
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第68回 10マイルロードレース岩手県大会

一般男子

市区町村名

01 大会記録 ： 0:50:50

3046 横田　拓樹 ﾖｺﾀ ﾋﾛｷ  0:52:53多賀城自衛隊1 利府町
3036 千葉　洸汰 ﾁﾊﾞ ｺｳﾀ  0:52:56太平洋セメント2 大船渡市
3097 一條　博海 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ  0:53:06あぶくまＡＣ3 気仙沼市
3064 菅井　拓也 ｽｶﾞｲ ﾀｸﾔ  0:53:14ＹＫＫ　ＡＰ東北4 大崎市
3156 菊池　翔 ｷｸﾁ ｼｮｳ  0:53:34遠野ＡＣ5 遠野市
3060 畑中　正義 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾖｼ  0:53:52ＹＫＫ　ＡＰ東北6 大崎市
3041 島　智也 ｼﾏ ﾄﾓﾔ  0:53:52アイシン東北7 金ケ崎町
3141 杉山　里空 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ  0:54:27盛岡大学陸上部8 滝沢市
3074 熊谷　修良 ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ  0:54:429 山元町
3115 柴田　良幸 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ  0:55:31チームネクサス10 滝沢市
3059 檜野　晃宏 ﾋﾉ ｱｷﾋﾛ  0:55:33ＹＫＫ　ＡＰ東北11 大崎市
3176 佐藤　広隆 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ  0:55:42ＴＥＡＭアテルイ12 奥州市
3100 藤原　裕規 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ  0:55:45北上市陸協13 北上市
3177 山崎　幸一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ  0:55:47ＴＥＡＭアテルイ14 奥州市
3101 菊地　亮 ｷｸﾁ ﾘｮｳ  0:55:52北上市陸協15 北上市
3070 中野　和也 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ  0:56:03ＴＥＡＭみちのく16 仙台市
3094 髙橋　祐輝 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ  0:56:10大船渡陸上倶楽部17 大船渡市
3098 小野寺　元気 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾞﾝｷ  0:56:10気仙沼Ｔ＆Ｆ18 気仙沼市
3066 三浦　寿輝 ﾐｳﾗ ﾄｼｷ  0:56:14ＹＫＫ　ＡＰ東北19 大崎市
3119 佐藤　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ  0:56:48一関ＡＣ20 一関市
3137 赤平　航 ｱｶﾋﾗ ｺｳ  0:56:53湯沢雄勝陸上競技協会21 湯沢市
3061 土肥　恭平 ﾄﾞﾋ ｷｮｳﾍｲ  0:57:00ＹＫＫ　ＡＰ東北22 大崎市
3093 及川　公章 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｱｷ  0:57:07大船渡陸上倶楽部23 大船渡市
3178 髙橋　祥基 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ  0:57:24ＴＥＡＭアテルイ24 奥州市
3158 阿部　貴志 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ  0:57:25紫波郡陸協25 紫波町
3054 百鳥　光太 ﾓﾓﾄﾘ ｺｳﾀ  0:57:27モリプロジェクト26 洋野町
3122 竹中　陽平 ﾀｹﾅｶ ﾖｳﾍｲ  0:57:37フジイ研究室27 盛岡市
3134 昆　直樹 ｺﾝ ﾅｵｷ  0:57:51紫波郡陸協28 矢巾町
3109 八重樫　裕洸 ﾔｴｶﾞｼ ﾕｳｺｳ  0:57:53笹間クラブ29 花巻市
3188 髙橋　政好 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ  0:57:54森山クラブ30 金ケ崎町
3144 圓谷　幸史 ﾂﾑﾗﾔ ｺｳｼﾞ  0:57:54紫波郡31 紫波町
3154 熊谷　航 ｸﾏｶﾞｲ  0:58:13遠野ＡＣ32 遠野市
3091 千田　翔平 ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ  0:58:14大船渡陸上倶楽部33 大船渡市
3171 梅津　徳朴 ｳﾒﾂ ﾖｼﾅｵ  0:58:15ＴＥＡＭアテルイ34 奥州市
3047 久保田　健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ  0:58:18アイオー精密35 花巻市
3175 及川　裕貴 ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ  0:58:19ＴＥＡＭアテルイ36 奥州市
3009 金野　拓也 ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ  0:58:28ＴｒｙＡｇａｉｎ37 奥州市
3106 本舘　正雄 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾏｻｵ  0:58:36笹間クラブ38 花巻市
3132 国枝　怜 ｸﾆｴﾀﾞ ﾚﾝ  0:58:40岩手戦車39 遠野市
3095 三田村　浩気 ﾐﾀﾑﾗ ｺｳｷ  0:58:50おおさきＲＣ40 気仙沼市
3128 小原　将貴 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻｷ  0:58:56Ｒ＆Ｔ41 北上市
3079 朝倉　敏典 ｱｻｸﾗ ﾄｼﾉﾘ  0:59:18森山クラブ42 北上市
3065 三塚　彰 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｷﾗ  0:59:31ＹＫＫ　ＡＰ東北43 大崎市
3136 高橋　健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ  0:59:32北上市陸協44 北上市
3075 高野　周平 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾍｲ  0:59:38チェリーズ45 花巻市
3090 中村　淳一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:59:44大船渡陸上倶楽部46 大船渡市
3062 相澤　信也 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝﾔ  1:00:05ＹＫＫ　ＡＰ東北47 大崎市
3045 赤川　友美 ｱｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ  1:00:30ムーンライト48 秋田市
3159 佐藤　淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ  1:00:45紫波郡陸協49 矢巾町
3184 浅沼　高徳 ｱｻﾇﾏ ﾀｶﾉﾘ  1:00:52宮守町体育協会50 遠野市
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3037 伊藤　淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ  1:00:56ドリームアシストクラブ51 大船渡市
3113 上山　誠 ｶﾐﾔﾏ ﾏｺﾄ  1:01:01二戸地区陸協クラブ52 軽米町
3080 菊池　友和 ｷｸﾁ ﾄﾓｶｽﾞ  1:01:11森山クラブ53 北上市
3105 長野　信悟 ﾅｶﾞﾉ ｼﾝｺﾞ  1:01:20笹間クラブ54 花巻市
3081 阿部　学 ｱﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ  1:01:35森山クラブ55 北上市
3111 大村　毅 ｵｵﾑﾗ ﾂﾖｼ  1:01:40ＴＥＡＭアテルイ56 奥州市
3174 大内　尊文 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾌﾐ  1:01:43ＴＥＡＭアテルイ57 奥州市
3149 高橋　時智 ﾀｶﾊｼ ﾄｷﾉﾘ  1:02:0158 金ケ崎町
3140 馬場　博文 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ  1:02:1059 北上市
3084 照井　政義 ﾃﾙｲ ﾏｻﾖｼ  1:02:15森山クラブ60 北上市
3170 菅原　右安 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｱﾝ  1:02:17ＴＥＡＭアテルイ61 奥州市
3082 佐藤　祐次 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ  1:02:29トヨタ東日本62 北上市
3073 佐藤　陽平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ  1:02:59宮古ＡＣ63 仙台市
3165 岩崎　睦 ｲﾜｻｷ ﾑﾂﾐ  1:03:16ヨコミチランニングクラブ64 金ケ崎町
3050 石母田　拓也 ｲｼﾓﾀ ﾀｸﾔ  1:03:23ＮＲＣ65 気仙沼市
3071 鬼柳　広樹 ｵﾆﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ  1:03:28花巻ＡＣ66 花巻市
3003 千葉　登 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ  1:03:33ＴＲＡＣＫ　ＴＯＫＹＯ67 陸前高田市
3026 村上　浩樹 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ  1:03:43クラブＲ２東北68 大船渡市
3023 阿部　広美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ  1:03:5269 奥州市
3173 小園　守 ｺｿﾞﾉ ﾏﾓﾙ  1:04:05ＴＥＡＭアテルイ70 奥州市
3164 鈴木　良彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ  1:04:10ヨコミチランニングクラブ71 金ケ崎町
3033 久保田　剛 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ  1:04:41北上市陸上競技協会72 北上市
3107 笹山　明 ｻｻﾔﾏ ｱｷﾗ  1:04:41笹間クラブ73 花巻市
3069 道畑　誠 ﾐﾁﾊﾀ ﾏｺﾄ  1:04:53下閉伊クラブ74 盛岡市
3152 馬場　貴之 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾕｷ  1:05:00遠野ＡＣ75 遠野市
3011 村上　正 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞｼ  1:05:05岩手県庁走友会76 紫波町
3143 黒澤　仁義 ｸﾛｻﾜ ﾖｼﾄﾓ  1:05:16七時雨ＴＲＣ77 盛岡市
3034 武田　進一 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ  1:05:29宮古恵風78 盛岡市
3021 松尾　健一 ﾏﾂｵ ｹﾝｲﾁ  1:06:00ＵＲ大船渡復興走り隊79 大船渡市
3131 早野　洋平 ﾊﾔﾉ ﾖｳﾍｲ  1:06:29ＫＨＡＣ80 奥州市
3039 菅原　憲哉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾔ  1:06:34県南広域振興局81 金ケ崎町
3127 木野　渉 ｷﾉ ﾜﾀﾙ  1:06:54Ｒ＆Ｔ82 北上市
3139 佐藤　弘和 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ  1:06:58江東クラブ83 奥州市
3020 川野　千代人 ｶﾜﾉ ﾁﾖﾄ  1:07:15チヨトモクラブ84 滝沢市
3030 千葉　雄樹 ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ  1:07:53一関市立舞川小学校85 一関市
3038 守谷　斉 ﾓﾘﾔ ﾋﾄｼ  1:08:12滝沢市86 滝沢市
3167 遠藤　祐貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ  1:08:37ヨコミチランニングクラブ87 金ケ崎町
3153 松田　学 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ  1:08:52遠野ＡＣ88 遠野市
3126 佐藤　大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  1:09:06Ｒ＆Ｔ89 北上市
3031 小野寺　秋悦 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳｴﾂ  1:09:10ＥＲＣ90 一関市
3124 安部　正教 ｱﾝﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ  1:10:01江刺ＲＣ91 奥州市
3072 郷古　勝浩 ｺﾞｳｺ ｶﾂﾋﾛ  1:10:08塩竈市役所92 塩竈市
3166 鈴木　慎 ｽｽﾞｷ ｼﾝ  1:10:25ヨコミチランニングクラブ93 金ケ崎町
3083 山崎　龍司 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ  1:10:42トヨタ東日本94 北上市
3001 小岩　健作 ｺｲﾜ ｹﾝｻｸ  1:10:5595 一関市
3078 阿部　知広 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ  1:11:0296 一関市
3013 浅利　誠司 ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ  1:11:06あさりちゃん２号97 一関市
3125 瀧塚　智宏 ﾀｷﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ  1:11:07江刺ＲＣ98 奥州市
3163 小野寺　嘉広 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾋﾛ  1:11:22ヨコミチランニングクラブ99 金ケ崎町
3150 赤平　一夫 ｱｶﾋﾗ ｶｽﾞｵ  1:11:23湯沢市社会福祉協議会100 湯沢市
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3169 青木　光宏 ｱｵｷ ﾐﾂﾋﾛ  1:11:24ＪＡ岩手ふるさとＲＣ101 奥州市
3181 山田　龍 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ  1:11:25小山會駅伝部102 陸前高田市
3189 後藤　天護 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾓﾘ  1:11:35103 滝沢市
3044 加藤　和彦 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ  1:11:41104 栗原市
3043 伊藤　均 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ  1:11:42105 花巻市
3051 千田　宏輝 ﾁﾀﾞ ｺｳｷ  1:11:58ＲＵＮぼるぎーに106 一関市
3135 千葉　修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ  1:12:00胆沢南走会107 奥州市
3180 佐々木　新也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ  1:12:10108 陸前高田市
3086 阿部　廣幸 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ  1:12:11熊ちゃんズＺ109 北上市
3055 千葉　彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ  1:12:11東北電力ＩＨＭＣ110 奥州市
3088 佐々木　修 ｻｻｷ ｵｻﾑ  1:12:23111 大船渡市
3157 菊地　敦也 ｷｸﾁ  1:12:36遠野ＡＣ112 遠野市
3012 熊谷　哲也 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ  1:13:08チーム・テヅ113 盛岡市
3077 小野寺　恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ  1:13:20ｅＡ東北114 奥州市
3117 石井　淳 ｲｼｲ ｱﾂｼ  1:13:24走風水流115 秋田市
3147 伊藤　直人 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ  1:13:27116 奥州市
3056 及川　大樹 ｵｲｶﾜ ﾀﾞｲｷ  1:13:37浦の星陸上競技部117 花巻市
3146 小野　公平 ｵﾉ ｺｳﾍｲ  1:13:55118 仙台市
3025 橋場　直博 ﾊｼﾊﾞ ﾅｵﾋﾛ  1:14:28Ｈラボ119 盛岡市
3161 夕向　政広 ﾕｳﾑｷ ﾏｻﾋﾛ  1:15:21120 盛岡市
3183 米澤　悦彦 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ  1:15:26権現クラブ121 盛岡市
3118 佐藤　伸太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ  1:15:28走風水流122 秋田市
3019 小野寺　大和 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾔﾏﾄ  1:15:35123 奥州市
3123 菊地　健太郎 ｷｸﾁ ｹﾝﾀﾛｳ  1:15:36江刺ＲＣ124 奥州市
3052 阿部　洋 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ  1:15:47七時雨ＴＲＣ125 大船渡市
3032 舘崎　孝史 ﾀﾃｻｷ ﾀｶﾌﾐ  1:16:38サンホームみやこ126 宮古市
3187 昆　清貴 ｺﾝ ｷﾖﾀｶ  1:16:47七時雨ＴＲＣ127 山田町
3120 高野　征志 ﾀｶﾉ ﾏｻｼ  1:16:51128 住田町
3142 及川　春弘 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾋﾛ  1:16:56三ケ尻走友会129 金ケ崎町
3085 佐々木　正規 ｻｻｷ ﾏｻｷ  1:17:03熊ちゃんズＺ130 北上市
3130 神　大輔 ｼﾞﾝ ﾀﾞｲｽｹ  1:17:43131 釜石市
3015 畠山　大和 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ  1:18:03132 八戸市
3116 花田　博 ﾊﾅﾀﾞ ﾋﾛｼ  1:18:04走風水流133 秋田市
3108 鎌田　健佑 ｶﾏﾀﾞ ｹﾝﾕｳ  1:18:10笹間クラブ134 花巻市
3006 高橋　周一 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｲﾁ  1:18:11北上地区消防組合135 北上市
3129 三浦　裕紀 ﾐｳﾗ ﾕｳｷ  1:18:18136 盛岡市
3040 加藤　郁治 ｶﾄｳ ｸﾆﾊﾙ  1:18:44アフトス盛岡137 紫波町
3087 高橋　清人 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾄ  1:19:17熊ちゃんズＺ138 北上市
3057 久保田　正浩 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ  1:20:18ダイイチ139 北上市
3042 藤川　治 ﾌｼﾞｶﾜ ｵｻﾑ  1:21:31盛岡甘熟会140 盛岡市
3028 黒澤　弘 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ  1:21:36141 亀岡市
3024 髙橋　隆敏 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾄｼ  1:21:45142 金ケ崎町
3008 菅原　芳和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼｶｽﾞ  1:21:54花巻走友会143 花巻市
3027 山口　太門 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾓﾝ  1:22:18株式会社佐賀組144 大船渡市
3121 伊藤　喜多男 ｲﾄｳ ｷﾀｵ  1:22:58145 気仙沼市
3029 高橋　辰也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  1:24:13西和賀マスターズ146 北上市
3185 星　優希 ﾎｼ ﾕｳｷ  1:24:43小山會駅伝部147 陸前高田市
3058 熊谷　和典 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ  1:25:12岩手県立大学148 盛岡市
3035 安倍　静雄 ｱﾝﾊﾞｲ ｼｽﾞｵ  1:25:24焼石３６ＦＲＣ149 奥州市
3004 熊上　亮 ｸﾏｶﾞﾐ ﾘｮｳ  1:25:52チーム・テヅ150 大船渡市
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3016 髙橋　量平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ  1:27:26岩手県庁走友ＯＢ会151 盛岡市
3133 奥　秀樹 ｵｸ ﾋﾃﾞｷ  1:28:22152 盛岡市
3182 星川　一之 ﾎｼｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ  1:29:34153 花巻市
3014 奥田　正浩 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:33:44仙台小林製薬ＲＣ154 美里町
3145 小野　実 ｵﾉ ﾐﾉﾙ  1:39:46155 仙台市
3068 渡壁　剛 ﾜﾀｶﾍﾞ ｺﾞｳ  1:41:28気仙沼市ガス水道部156 気仙沼市
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3002 梅津　宏 ｳﾒﾂ ﾋﾛｼ D.S東松島市
3005 立花　正 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾀﾞｼ D.S岩手町
3007 若松　滉樹 ﾜｶﾏﾂ ｺｳｷ D.F宮崎県庁陸上部仙台市
3010 藤原　孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ D.S岩手県庁走友会盛岡市
3017 川上　真輝 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾃﾙ D.F大船渡市
3018 村上　雅昭 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ D.S陸前高田市
3022 森　秀明 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ D.S石巻市
3048 根岸　良実 ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾐ D.F奥州水沢愛走会奥州市
3049 吉田　正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ D.S盛岡市
3053 中道　翔太 ﾅｶﾐﾁ ｼｮｳﾀ D.S大野かみ洋野町
3063 生駒　真也 ｲｺﾏ ｼﾝﾔ D.SＹＫＫ　ＡＰ東北大崎市
3067 中川原　章彦 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ｱｷﾋｺ D.S大野かみ金ケ崎町
3076 江渡　正顕 ｴﾄ ﾏｱｷ D.Sチェリーズ花巻市
3089 小久保　龍弥 ｺｸﾎﾞ ﾘｭｳﾔ D.S大船渡陸上倶楽部大船渡市
3092 佐々木　周作 ｻｻｷ ｼｭｳｻｸ D.S大船渡陸上倶楽部大船渡市
3096 大橋　真弥 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ D.S石巻ＲＣ気仙沼市
3099 赤坂　秀樹 ｱｶｻｶ ﾋﾃﾞｷ D.S久慈市陸協釜石市
3102 新田　慧 ﾆｯﾀ ｻﾄｼ D.S北上市陸協北上市
3103 阿部　真哉 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ D.SＴＥＡＭアテルイ奥州市
3104 阿部　稔 ｱﾍﾞ ﾐﾉﾙ D.SＴＥＡＭアテルイ奥州市
3110 阿部　亮介 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ D.S笹間クラブ花巻市
3112 下斗米　裕弥 ｼﾓﾄﾏｲ ﾕｳﾔ D.S二戸地区陸協クラブ軽米町
3114 吉田　圧務 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾑ D.F宮古市
3138 大江　賢治 ｵｵｴ ｹﾝｼﾞ D.SＴＥＡＭ走り隊東松島市
3148 高岡　豊 ﾀｶｵｶ ﾕﾀｶ D.S岩手自衛隊滝沢市
3151 吉田　親史 ﾖｼﾀﾞ ﾁｶｼ D.S小鷹走友会盛岡市
3155 佐々木　一基 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ D.S遠野ＡＣ遠野市
3160 比企野　創典 ﾋｷﾉ ｿｳｽｹ D.F紫波郡陸協盛岡市
3162 小野寺　栄光 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｺｳ D.Sアテルイ奥州市
3168 多田　謙一 ﾀﾀﾞ ｹﾝｲﾁ D.Sヨコミチランニングクラブ金ケ崎町
3172 浅利　政喜 ｱｻﾘ ﾏｻｷ D.SＴＥＡＭアテルイ奥州市
3179 小川　壮聖 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾏｻ D.SＴＥＡＭアテルイ奥州市
3186 金今　裕樹 ｶﾈｺﾝ ﾕｳｷ D.S高田高校一関市
3190 長澤　晃也 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾔ D.Sチームネクサス盛岡市
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