
種目 No. 所属

MD 1 薄衣 頼希 岩間 亮太 花巻市

MD 2 阿部 大地 菅原 祐成 東北学院大学・北翔大学

MD 3 羽生 莉来 菊地 康介 盛岡誠桜高校・東北学院大学

MD 4 長谷川 祥大 上村 海斗 花巻市・滝沢市

MD 5 石川 貴寛 劔持 祐之介 仙建工業・盛岡白百合学園高校教

MD 6 滝田 紘平 中村 青稀 東北学院大学・筑波大学

MD 7 阿部 幹太 藤澤 亮 東北学院大学・ＪＲ東日本

MD 8 菊地 一希 長谷川 剛之 神奈川大学・立命館大学

MD 9 二上 優唯斗 藤村 廉大 東北学院大学・東北保健医療専門学校

MD 10 及川 達志 佐藤 司 一関市

MD 11 千田 壱郎 佐藤 悠 東日本国際大学

MD 12 川畑 光 菊池 渡和 東北学院大学・奥州市

MD 13 高橋 海夢 吉田 健悟 奥州市・北上市

MD 14 小形 隆仁郎 藤谷 誠仁 富士大学・奥州市

MD 15 荒河 慶哉 三浦 侑翔 富士大学

MD 16 藤元 竣太郎 石田 直也 富士大学

MD 17 阿部 永遠 石河 楓稀 富士大学

MD 18 新井山 晃也 藤田 悠矢 富士大学

MD 19 觸澤  拓 植竹 晃大 富士大学

MD 20 川手 太賀 白鳥 光 富士大学

MD 21 小笠原 凌太 廣田 諒哉 富士大学

MD 22 軽石 直人 阿部 健也 ＪＲ東日本・一関市

MD 23 板橋 駿佑 芦 洸成 一関市

MD 24 筑後 恵太 菊川 旭飛 花巻市・明治大学

MD 25 千葉 浩幸 小笠原 克哉 盛岡市

MD 26 出雲 友也 小林 拓海 盛岡市

MD 27 大山 達也 及川 心 北上市・矢巾町

MD 28 目黒 寛大 早野 寛太 盛岡市

MD 29 及川 雄翔 砂川 竜輝 奥州市・花巻市

MD 30 三浦 大 髙橋 隆之 神奈川大学・矢巾町

MD 31 津田 謙太 髙橋 玄 ＪＲ東日本

30MD 1 高橋 亮 外川 真樹 盛岡市・ＪＲ東日本

30MD 2 大道口 傑 佐藤 啓輔 盛岡市・一関市

30MD 3 石川 晋也 千田 祐也 奥州市

30MD 4 千田 拓也 村上 竜也 奥州市

30MD 5 尾形 工 吉田 安具利 ＪＲ東日本・奥州市

30MD 6 高橋 慎 菅原 大地 岩手スカイテック・東京エレクトロン
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30MD 7 亀ケ森 有 佐々木 翔太 ＫＩＯＸＩＡ・北上翔南高校

30MD 8 太田 俊英 藤村 拓人 盛岡市

30MD 9 多田 祐太 田口 千晃 花巻市・盛岡市

30MD 10 北嶋 元 東野 孝則 矢巾町・盛岡市

30MD 11 亀ヶ森 友 諸房 悟史 盛岡市

40MD 1 千田 一馬 川村 忠広 水沢一高・花巻市

40MD 2 白幡 義経 畠山 拓 釜石市・花巻市

40MD 3 及川 耕平 藤原 徳貴 矢巾町

40MD 4 髙橋 輝勝 髙橋 至 北上市

40MD 5 三瓶 雅幸 岩渕 辰男 一関市・川嶋印刷

40MD 6 外川 正昭 佐藤 憲明 盛岡市・北上市

40MD 7 小笠原 亮 佐藤 茂雄 陸自岩手・盛岡市

40MD 8 髙橋 英樹 伊藤 俊幸 北上市・ＪＲ東日本

50MD 1 千葉 順一 猪股 公弘 たきざわ・盛岡市

50MD 2 小原 智雄 昆 義哉 ＫＩＯＸＩＡ・矢巾

50MD 3 阿部 淳二 柳原 賢 盛岡市・一関修紅高

50MD 4 鈴木 浩喜 佐藤 慎也 奥州市

60MD 1 宮野 徹 欠端 利行 盛岡市・二戸市

60MD 2 菊地 稔 高橋 輝彰 千厩・紫波

60MD 3 千葉 章 佐藤 正人 一関市

60MD 4 菊地 生昭 宮田 幸司 プロショップ菊地・北上市

60MD 5 菊池 敏 斉藤 剛 奥州市・盛岡市

60MD 6 千葉 幸悦 岩渕 和浩 一関市・ＪＲ東日本

65MD 1 北野 和敏 髙田 満 釜石市・盛岡市

65MD 2 伊藤 一郎 菊地 英俊 盛岡市・奥州市

70MD 1 佐藤  秀 矢島 英雄 一関市・盛岡市

70MD 2 熊谷 徹 佐々 孝 釜石市

WD 1 外川 実空 金野 夕香 盛岡市・北上市

WD 2 桐田 志織 平渡 咲 盛岡市・雫石町

WD 3 中島 葵 藤井 愛 花巻市

WD 4 佐々木 鈴花 高橋 美萩 花巻市・日本体育大学

WD 5 千葉 ひなた 伊藤 穂南 東日本国際大学

WD 6 狩野 衣里 本堂 香 一関市・奥州市

WD 7 楢木 瑞穂 楢木 亜弥 ＫＩＯＸＡ・北上市

WD 8 藤井 美波 森 菜帆 北上市・大船渡市

WD 9 志田 遥 熊谷 雅 東北福祉大学

30WD 1 長濱 絵里奈 菊地 香那 盛岡市

30WD 2 片方 麻美 菊池 恵 盛岡市・一関市
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30WD 3 菅原 夏子 高橋 香子 花巻市

30WD 4 菊地 孝美 高橋 奈緒子 奥州市

40WD 1 高橋 朱美 廣木 あゆみ 矢巾・北上

40WD 2 岩渕 政子 亀谷 麗 一関市

40WD 3 渡辺 紫乃 熊谷 幸江 滝沢市・盛岡市

50WD 1 横手 智江美 畠山 美由紀 盛岡市・花巻市

50WD 2 高橋 克枝 星川 真由美 一関市・盛岡市

50WD 3 宮田 真由美 千田 祐子 北上市

60WD 1 太田 寛子 多田 きよみ 滝沢市・盛岡市

65WD 1 高橋 幸子 葛巻 茂子 盛岡市・ひめかみ
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MS 1 阿部 大地 東北学院大学

MS 2 菅原 祐成 北翔大学

MS 3 羽生 莉来 盛岡誠桜高校

MS 4 菊地 康介 東北学院大学

MS 5 長谷川 祥大 花巻市

MS 6 菊地 佑太 一関高専

MS 7 劔持 祐之介 盛岡白百合学園高校教

MS 8 板橋 駿佑 一関市

MS 9 滝田 紘平 東北学院大学

MS 10 阿部 幹太 東北学院大学

MS 11 長谷川 剛之 立命館大学

MS 12 菊地 一希 神奈川大学

MS 13 二上 優唯斗 東北学院大学

MS 14 藤村 廉大 東北保健医療専門学校

MS 15 千田 壱郎 東日本国際大学

MS 16 佐藤 悠 東日本国際大学

MS 17 吉田 健悟 北上市

MS 18 藤谷 誠仁 奥州市

MS 19 荒河 慶哉 富士大学

MS 20 藤元 竣太郎 富士大学

MS 21 石田 直也 富士大学

MS 22 阿部 永遠 富士大学

MS 23 小形 隆仁郎 富士大学

MS 24 觸澤  拓 富士大学

MS 25 新井山 晃也 富士大学

MS 26 植竹 晃大 富士大学

MS 27 藤田 悠矢 富士大学

MS 28 川手 太賀 富士大学

MS 29 小笠原 凌太 富士大学

MS 30 白鳥 光 富士大学

MS 31 廣田 諒哉 富士大学

MS 32 藤原 愛斗 富士大学

MS 33 軽石 直人 ＪＲ東日本

MS 34 阿部 健也 一関市

MS 35 菅原 慎也 奥州市

MS 36 金田 和也 一関市

MS 37 菊川 旭飛 明治大学
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MS 38 出雲 友也 盛岡市

MS 39 小林 拓海 盛岡市

MS 40 高橋 拓夢 ＪＲ東日本

MS 41 大山 達也 北上市

MS 42 及川 心 矢巾町

MS 43 三浦 大 神奈川大学

30MS 1 高橋 亮 盛岡市

30MS 2 尾形 工 ＪＲ東日本

30MS 3 千田 拓也 奥州市

30MS 4 村上 竜也 奥州市

30MS 5 吉田 安具利 奥州市

30MS 6 藤澤 洋明 ＪＲ東日本

30MS 7 佐々木 翔太 北上翔南高校

30MS 8 田口 千晃 盛岡市

30MS 9 千葉 浩幸 盛岡市

40MS 1 千田 一馬 水沢一高

40MS 2 鎌田 豪 盛岡市

40MS 3 白幡 義経 釜石市

40MS 4 佐藤 慎也 奥州市

40MS 5 岩渕 辰男 川嶋印刷

40MS 6 山崎 範彦 盛岡市

40MS 7 外川 正昭 盛岡市

40MS 8 伊藤 俊幸 ＪＲ東日本

50MS 1 千葉 順一 たきざわ

50MS 2 小野寺 政博 一関

50MS 3 菊地 進 奥州市

50MS 4 玉山 勝彦 盛岡市

60MS 1 菊地 生昭 プロショップ菊地

60MS 2 宮田 幸司 北上市

65MS 1 髙田 満 盛岡市

65MS 2 菊池 敏 奥州市

65MS 3 菊地 英俊 奥州市

65MS 4 伊藤 一郎 盛岡市

65MS 5 北野 和敏 釜石市

70MS 1 矢島 英雄 盛岡市

70MS 2 佐藤  秀 一関市

70MS 3 佐々 孝 釜石市
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WS 1 千葉 ひなた 東日本国際大学

WS 2 佐山 莉奈 雫石

WS 3 中島 葵 花巻市

WS 4 藤井 愛 花巻市

WS 5 佐々木 鈴花 花巻市

WS 6 中島 陽菜 花巻市

WS 7 高橋 美萩 日本体育大学

WS 8 外川 実空 盛岡市

WS 9 桐田 志織 盛岡市

WS 10 志田 遥 東北福祉大学

WS 11 熊谷 雅 東北福祉大学
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