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1042 澤野　祐希 ｻﾜﾉ ﾕｳｷ  0:32:21盛岡第一高校1 盛岡市
1024 菅田　和馬 ｽｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ  0:32:22専修大学北上高校2 北上市
1060 立花　光星 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｾｲ  0:32:27盛岡工業高校3 盛岡市
1071 宇部　駿 ｳﾍﾞ ｼｭﾝ  0:32:32盛岡市立高校4 盛岡市
1095 千葉　俊佑 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ  0:32:42大船渡東高校5 大船渡市
1034 千田　隆真 ﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾏ  0:32:44専修大学北上高校6 北上市
1079 小野寺　陸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｸ  0:33:03水沢工業高校7 奥州市
1075 髙橋　優斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ  0:33:06盛岡市立高校8 盛岡市
1010 阿部　佑真 ｱﾍﾞ ﾕｳﾏ  0:33:11盛岡第三高校9 盛岡市
1028 飯塚　智希 ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓｷ  0:33:19専修大学北上高校10 北上市
1101 菊地　暖 ｷｸﾁ ｱﾂｼ  0:33:22大船渡東高校11 大船渡市
1047 山本　優希 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ  0:33:25盛岡中央高校12 盛岡市
1030 柿木　奎又 ｶｷｷ ｹｲﾕｳ  0:33:29専修大学北上高校13 北上市
1029 及川　稜亮 ｵｲｶﾜ ﾘｮｳｽｹ  0:33:48専修大学北上高校14 北上市
1039 出雲　愛洸 ｲｽﾞﾓ ﾏﾋﾛ  0:33:50宮古高校15 宮古市
1015 髙橋　理久 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ  0:33:53盛岡第三高校16 盛岡市
1089 吉田　宜永 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾅｶﾞ  0:33:55大船渡高校17 大船渡市
1070 鷲見　太一 ｽﾐ ﾀｲﾁ  0:33:56盛岡市立高校18 盛岡市
1076 福田　翔 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ  0:33:59盛岡市立高校19 盛岡市
1048 鈴木　唯斗 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ  0:34:12気仙沼高校20 気仙沼市
1004 大戸　光星 ｵｵﾄ ｺｳｾｲ  0:34:24黒沢尻北高校21 北上市
1091 熊谷　篤也 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾂﾔ  0:34:27大船渡高校22 大船渡市
1107 髙橋　晃太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ  0:34:28花巻北高校23 花巻市
1011 斎藤　祐冶 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ  0:34:34盛岡第三高校24 盛岡市
1086 大﨑　佑哉 ｵｵｻｷ ﾕｳﾔ  0:34:42久慈高校25 久慈市
1073 瀬川　怜 ｾｶﾞﾜ ﾚｲ  0:34:45盛岡市立高校26 盛岡市
1037 佐々木　理空 ｻｻｷ ﾘｸ  0:34:48専修大学北上高校27 北上市
1043 田村　俊太朗 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ  0:34:49盛岡第一高校28 盛岡市
1072 佐々木　聖太朗 ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ  0:34:52盛岡市立高校29 盛岡市
1059 千葉　一樹 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ  0:34:54千厩高校30 一関市
1074 瀬川　塁 ｾｶﾞﾜ ﾙｲ  0:34:57盛岡市立高校31 盛岡市
1055 佐藤　宇浩 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  0:35:08千厩高校32 一関市
1097 白木澤　耕 ｼﾛｷｻﾞﾜ ｺｳ  0:35:11大船渡東高校33 大船渡市
1016 藤森　健伸 ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝｼﾝ  0:35:22盛岡第三高校34 盛岡市
1023 千田　太貴 ﾁﾀﾞ ﾀｲｷ  0:35:24高田高校35 陸前高田市
1036 菊池　柊平 ｷｸﾁ ｼｭｳﾍｲ  0:35:24専修大学北上高校36 北上市
1118 佐々木　悠真 ｻｻｷ ﾕｳﾏ  0:35:43盛岡峰南高等支援学校37 大船渡市
1044 及川　政宗 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾑﾈ  0:35:44盛岡第一高校38 盛岡市
1057 小山　昂大 ｵﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ  0:35:45千厩高校39 一関市
1116 佐藤　天哉 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ  0:35:46志津川高校40 登米市
1035 八重樫　優太 ﾔｴｶﾞｼ ﾕｳﾀ  0:35:55専修大学北上高校41 北上市
1054 小野寺　奨馬 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾏ  0:35:56千厩高校42 一関市
1084 西前　飛来 ﾆｼﾏｴ ﾋﾗｲ  0:36:01久慈高校43 久慈市
1007 阿部　一希 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ  0:36:02黒沢尻北高校44 北上市
1098 鈴木　裕太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ  0:36:09大船渡東高校45 大船渡市
1067 井上　朱羅 ｲﾉｳｴ ｼｭﾗ  0:36:09盛岡工業高校46 盛岡市
1064 伊藤　希生 ｲﾄｳ ﾈｵ  0:36:10盛岡工業高校47 盛岡市
1085 馬場　喜生 ﾊﾞﾊﾞ ﾋｻﾅﾘ  0:36:11久慈高校48 久慈市
1088 新沼　宏典 ﾆｲﾇﾏ ｺｳｽｹ  0:36:15大船渡高校49 大船渡市
1100 大山　友樹 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｷ  0:36:23大船渡東高校50 大船渡市
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1051 及川　彗 ｵｲｶﾜ ｹｲ  0:36:28一関第二高校51 一関市
1109 熊谷　侑音 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾄ  0:36:28花巻北高校52 花巻市
1031 佐藤　樹 ｻﾄｳ ﾀﾂｷ  0:36:34専修大学北上高校53 北上市
1012 桑島　凜 ｸﾜｼﾏ ﾘﾝ  0:36:38盛岡第三高校54 盛岡市
1017 阿部　智樹 ｱﾍﾞ ﾄﾓｷ  0:36:40盛岡第三高校55 盛岡市
1080 小園　顕資 ｺｿﾞﾉ ｹﾝｽｹ  0:36:42水沢工業高校56 奥州市
1106 佐々木　駿人 ｻｻｷ ﾊﾔﾄ  0:36:43花巻北高校57 花巻市
1069 糸永　響斗 ｲﾄﾅｶﾞ ｷｮｳﾄ  0:36:45盛岡市立高校58 盛岡市
1005 寺田　恒大 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ  0:36:55黒沢尻北高校59 北上市
1027 村田　涼輔 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ  0:36:55専修大学北上高校60 北上市
1061 梅澤　英昭 ｳﾒｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ  0:37:07盛岡工業高校61 盛岡市
1053 太田　珠莉 ｵｵﾀ ｼｭﾘ  0:37:11千厩高校62 一関市
1065 石村　太一 ｲｼﾑﾗ ﾀｲﾁ  0:37:11盛岡工業高校63 盛岡市
1094 加茂　佳悟 ｶﾓ ｹｲｺﾞ  0:37:16大船渡高校64 大船渡市
1038 田村　翔 ﾀﾑﾗ ｼｮｳ  0:37:19専修大学北上高校65 北上市
1046 村杉　勇太 ﾑﾗｽｷﾞ ﾕｳﾀ  0:37:19盛岡中央高校66 盛岡市
1112 新田　英 ﾆｯﾀ ｽｸﾞﾙ  0:37:24黒沢尻工業高校67 北上市
1008 坂本　鉄太 ｻｶﾓﾄ ﾃｯﾀ  0:37:27黒沢尻北高校68 北上市
1045 熊谷　直政 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾏｻ  0:37:33盛岡中央高校69 盛岡市
1087 大上　慶 ｵｵｶﾐ ﾁｶﾗ  0:37:36久慈高校70 久慈市
1002 中島　佑太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ  0:37:36岩泉高校71 岩泉町
1102 澤田　恵人 ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾄ  0:37:37大船渡東高校72 大船渡市
1033 菅原　礼司 ｽｶﾞﾜﾗ ﾚｲｼﾞ  0:37:39専修大学北上高校73 北上市
1093 亀井　蒼太 ｶﾒｲ ｿｳﾀ  0:37:46大船渡高校74 大船渡市
1077 畑村　恵太 ﾊﾀｹﾑﾗ　ｹｲﾀ  0:37:54盛岡市立高校75 盛岡市
1082 佐藤　莉玖 ｻﾄｳ ﾘｸ  0:38:04水沢工業高校76 奥州市
1018 小野　慎太郎 ｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ  0:38:18盛岡第三高校77 盛岡市
1020 遠藤　恵太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ  0:38:24高田高校78 陸前高田市
1022 荒木　優希 ｱﾗｷ ﾕｳｷ  0:38:25高田高校79 陸前高田市
1063 高橋　弘 ﾀｶﾊｼ ｺｳ  0:38:29盛岡工業高校80 盛岡市
1108 三田　明也 ﾐﾀ ﾒｲﾔ  0:38:30花巻北高校81 花巻市
1083 大湊　健太郎 ｵｵﾐﾅﾄ ｹﾝﾀﾛｳ  0:38:32久慈高校82 久慈市
1062 熊谷　鳳矢 ｸﾏｶﾞｲ ﾌｳﾔ  0:38:37盛岡工業高校83 盛岡市
1013 水内　隼也 ﾐｽﾞﾅｲ ｼｭﾝﾔ  0:38:39盛岡第三高校84 盛岡市
1056 三浦　優大 ﾐｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ  0:38:42千厩高校85 一関市
1104 福士　聖也 ﾌｸｼ ｾｲﾔ  0:38:44花巻東高校86 花巻市
1050 畠山　俊輔 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ  0:39:02気仙沼高校87 気仙沼市
1021 松田　晃矢 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ  0:39:05高田高校88 陸前高田市
1049 小原　和大 ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾔ  0:39:11気仙沼高校89 気仙沼市
1058 菊池　宥喜 ｷｸﾁ ﾕｳｷ  0:39:13千厩高校90 一関市
1006 金田　拓明 ｶﾅﾀﾞ ﾀｸｱｷ  0:39:43黒沢尻北高校91 北上市
1096 滝田　陵介 ﾀｷﾀ ﾘｮｳｽｹ  0:39:52大船渡東高校92 大船渡市
1040 古川　直人 ﾌﾙｶﾜ ﾅｵﾄ  0:41:12軽米高校93 軽米町
1113 佐藤　颯 ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ  0:41:36黒沢尻工業高校94 北上市
1001 佐藤　弥翔 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ  0:41:58岩泉高校95 岩泉町
1041 小田中　燦 ｵﾀﾞﾅｶ ｻﾝ  0:43:35盛岡第一高校96 盛岡市
1115 鈴木　生真 ｽｽﾞｷ ｲｸﾏ  0:45:11釜石高校97 釜石市
1003 菅原　悠人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ  0:46:51一関工業高等専門学校98 一関市
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1009 藤原　健祐 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｽｹ D.S黒沢尻北高校北上市
1014 小笠原　洸太 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳﾀ D.S盛岡第三高校盛岡市
1019 金野　正祐 ｺﾝﾉ ﾏｻﾖｼ D.S高田高校陸前高田市
1025 瀬川　元気 ｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ D.S専修大学北上高校北上市
1026 髙橋　裕雅 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶﾞ D.S専修大学北上高校北上市
1032 十文字　優一 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾕｳｲ D.S専修大学北上高校北上市
1052 木村　直亮 ｷﾑﾗ ﾅｵｱｷ D.S一関第二高校一関市
1066 德田　大樹 ﾄｸﾀ ﾀﾞｲｷ D.S盛岡工業高校盛岡市
1068 佐々木　玖弥 ｻｻｷ ｸｳﾔ D.S盛岡市立高校盛岡市
1078 佐藤　良樹 ｻﾄｳ ﾖｼｷ D.S水沢工業高校奥州市
1081 佐々木　大翔 ｻｻｷ ﾋﾛﾄ D.S水沢工業高校奥州市
1090 平田　峻士 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ D.S大船渡高校大船渡市
1092 熊谷　秀人 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾄ D.S大船渡高校大船渡市
1099 田畑　良彬 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ D.S大船渡東高校大船渡市
1103 下門　弥央 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾐｵ D.S花巻東高校花巻市
1105 髙橋　龍太郎 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ D.S花巻東高校花巻市
1110 土井　隼斗 ﾄﾞｲ ﾊﾔﾄ D.S黒沢尻工業高校北上市
1111 齊藤　遼 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ D.S黒沢尻工業高校北上市
1114 佐々木　大空 ｻｻｷ ｿﾗ D.S釜石高校釜石市
1117 菅原　駿斗 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾄ D.S志津川高校登米市
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