
アウトコース（東）　男子

時間 選手名 第1日 選手名 第1日 選手名 第1日 選手名 第1日

1 7:30 遠藤　　元 盛岡中央 ･1 83 千葉　　楽 八工大一 ･1 84 遠藤　　真 盛岡中央 ･1 85 米内　真人 盛岡中央 ･3 86

2 7:38 小形　　陸 東北 ･2 82 池野泰由貴 東北 ･1 82 松本　拓巳 水沢南 ･2 83 千葉龍太朗 八工大一 ･1 83

3 7:46 古長　　基 学法石川 ･3 81 角掛竜太郎 盛岡中央 ･3 82 平山　拓美 東日大昌平･1 82 森崎　　怜 東北 ･2 82

4 7:54 石岡　　丈 学法石川 ･1 78 菊地　紀嘉 仙台育英 ･3 78 前川　大輔 日大山形 ･2 79 小林　周平 学法石川 ･2 79

5 8:02 桑島　大紀 学法石川 ･1 77 須藤　吏城 八工大一 ･2 77 石澤　祐怜 日大山形 ･3 78 福谷　　翼 東北 ･3 78

6 8:10 千葉　　禅 仙台育英 ･2 75 白石　星南 東北 ･2 75 高橋　　黎 仙台南 ･1 76 松尾　拓郎 八戸 ･2 76

7 8:18 渡邉　悠斗 東北 ･2 74 山本　大雅 東北 ･1 74 古川龍之介 学法石川 ･1 74 長谷川隆太 酒田南 ･3 75

8 8:26 米澤　　蓮 盛岡中央 ･2 69 池田　春樹 聖和 ･3 71 佐藤亮太朗 東北 ･1 71 遠藤　銀河 学法石川 ･1 73

9 8:34 荒井竜之進 黒川 ･1 87 藤村　浩幸 日大山形 ･2 87 簗田　一輝 盛岡中央 ･1 88 阿部　将也 名取北 ･1 89

10 8:42 伯耆田晴太 東北 ･1 90 佐々木尚紀 学法石川 ･1 90 池田　太郎 日大山形 ･1 90 真壁　英路 東北 ･1 91

11 8:50 中原　　陵 六戸 ･3 92 成田　光希 六戸 ･2 93 村本　　涼 東北 ･2 93 杉本　積俊 盛岡中央 ･2 94

インコース（西）　女子・男子

時間 選手名 第1日 選手名 第1日 選手名 第1日 選手名 第1日

1 7:30 鈴木　崇代 東奥義塾 ･1 82 漉磯美沙季 盛岡中央 ･1 83 管野あゆみ 仙台育英 ･3 83 七宮紀美佳 東北 ･1 83

2 7:38 野辺奈々子 東北 ･1 81 森沢　莉子 盛岡中央 ･1 82 高田明日香 東北 ･3 82 竹谷　茉紘 仙台育英 ･3 82

3 7:46 小林　千夏 学法石川 ･1 79 新田　律岬 東北 ･1 80 工藤　鈴夏 八工大一 ･2 80 平井理紗子 東北 ･3 81

4 7:54 横山　もも 八工大一 ･1 77 野辺　優夏 富岡 ･3 78 ロー　鈴奈 仙台育英 ･3 78 佐久間梨々子 東北 ･3 78

5 8:02 上杉　梨乃 東北 ･2 74 白石　栞菜 東北 ･3 74 木村　怜衣 東北 ･2 75 佐田　菜摘 東北 2 76

6 8:10 竹本　梨奈 東北 ･1 71 山路　　晶 東北 ･3 73 久保田さくら 東北 ･2 73 宮本　沙理 東北 3 74

7 8:18 昆　　夢乃 盛岡中央 ･3 87 工藤　楓佳 八工大一 ･1 89 水津　彩花 東北 ･1 90 及川　莉紗 盛岡中央 2 95

8 8:26 小山内亜泉 八工大一 ･2 98 長谷川琴美 六戸 ･2 110 小島　佳奈 仙台育英 ･3 111 阿部友希菜 盛岡中央 1 116

9 8:34 津志田大耀 盛岡中央 ･1 94 藤原　　黎 八工大一 ･2 95 髙橋　利基 日大山形 ･2 99 大平　卓臣 学法石川 2 99

10 8:42 円子健太郎 六戸 ･3 101 川畑　郁弥 六戸 ･3 107 秋葉　拓郎 日大山形 ･3 109

11 8:50 白石　　涼 岩瀬農業 ･3 118 関根　海大 岩瀬農業 ･2 120 庄子　拓馬 仙台育英 ･2 122

※　組み合わせは、変更する場合がある。
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