
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ １ ２ ３ ４

高　校　名 青森山田高等学校 八戸学院光星高等学校 青森南高等学校 八戸西高等学校

県　大　会 第１位 第２位 第３位 第４位

順位・記録 ２時間０６分４０秒 ２時間１１分３０秒 ２時間２３分４２秒 ２時間２４分０７秒

監　　　督 河野　仁志 赤間　俊勝 細谷　貴之 鈴木　俊博

選手(学年) 柿本　昇忠　(3) 長谷地　拓也(3) 川村　耕平　(3) 鈴木　悠太　(2)

舘脇　勇助　(3) 沖　　成仁　(3) 米田　巧平　(2) 長畑　志賢　(2)

堀内　皓平　(3) 舘石　海斗　(3) 藤田　昂己　(2) 日向　洸介　(2)

簗田　正之助(3) 吹切　佳太　(2) 岩谷　洋史　(2) 小嶋　慧次郎(2)

有谷　昭宏　(3) 中村　拳梧　(2) 相馬　晃平　(2) 和田　　誠　(1)

堀合　大輔　(2) 牧野　竜也　(2) 大坂　隼平　(2) 平野　貴之　(3)

寺嶋　晃我　(2) 原　　大成　(1) 石田　慶将　(1) 下村　大志　(2)

白浜　大雅　(2) 菊池　駿也　(1) 永井　悠太郎(1) 福山　泰勇　(1)

山田　勇大　(1) 佐藤　顕聖　(2) 山上　貴大　(1) 稲村　純也　(1)

ｼﾞｮﾝ　ｶﾘｳｷ  (1) 長根　浩太　(1) 宇野　竜登　(1) 中村　賢生　(2)

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ５ ６ ７ ８

高　校　名 一関学院高等学校 専修大学北上高等学校 盛岡工業高等学校 盛岡第四高等学校

県　大　会 第１位 第２位 第３位 第４位

順位・記録 ２時間１０分１０秒 ２時間１７分５８秒 ２時間１８分５９秒 ２時間２０分０９秒

監　　　督 千葉　裕司 千田　隆幸 新里　善德 千葉　信彦

選手(学年) 伊藤　龍也　(3) 堀川　航貴　(3) 伊藤　岬樹　(3) 村上　　諄　(2)

昆　　　充　(3) 佐藤　　稜　(3) 吉田　龍太郎(3) 葦名　翔佑　(2)

佐藤　優生　(3) 磯谷　大志　(3) 北山　友基　(2) 星川　永志　(2)

濱登　貴也　(3) 菊地　翔也　(3) 吉川　皇弥　(2) 丹内　陽太　(2)

山舘　湧真　(3) 伊藤　憲哉　(3) 千葉　雅貴　(2) 織田　敬太　(2)

岩崎　雅広　(2) 柞山　昂大　(3) 永戸　　聖　(2) 盛田　大地　(1)

上山　友裕　(2) 一倉　寿樹　(2) 細川　耕希　(2) 宇部　雄太　(1)

熊谷　比呂　(2) 小野寺　広大(2) 佐々木　優太(1) 加藤　亮太　(2)

藤井　健吾　(2) 三留　大貴　(1) 佐藤　風真　(1) 田代　優仁　(1)

工藤　淳平　(1) 袴田　　歩　(1) 深澤　　快　(1)

《　青　　森　　県　》

《　岩　　手　　県　》



ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ９ １０ １１ １２

高　校　名 秋田工業高等学校 花輪高等学校 大曲工業高等学校 横手高等学校

県　大　会 第１位 第２位 第３位 第４位

順位・記録 ２時間０７分４９秒 ２時間１０分５２秒 ２時間１６分０４秒 ２時間１８分４５秒

監　　　督 大友　貴弘 佐藤　　拓 坪井　史樹 浅野　浩孝

選手(学年) 進藤　龍太　(3) 阿部　啓明　(3) 加藤　基之　(3) 高橋　洸稀　(2)

花田　太一　(3) 阿部　貴大　(3) 田村　　諒　(3) 古関　一成　(3)

三沢　純也　(3) 板橋　賢吾　(3) 中村　　凌　(3) 沓澤　駿也　(2)

柴田　征人　(3) 工藤　来輝　(3) 佐藤　　凌　(3) 時田　爽志　(1)

石井　　僚　(2) 三ケ田　拓未(3) 伊藤　直翔　(2) 最上　　烈　(2)

湊谷　春紀　(2) 村上　延矢　(3) 千葉　　光　(2) 佐々木　純平(2)

續木　悠也　(2) 泉澤　宏紀　(2) 西鳥羽　涼　(2) 松本　拓範　(2)

菅原　勇聖　(2) 高田　俊太　(2) 田口　賢也　(1) 髙橋　　巧　(2)

安藤　　駿　(1) 金井　優介　(1) 髙橋　　颯　(1) 柴田　大武　(1)

松尾　淳之介(1) 中野　創也　(1) 佐々木　拓　(1) 菅　　凌也　(1)

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ １３ １４ １５ １６ １７

高　校　名 東北高等学校 仙台育英学園高等学校 利府高等学校 明成高等学校 仙台第三高等学校

県　大　会 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

順位・記録 ２時間０８分３０秒 ２時間０８分５６秒 ２時間１１分０５秒 ２時間１２分２０秒 ２時間１７分３６秒

監　　　督 渋谷　武彦 真名子　圭 吉田　　淳 中村　　登 髙城　　歩

選手(学年) 永沼　慶己　(3) 郷右近　辰也(3) 齋藤　　希　(3) 渡辺　拓巳　(3) 木村　大地　(3)

布田　直也　(3) 杉山　翔太　(3) 春日　龍馬　(3) 板橋　弘人　(3) 高橋　　涼　(2)

三浦　洋希　(2) 小室　　翼　(1) 及川　直貴　(3) 日野　　航　(2) 石井　晴暉　(2)

大久保　陸人(2) 島村　英治　(1) 佐藤　亜星　(2) 竹内　健人　(2) 菊地　建人　(2)

鈴木　智裕　(2) 奈良　凌介　(1) 石井　　海　(2) 大場　章央　(2) 木村　駿介　(2)

秋山　拓海　(2) 只隈　健太　(1) 阿部　圭佑　(2) 佐藤　佑志郎(1) 木崎　裕介　(2)

佐藤　健斗　(1) 高田　悠太　(1) 小新　裕貴　(2) 平井　瀬南　(1) 清野　峻吾　(1)

中村　大成　(1) 島津　達洋　(1) 小野　正太朗(2) 星　　宇宙　(1) 小林　英史　(1)

佐々木虎一朗(1) 石井　裕己　(1) 吉川　幸紀　(1) 首藤　礼希　(1) 今江　勇人　(1)

後藤　雄貴　(1) ｻｲﾗｽ　ｷﾝｺﾞﾘ (1) 早坂　祐哉　(2) 佐々木　健太(1) 森　　瑞希　(1)

《　秋　　田　　県　》

《　宮　　城　　県　》



ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ １８ １９ ２０ ２１ ２２

高　校　名 学法石川高等学校 田村高等学校 会津高等学校 いわき秀英高等学校 福島西高等学校

県　大　会 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

順位・記録 ２時間０９分５３秒 ２時間１０分１０秒 ２時間１６分２１秒 ２時間１８分３２秒 ２時間１８分３４秒

監　　　督 松田　和宏 佐藤　修一 山内　淳一 小野　秀憲 渡辺　昭則

選手(学年) 高本　真樹　(3) 長谷部　優也(3) 斎藤　祥太　(2) 賀澤　拓海　(2) 山田　拓海　(3)

山本　竜也　(3) 本多　将貴　(3) 阿久津　岳志(3) 水口　敬斗　(2) 一條　拓也　(3)

遠藤　清也　(3) 佐久間　龍次(3) 笠間　淳平　(2) 草野　佑哉　(2) 佐山　秀成　(3)

蛭田　雄大　(3) 石川　大和　(2) 一重　紀仁　(3) 品川　太郎　(2) 本多　一毅　(3)

山田　　攻　(2) 菅野　将矢　(2) 神　　汰輝　(1) 小野　元也　(1) 石幡　　亮　(2)

車田　　颯　(2) 佐久間　智也(2) 五十嵐　航太(3) 蛭田　直宏　(1) 渡辺　拓夢　(2)

林　　尚範　(2) 鈴木　晃大　(2) 生井　宏明　(3) 一刀　皐平　(1) 田口　宝路　(2)

瀬谷　浩晃　(2) 住吉　秀昭　(2) 仙波　修哉　(3) 新田　　翼　(1) 鴫原　大晟　(1)

相澤　　晃　(1) 戸澤　　奨　(2) 真部　春希　(2) 根本　俊輝　(1) 佐藤　忠俊　(1)

郷　　龍輔　(2) 鼡田　章宏　(1) 宗形　真吾　(2) 渡邊　祐太郎(1) 後藤　夏輝　(1)

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

高　校　名 東海大学山形高等学校 酒田南高等学校 山形南高等学校 鶴岡工業高等学校 米沢工業高等学校

県　大　会 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

順位・記録 ２時間１１分５６秒 ２時間１１分５１秒 ２時間１４分２５秒 ２時間１７分２０秒 ２時間１８分０５秒

監　　　督 田宮　　健 阿部　　亮 半田　　亘 押野　　元 熊谷　隆史

選手(学年) 渡邉　　貴　(3) 今井　滉二　(3) 五十嵐　大義(3) 伊藤　慎二　(3) 須貝　誠耶　(3)

木村　勇人　(3) 上野　聖哉　(3) 遠藤　陽太　(2) 鈴木　博斗　(3) 青木　鴻斗　(3)

荒井　大輝　(3) 加藤　巧記　(3) 安達　元輝　(2) 若生　高秀　(3) 齋藤　誉也　(3)

蜂屋　瑛拡　(2) 齋藤　勇磨　(3) 櫻井　圭介　(2) 板垣　貴大　(2) 西村　　翔　(3)

本間　　渉　(1) 齋藤　宥哉　(3) 鈴木　基史　(2) 佐藤　芳貴　(2) 吉田　周平　(3)

大沼　聖樹　(2) 浅沼　啓太　(3) 橋間　貴弥　(2) 滝澤　　嶺　(2) 鈴木　椋也　(2)

森　　優太　(1) 遠田　　洸　(2) 松田　滉平　(2) 田中　翔太　(2) 金子　康太　(2)

高岡　朝日　(2) 齋藤　　諒　(2) 佐藤　大河　(1) 難波　大翔　(2) 佐々木　　優(1)

布施　晴貴　(2) 鈴木　亮平　(2) 鈴木　智也　(1) 佐藤　雄志　(1) 大津　吉信　(1)

遠藤　拓郎　(1) 安倍　智輝　(2) 武田　和樹　(1) 中野　友晶　(1) 寒河江　璃矩(1)

《　福　　島　　県　》

《　山　　形　　県　》


