
OUTコース高校男子・中学男子

時間 選手名 選手名 選手名 選手名

1 7:30 折笠蒼太 東北 ･2 佐々木俊輔 光星 ･1 富塚玲音 山形商 ･2 ･

2 7:38 中里通 東北 ･2 横山元気 光星 ･1 中嶋颯樹 岩手 ･1 浅野裕紀 横手 ･2

3 7:46 中村駈 東北 ･2 小山内祐太 光星 ･1 渡邉康生 学石 ･1 鏡綱世 山中央 ･1

4 7:54 野寄翼 東北 ･2 石橋澄空 光星 ･1 北上駿介 学石 ･1 石川唯人 水沢 ･2

5 8:02 福山良斗 東北 ･2 後藤羽翼 盛中 ･2 小林航大 学石 ･1 髙橋勇郎 寒河江 ･2

6 8:10 村越飛躍 東北 ･2 工藤颯太 日山 ･2 小山田泰雅 学石 ･2 田中楓人 弘前東 ･2

7 8:18 大澤琉稀 東北 ･2 馬場道成 日山 ･2 島川優真 学石 ･2 芳賀悠翔 東北 ･1

8 8:26 黒金翼 東北 ･1 金村旭朗 日山 ･2 野地陽向 学石 ･2 佐藤亮太 東北 ･1

9 8:34 黒田倫太郎 東向陽台 ･3 矢内一匡 泉崎 ･3 長谷川空瑛 鶴岡一 ･2 ･

10 8:42 桜庭禄碩 八聖ウ ･3 斎藤優空 金井 ･2 石井絢 棚倉 ･2 松田大暉 昭和 ･1

11 8:50 齋藤和瑛 高田 ･3 塩谷凛太郎 福松陵 ･2 梶山晃 西郷一 ･1 石田彦一郎 東北学 ･1

12 8:58 西山大翔 ふ未来 ･3 小泉星空斗 若松三 ･2 藤原天飛 天王 ･2 野田昊佑 湊 ･3

13 9:06 髙田将 城東 ･3 藤田虹空 棚倉 ･3 大川原伊吹 西郷一 ･1 辻一奏 仙郡山 ･2

INコース　 高校女子・中学女子

時間 選手名 選手名 選手名 選手名

1 7:30 倉林紅 東北 ･2 小針遥花 白河 ･2 角田瑚々奈 仙台一 ･1 板垣結叶 橘 ･1

2 7:38 中山苺衣 東北 ･2 中野舞子 盛中 ･1 加賀谷心美 聖霊 ･2 倉島麻緒 宮城学 ･1

3 7:46 増子心唯 東北 ･2 佐々木凰樺 盛中 ･2 大高優維 学石 ･1 ･

4 7:54 佐藤妃南 東北 ･1 江口琴遥 光星 ･1 佐野美奈 学石 ･1 與儀友歩 東北 ･1

5 8:02 三橋愛里 東北 ･1 佐野夏奈 昌平 ･2 相山蓮音 学石 ･1 村上悠乃 東北 ･1

6 8:10 小山萌々香 堀口 ･2 菊地弥香 仙松陵 ･3 植村夏帆 棚倉 ･2 ･

7 8:18 横山椿咲 荒浜 ･3 加藤輝月 佐沼 ･2 太田若那 三本木 ･3 ･

8 8:26 佐々木ひかり 乙部 ･3 茂木美桜 鶴岡四 ･2 新田智央 下小路 ･3 新井志穂 川谷 ･1

9 8:34 柴﨑香凛 山大附 ･3 新井俐奈 川谷 ･2 梅本りさ 矢本二 ･2 入倉愛莉 南吉成 ･1

10 8:42 中野杏 上山北 ･3 半澤かんな 猪苗代 ･2 宮崎美蘭 仙郡山 2 木村野々花 上山南 1

11 8:50 佐藤心々 弘大附 ･3 島川桃子 久慈 ･2 須藤来望 棚倉 ･2 寺本朱利 寺岡 ･1

※ 組み合わせは、変更する場合がある。
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