
ID 氏名 ふりがな 学年 所属チーム タイム 順位
青101 中路　孝亮 なかじ　たかあき 3 白河実業高校
青102 関根　啓太 せきね　けいた 3 白河実業高校
青103 髙野　皓嗣 たかの　てるつぐ 3 白河実業高校
青104 山口　翼 やまぐち　つばさ 2 白河実業高校
青105 小山田　圭太 おやまだ　けいた 2 白河実業高校
青106 北野　慶樹 きたの　よしき 2 白河実業高校
青107 深谷　駿斗 ふかや　はやと 2 白河実業高校
青108 小関　創斗 こせき　そうと 2 鶴岡工業高校
青109 阿部　義史 あべ　よしふみ 2 新庄神室産業高校
青110 工藤　大陸 くどう　りく 2 新庄神室産業高校
青111 設楽　智行 したら　ともゆき 2 新庄神室産業高校
青112 大橋　佑太 おおはし　ゆうた 3 学法石川
青113 熊谷　綾真 くまがい　りょうま 3 学法石川
青114 滝沢　慧 たきざわ　けい 3 学法石川
青115 西牧　杏恭 にしまき　きょうすけ 3 学法石川
青116 邊見　竜馬 へんみ　りゅうま 3 学法石川
青117 邊見　光輝 へんみ　みつき 3 学法石川
青118 安江　永遠 やすえ　とわ 3 学法石川
青119 渡邉　燈希 わたなべ　とうき 3 学法石川
青120 柳沼　鼓太郎 やぎぬま　こたろう 2 学法石川
青121 北野　峻也 きたの　しゅんや 2 学法石川
青122 福地　晶 ふくち　ひかる 2 学法石川
青123 佐久間　海人 さくま　かいと 2 学法石川
青124 十文字　悠真 じゅうもんじ　ゆうま 2 学法石川
青125 ウーチュール ウーチュール 2 東北高校
青126 古山　覚理 ふるやま　さとり 2 東北高校
青127 佐藤　岳 さとう　がく 3 山形南
青128 竹中　裕馬 たけなか　ゆうま 3 FUGGITIVO
青129 糸井　星夜 いとい　しょうや 3 大曲農業高校
青130 須田　祐人 すだ　ゆうと 3 大曲農業高校
青131 邑山　颯太 むらやま　そうた 2 大曲農業高校
青132 嵯峨　旭陽 さが　あさひ 2 大曲農業高校
青133 後藤　圭輝 ごとう　よしき 2 大曲農業高校
青134 藤井　悠羽 ふじい　ゆう　 2 大曲農業高校
青135 本村　玲允 もとむら　れいん 2 大曲農業高校
青136 高橋　まりお たかはし　まりお 2 大曲農業高校
青137 後藤　駿 ごとう　しゅん 2 能代西高校
青138 畠山　翔太 はたけやま　しょうた 2 能代西高校
青139 齊藤　涼雅 さいとう　りょうが 3 六郷高校
青140 神原　裕一郎 かんばら　ゆういちろう 3 六郷高校
青141 佐藤　優夢人 さとう　ゆめと 2 六郷高校
青142 鈴木　健流 すずき　たける 2 六郷高校
青143 加賀谷　修斗 かがや　しゅうと 2 六郷高校
青144 佐々木　大輔 ささき　だいすけ 2 小牛田農林高校
青145 徳川　瑛介 とくがわ　えいすけ 2 小牛田農林高校
青146 原田　裕太郎 はらだ　ゆうたろう 2 青森商業高校
青147 菊池　玲央 きくち　れお 3 水沢農業高校
青148 小田島　湧希 こだしま　ゆうき 3 大迫高校
青149 小松　大晃 こまつ　ひかる 3 大迫高校
青150 井上　徳紀 いのうえ　よしき 3 盛岡農業高校
青151 関　佑太 せき　ゆうた 3 盛岡農業高校
青152 三浦　生誠 みうら　きあき 3 盛岡農業高校
青153 寺崎　寿紀 てらさき　としき 3 盛岡農業高校
青154 畑山　諒 はたやま　りょう 3 盛岡農業高校
青155 畠山　康太郎 はたけやま　こうたろう 3 盛岡農業高校
青156 畑中　律輝 はたなか　りつき 2 盛岡農業高校
青157 長澤　駿 ながさわ　しゅん 2 盛岡農業高校
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青158 野澤　奏斗 のざわ　かなと 2 盛岡農業高校
青159 菅原　優成 すがわら　ゆうせい 2 盛岡農業高校
青160 高橋　翔夢 たかはし　かけむ 3 八戸工大第一高校
青161 吉田　真聖 よしだ　しんせい 3 八戸工大第一高校
青162 渡辺　朝陽 わたなべ　ともあき 3 八戸工大第一高校
青163 荒谷　駿輔 あらや　しゅんすけ 3 八戸工大第一高校
青164 細谷　恵亮 あらや　けいすけ 3 紫波総合高校
青165 渡邉　優人 わたなべ　ゆうと 3 紫波総合高校
青166 菅原　蓮 すがわら　れん 3 紫波総合高校
青167 細川　泰生 ほそかわ　たいせい 3 紫波総合高校
青168 福士　寛室 ふくし　ひろむ 3 紫波総合高校
青169 安ヶ平　陸 やすがひら　りく 3 紫波総合高校
青170 岩本　将武 いわもと　しょうま 3 紫波総合高校
青171 照井　力斗 てるい　りきと 3 紫波総合高校
青172 大下　智也 おおした　ともや 2 紫波総合高校
青173 小森田　佑誠 こもりた　ゆうせい 2 紫波総合高校
青174 中野　大詞 なかの　だいじ 2 紫波総合高校
青175 藤井　祐希 ふじい　ゆうき 2 紫波総合高校
青176 大下　好誠 おおした　こうせい 2 紫波総合高校
青177 松田　蒼汰 まつだ　そうた 2 紫波総合高校
青178 橘　颯人 たちばな　はやと 2 紫波総合高校
青179 川原　貴大 かわはら　たかひろ 2 紫波総合高校
青180 烏　峻也 からす　しゅんや 2 村山産業高校
青181 清野　優太 せいの　ゆうた 2 村山産業高校
青182 渡辺　拓海 わたなべ　たくみ 3 村山産業高校
青183 松山　真大 まつやま　まさひろ 3 村山産業高校
青184 北浦　陸碧 きたうら　るきあ 3 仙台商業


