
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 青森高等学校 黒石高等学校

県　大　会 第１位 第２位 第３位 第４位

順位・記録 １時間０８分２５秒 １時間１６分１１秒 １時間２２分３０秒 １時間２３分０２秒

監　　　督 大島　健治 赤間　俊勝 珍田　里重 乗田　仁志

選手(学年) 矢作　佳南子(2) 飯山　実李　(3) 鎌田　紗和　(2) 相馬　詩織　(3)

伴　　未結　(2) 佐藤　真衣子(3) 三上　紗也加(1) 葛西　穂月　(2)

溝江　愛花　(1) 堀井　ちなみ(2) 木村　千恵　(2) 相坂　美空　(1)

川村　美学　(3) 漆戸　　雛　(2) 逢坂　香穗子(2) 木村　凜桜　(1)

ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ･ﾜﾝｼﾞﾙ(3) 杉山　玲奈　(2) 齋藤　那歩　(2) 盛　　　恵　(1)

矢部　綾乃　(1) 宮　　杏珠　(1) 齋藤　眞友　(1) 明石　絵里　(1)

田中　朱音　(2) 松山　春女　(1) 佐々木　彩峰(1) 佐藤　　澪　(1)

西澤　果穂　(3) 野崎　　愛　(1) 木村　結菜　(1)

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ５ ６ ７ ８

高　校　名 盛岡誠桜高等学校 花巻東高等学校 北上翔南高等学校 花巻北高等学校

県　大　会 第１位 第２位 第３位 第４位

順位・記録 １時間１１分１９秒 １時間１８分５０秒 １時間２０分２１秒 １時間２０分３５秒

監　　　督 大梶　義幸 似内　圭介 本正　園子 川村　圭司

選手(学年) 小笠原　楓　(3) 片方　明音　(2) 牧野　あや　(2) 梅木　　舞　(2)

淡渕　香奈　(3) 菊地　光愛　(2) 尾形　美優　(2) 荒木田　咲希(2)

藤原　みすず(2) 高舘　綾乃　(2) 長沼　なつみ(2) 髙橋　優莉　(2)

井上　日葉　(2) 髙橋　莉菜　(2) 中村　美絵　(3) 若山　風美香(2)

熊谷　彩音　(2) 松川　起帆　(2) 竹中　美香　(3) 小野寺　晴菜(1)

志和　真純　(1) 菊池　　葵　(1) 千田　菜摘　(1) 德吉　　茜　(1)

佐藤　真生　(1) 澤村　　京　(1) 狩野　わかな(2) 照井　千聖　(1)

砂川　真穂　(1) ﾃﾞﾚｵﾝ ｼﾞｬﾝ ﾆｯｶ(1) 斉藤　春菜　(1)

《　青　　森　　県　》

《　岩　　手　　県　》



ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ９ １０ １１ １２

高　校　名 花輪高等学校 大曲高等学校 秋田中央高等学校 秋田高等学校

県　大　会 第１位 第２位 第３位 第４位

順位・記録 １時間１０分５２秒 １時間１５分１６秒 １時間１８分０３秒 １時間１８分２５秒

監　　　督 佐藤　拓 木村　留衣子 大須賀　浩 佐々木　裕之

選手(学年) 黒澤　志織　(3) 照井　佳也　(3) 工藤　るり子(2) 千田　春佳　(2)

小笠原　朋香(2) 熊谷　千鶴　(3) 山田　千夏　(2) 佐々木　彩乃(1)

渋谷　未来　(2) 高橋　美礼　(2) 伊藤　咲季　(1) 加藤　珠恵　(2)

成田　利奈　(2) 髙橋　璃紗　(2) 佐藤　　歩　(3) 熊谷　奈都子(2)

畠山　翠葉　(2) 熊谷　有紗　(2) 佐藤　佑香　(1) 桜庭　美紅　(1)

三ヶ田　楓　(1) 鈴木　菜未　(1) 佐藤　志織　(2)

村上　史帆　(1) 佐藤　公香　(1)

阿部　史生奈(3) 宮本　愛実　(1)

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ １３ １４ １５ １６ １７

高　校　名 仙台育英学園高等学校 常盤木学園高等学校 利府高等学校 仙台二華高等学校 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 １時間１０分１５秒 １時間１３分１２秒 １時間１６分２８秒 １時間１７分４７秒 １時間１８分０８秒

監　　　督 釜石　慶太 遠藤　ひろみ 吉田　淳 竹田　幸平 髙城　歩

選手(学年) 桜庭　沙耶香(2) 尾形　朋美　(3) 佐々木　朋花(2) 増田　梨沙　(3) 千葉　郁穂　(2)

小定　絵里　(2) 遠藤　ひかる(3) 日下　きらら(1) 佐藤　　望　(2) 石倉　瑛梨　(2)

加藤　夏鈴　(1) 小山　京華　(3) 髙橋　真由美(1) 横尾　　栞　(2) 菅野　　萌　(2)

佐藤　瑞穂　(1) 千葉　悠里奈(2) 日下　水輝　(3) 大沢　早織　(2) 坂本　雅咲　(2)

佐藤　瑞穂　(1) 工藤　茉子　(2) 川村　鞠奈　(3) 内藤　由佳　(1) 佐々木　彩咲(1)

千葉　紗智子(1) 今　さつき　(1) 堺　　実梨　(1) 大場　那珠　(1) 伊藤　千晶　(2)

虻川　瑞貴　(3) 黒澤　まりな(1) 川原　愛香　(2) 鎌田　真衣　(1) 常世田　侑希(2)

アン　ガトニ(1) 榊原　　遥　(1) 更科　越海　(1) 赤木　菜実子(1) 高橋　奈津子(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 いわき総合高等学校 会津高等学校 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 １時間１１分２１秒 １時間１４分４４秒 １時間１５分５９秒 １時間１７分３１秒 １時間１７分４６秒

監　　　督 松田　和宏 畑中　良介 阿部　秀幸 山内　淳一 渡辺　昭則

選手(学年) 石井　寿美　(3) 田邉　美咲　(3) 大久保　七海(3) 永井　加奈　(3) 鈴木　美咲　(3)

内田　寧々　(3) 粠田　莉那　(3) 安田　千秋　(3) 舟田　莉佳　(3) 菅野　愛理　(3)

矢内　ねね　(3) 猪狩　美咲　(2) 胡口　奈穂　(3) 遠藤　美羽　(2) 二瓶　千穂　(3)

矢吹　涼華　(3) 坂本　ちほ　(2) 伊藤　吏沙　(2) 遠藤　あゆ子(2) 池田　華子　(2)

小島　彩香　(2) 佐藤　美穂　(2) 西山　彩香　(1) 古河　美咲　(3) 柿沼　美羽　(2)

渡邊　梨沙　(2) 高橋　未来　(1) 斎藤　日瑶里(1) 益子　みなみ(1) 渡邊　　萌　(2)

三瓶　　遥　(2) 渡邉　理沙　(1) 本多　夏美　(2) 草野　有里薫(1)

迎　まどか　(1) 西尾　真季　(2) 鈴木　芽衣　(1) 後藤　萌乃　(1)

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

高　校　名 山形城北高等学校 酒田南高等学校 九里学園高等学校 東海大山形高等学校 山辺高等学校
上山明新館高等学校
(オープン参加)

県　大　会 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位

順位・記録 １時間１１分４０秒 １時間１５分１７秒 １時間１６分４５秒 １時間１６分４９秒 １時間２０分４２秒 １時間２１分１１秒

監　　　督 吉田　　進 阿部　亮 本田　米子 小俣　富一 佐藤　吉 佐藤　学

選手(学年) 時田　早穂　(3) 大谷　美優　(3) 髙橋　さおり(3) 村山　真唯　(3) 工藤　レイラ(3) 大泉　　南　(3)

本間　未来　(3) 兼古　　杏　(2) 村上　加奈　(3) 後野　莉沙　(2) 佐藤　亜緒衣(3) 山本　真子　(3)

監物　桃乃　(3) 上野　菜々子(2) 早川　真帆　(3) 阿部　若咲　(2) 内山　真梨子(3) 石沢　明日香(2)

星野　あす香(2) 佐藤　咲希　(2) 鈴木　菜々　(2) 小川　聖奈　(2) 堀川　　茜　(3) 佐藤　裕季　(2)

遠藤　柚奈　(2) 今田　みなみ(2) 安部　あずさ(2) 早坂　愛理　(2) 加藤　綾夏　(2) 辻　　桜子　(2)

尾崎　玲那　(2) 小野　里奈　(1) 小笠原　奈々(2) 梅津　千布　(1) 梅津　栞菜　(1) 森本　　茜　(2)

石川　涼音　(1) 森　穂乃佳　(1) 横尾　はるか(2) 萩原　あかね(1) 大江　真純　(1) 鹿場　聖礼　(1)

原田　咲雪　(1) 矢口　沙弥　(1) 加藤　嶺奈　(1) 伊藤　由依　(1) 佐藤　望美　(2)

《　福　　島　　県　》

《　山　　形　　県　》


