条ＯＬＣ
60 山口尚宏 ＯＬＣルーパー
61 高橋厚 多摩ＯＬ
62 佐藤清一 入間市ＯＬＣ
63 木村洋介 ＯＬＣルーパー

Aクラス
東北大学 18名 Ａクラス
京都大学 　7名 大学生＝55名 社会人＝8名
東京大学 　9名 Ｂクラス
実践女子大学 　2名 大学生＝4３名社会人＝0名
お茶ノ水女子大学　1名 合計　　　9８名　　　　　　8名
名古屋大学 14名
椙山女学園大学 　4名 事前申込者総数＝10６名
大学生合計 55名
社会人合計 　8名
Ａクラス総合計 63名


