
第77回一関・盛岡間駅伝競走大会 オーダー表  高校の部

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 51 52 53 54 55 56

チーム名 一関学院 専大北上 盛岡工業 花巻北 大船渡東 盛岡大付

監督名 千葉　裕司 千田　隆幸 新里　善徳 川村　圭司 菅野　正和 平澤　岳

ﾏﾈｼﾞｬｰ － 紺野　憧和 八幡　和樹 － 上野　未結 三上　葉珠希

1区 佐藤　友治 十文字　優一 石村　太一 八重樫　快世 千葉　俊佑 服部　佑真

2区 外舘　凌 菅田　和馬 井上　朱羅 三田　明也 白木澤　耕 古川　大翔

3区 佐々木　峻 村田　涼輔 佐藤　拓土 菊池　雅紅 鈴木　裕太 清水畑　永和

4区 高橋　拓暉 飯塚　智希 藤田　裕太郎 熊谷　侑音 大山　友樹 武藏　旭

5区 佐々木　大耀 髙橋　裕雅 德田　大樹 花輪　大輔 澤田　恵人 吉田　匠志

6区 及川　瑠音 及川　稜亮 立花　光星 髙橋　晃太 菊地　暖 佐藤　碧

補欠1 小倉　朝陽 千田　隆真 吉川　浩也 佐々木　駿人 滝田　陵介 水野　太陽

補欠2 齋藤　芳輝 柿木　奎又 梅澤　英昭 山本　叶任 田畑　良彬 三浦　稜馬

補欠3 川仁　稜平 瀬川　元気 伊藤　希生 － － 林　亮太

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 57 58 59 60 61 62

チーム名 水沢工業 大船渡 盛岡市立 黒沢尻工業 黒沢尻北 盛岡商業

監督名 阿部　孝行 日山　太陽 佐藤　公盛 佐藤　明 久保田　剛 武田　啓孝

ﾏﾈｼﾞｬｰ 石川　博斗 小田島　新 相馬　陽子 佐藤　颯 － 川村　ききょう

1区 小野寺　陸 吉田　宜永 髙橋　優斗 大崎　朋哉 阿部　一希 齋藤　勇

2区 佐々木　大翔 熊谷　篤也 鷲見　太一 小山　颯太 寺田　恒大 鈴木　渉太

3区 小園　顕資 熊谷　秀人 宇部　駿 齊藤　遼 坂本　鉄太 一倉　丈輝

4区 菊池　拓磨 新沼　宏典 福田　翔 高橋　優希 金田　拓明 扇田　楊

5区 佐藤　莉玖 亀井　蒼太 糸永　響斗 新田　英 藤原　健祐 齊藤　駿介

6区 佐藤　良樹 平田　峻士 佐々木　玖弥 黒渕　蓮 大戸　光星 小綿　竜矢

補欠1 後藤　元嘉 加茂　佳悟 瀬川　怜 千葉　光河 松尾　栄太 田村　大地

補欠2 － 熊谷　優佑 瀬川　塁 土井　隼斗 田口　博敏 澤田　春翔

補欠3 － 新沼　光晟 佐々木　聖太朗 堀田　将吾 － 滝本　一汰



第77回一関・盛岡間駅伝競走大会 オーダー表  高校の部

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 63 64 65 66 67 68

チーム名 西和賀 軽米 花巻東 盛岡中央 千厩 一関一

監督名 佐々木　恒哉 鹿俣　航 似内　圭介 北川　貢 阿部　正孝 伊藤　寿一

ﾏﾈｼﾞｬｰ 八重樫　里菜 佐々木　尚紀 － 小泉　陽香 皆川　道雄 －

1区 田中　光平 若山　一星 髙橋　龍太郎 舟越　雄海 佐藤　宇浩 吉田　海渡

2区 三浦　海都 鶴飼　和也 下門　弥央 熊谷　直政 千葉　一樹 永山　虹空

3区 髙橋　拓夢 畑林　秀 平山　涼太 村杉　勇太 小山　昴大 岩渕　昭人

4区 戸巻　純 小笠原　有理 東梅　大和 加倉　惠都 小野寺　奨馬 河内　勇弥

5区 山田　翔太 小林　柊陽 佐藤　幸弥 片岡　瞭斗 太田　珠莉 後藤　駿樹

6区 加藤　涼太 古川　直人 松川　雅虎 山本　優希 金野　竜幸 安藤　太斗

補欠1 加藤　晴己 小林　蓮 福士　聖也 － 三浦　優大 小野寺　創冴

補欠2 佐藤　元 下斗米　海規 鎌田　拓 － 菊池　宥喜 藤田　竜ノ介

補欠3 照井　凜平 一條　僚佑 菊池　涼太 － － 千葉　竜馬

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 69

チーム名 盛岡三

監督名 葛尾　欣児

ﾏﾈｼﾞｬｰ －

1区 阿部　佑真

2区 斎藤　祐冶

3区 藤森　健伸

4区 阿部　智樹

5区 桑島　凜

6区 髙橋　理久

補欠1 水内　隼也

補欠2 小笠原　洸太

補欠3 －


