
年齢区分 種目 順位 クルー名 結果

1 雫石高等学校Ａ 4分09秒10 (S) 石田　雄喜 3年

2 盛岡第三高等学校Ｃ 4分24秒76 (S) 佐々木　海 2年

3 雫石高等学校Ｄ 4分57秒56 (S) 齋藤　　諒 1年

棄権 盛岡第三高等学校Ｂ ー (S) 長岡　幸大 3年

1 盛岡第三高等学校Ｄ 4分10秒43 (S) 杣澤　周平 2年

2 盛岡第三高等学校Ａ 4分19秒77 (S) 岩﨑　竜士 2年

3 雫石高等学校Ｃ 4分58秒35 (S) 横手　拓夢 1年

棄権 雫石高等学校Ｅ ー (S) 高八卦一馬 1年

棄権 雫石高等学校Ｂ ー (S) 高橋　昭大 3年

1 雫石高等学校Ａ 4分00秒16 (S) 石田　雄喜 3年

2 盛岡第三高等学校Ｄ 4分07秒51 (S) 杣澤　周平 2年

3 盛岡第三高等学校Ｃ 4分12秒39 (S) 佐々木　海 2年

4 盛岡第三高等学校Ａ 4分12秒93 (S) 岩﨑　竜士 2年

1 盛岡第三高等学校Ｂ 3分37秒35 (S) 三上　　剛 2年 (B) 塩倉　恒聖 3年

2 盛岡第三高等学校Ａ 3分47秒91 (S) 後藤　直人 3年 (B) 高橋　春臣 3年

3 盛岡第三高等学校Ｃ 4分05秒40 (S) 齊藤　悠人 2年 (B) 藤岡　雄大 2年

4 雫石高等学校 4分34秒91 (S) 伊藤　広樹 1年 (B) 石田　雄人 1年

ナックルフォア 決勝 1 盛岡大学附属高等学校 5分48秒22 (C) 福來　敬人 2年 (S) 高橋　拓希 3年 (3) 千葉　洋介 2年 (2) 佐藤　優真 1年 (B) 吉田　　寛 3年

1 宮古高等学校 3分21秒32 (C) 小林　瑞輝 2年 (S) 箱石　裕人 3年 (3) 佐々木滉平 3年 (2) 石田　直樹 3年 (B) 森田　倉名 3年

2 盛岡第三高等学校 3分26秒54 (C) 堀江　　森 3年 (S) 鎌田　太郎 3年 (3) 高田悠太郎 3年 (2) 齊藤　諒人 3年 (B) 今井　佑大 3年

1 都南ＲＣ 3分48秒99 (S) 小玉　大介 31

2 西和賀ＢＣ 3分54秒50 (S) 藤原　　翔 24

3 岩手大学 3分55秒53 (S) 鈴木　健太 19

4 岩手医科大学 3分57秒75 (S) 長尾　泰佑 1年

5 みちのくコカ・コーラＡ 4分15秒88 (S) 佐藤　翔吾 29

棄権 みちのくコカ・コーラＢ ー (S) 畠山　勇生 29

ダブルスカル 決勝 1 岩手大学 4分06秒02 (S) 石岡　学歩 19 (B) 湊　　俊顕 20

舵手付きフォア 決勝 1 岩手医科大学 4分23秒85 (C) 小原　崇裕 4年 (S) 佐々木陽一 4年 (3) 後藤　佑太 4年 (2) 水田　貴士 3年 (B) 浅野　雄哉 4年

マスターズ シングルスカル 決勝 1 鰍森ＲＣ 5分10秒56 (S) 﨑山　洋明 61

1 雫石高等学校Ａ 4分28秒79 (S) 浦田　　琳 3年

2 盛岡第三高等学校Ｂ 4分58秒93 (S) 菊池　夏乃 2年

3 盛岡第三高等学校Ａ 5分03秒84 (S) 兼田　倖帆 2年

4 雫石高等学校Ｂ 5分15秒20 (S) 石田姫良々 2年

舵手付きクォドルプル 決勝 1 盛岡第三高等学校 4分02秒62 (C) 金崎　琴音 1年 (S) 鱒沢　萌衣 3年 (3) 照井　綾香 2年 (2) 岡本　夏佳 2年 (B) 齋藤　綾乃 2年

1 みちのくコカ・コーラＣ 4分33秒93 (S) 昆　　澄香 19

2 みちのくコカ・コーラＤ 4分42秒81 (S) 鳥居　孝江 23

舵手付きクォドルプル 決勝 1 岩手医科大学 4分38秒24 (C) 掛地　成美 4年 (S) 奥山　　咲 4年 (3) 菅野　江美 3年 (2) 三上佳奈子 2年 (B) 須田　真央 2年
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