
【団　　　　体】

第 1 位 第 2 位

男 八木山（宮城） 北陵（岩手） 八戸三（青森）

女 福島四（福島） 山目（岩手） 水沢南（岩手）

男 滝沢南（岩手） 白石東（宮城） 白銀（青森）

女 神町（山形） 南小泉（宮城） 御所野学院（秋田）

男 萩荘（岩手） 鶴岡一（山形） 大館一（秋田） 見前（岩手）

女 鶴岡一（山形） 江釣子（岩手） 双葉（福島） 山形二（山形）

男 青森山田（青森） 郡山二（福島） 猿沢（岩手） 青森西（青森）

女 青森山田（青森） 弘前三（青森） 松陵（福島） 河北（山形）

男 藤崎（青森） 津軽（青森） 高畠四（山形） 西山（宮城）

女 鶴岡二（山形） 盛岡白百合学園（岩手） 梁川（福島） 鶴岡一（山形）

男 沖野（宮城）　 山形六（山形） 磯部（福島） 豊間（福島）

女 金井（山形） 北信（福島） 雫石（岩手） 酒田四（山形）

サ　ッ　カ　ー 男 由利（秋田） 郡山六（福島） 青森山田（青森） 三本木（青森）

ソフトボール 女 上北（青森） 安達（福島） 平賀西（青森） 松島（宮城）

男 筒井（青森） 立川（山形） 江釣子（岩手） 御野場（秋田）

女 五所川原一（青森） 大熊（福島） 平鹿（秋田） 三川（山形）

男 歌津（宮城） 沖館（青森） 天王（秋田） 平一（福島）

女 山形四（山形） 平一（福島） 楢葉（福島） 本荘南（秋田）

相　　　　撲 男 仙南（秋田） 弘前二（青森） 鰺ヶ沢一（青森） 栗駒（宮城）

男 富岡一（福島） 明徳（青森） 山形三（山形） 聖ウルスラ学院英智（宮城）

女 聖ウルスラ学院英智（宮城） 富岡一（福島） 天童二（山形） 明徳（青森）

軟　式　野　球 男 古川北（宮城） 小名浜一（福島） 西郷一（福島） 潟西（秋田）

男 弘前大附属（青森） 郡山一（福島） 郡山五（福島）

女 郡山一（福島） 花巻（岩手） 鶴岡三（山形）

男 福島三（福島） 仙台二（宮城） 比内（秋田）

女 寺岡（宮城） 見前（岩手） 福島一（福島）

男 郡山一（福島） 花巻北（岩手） 信夫（福島） 柳生（宮城）

女 松園（岩手） 矢巾北（岩手） 羽後（秋田） 花巻（岩手）

男 宮古一（岩手） 南中山（宮城） 山形十（山形）

女 平一（福島） 西多賀（宮城） 山田（岩手）
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【個　　人】

第　1　位 第　2　位

男 佐藤　　光（宮：柳生） 鈴木　久登（福：藤間） 高橋　大和（青：青森山田）

女 五十嵐美友季（宮：茂庭台） 柑本　夏香（福：野田） 山田　芽生（青：江陽）

女 深瀬　菜月（秋：秋田東） 七尾　真結（秋：秋田東） 佐々木真子（山：山形六）

男 名取・工藤（秋：大館一） 岩沢・因幡（秋：大館一） 佐藤・加藤（福：本宮一） 江原・伊藤（岩：萩荘）

女 日向・佐藤（山：鶴岡一） 佐藤・渡辺（秋：山王） 内藤・佐々木（岩：江釣子） 永井・半谷（福：双葉）

男 吉田　雅己（青：青森山田） 野澤　龍也（青：青森山田） 藤森　文人（青：青森山田） 町田進一郎（福：郡山二）

女 山本　　怜（青：青森山田） 小室　　聖（青：青森山田） 庄司　有貴（青：青森山田） 宋　恵佳（青：青森山田）

遠嶋　優（青：青森山田） 奈良　幹太（秋：天王南） 横浜　柊三（青：野辺地） 加賀屋　廉（秋：山本）

奈良　淳平（秋：天王南） 長堀　竜也（山：日新）　 佐藤　　卓（福：行健） 鳥澤　吏輝（宮：大和）

岩崎　康介（福：四倉） 宗像　　優（福：郡山六） 工藤　俊矢（秋：御野場） 飛塚　宗人（山：温海）

菅原　肇悦（秋：羽後） 長谷川健太（福：四倉） 石川　綾佑（山：立川） 原田　流星（山：山形四）

高橋　大樹（山：山形十） 郡司　　駿（岩：江釣子） 鈴木　聡史（福：平一） 古川　恭円（青：筒井）

渡邉　健也（福：好間） 高橋　一聖（青：五所川原一） 井上　昂亮（山：山形五） 近藤　大地（秋：山本）

佐々木　成（岩：北陵） 山寺　裕斗（青：湊） 鈴木　　響（山：山形十） 箱崎　和暉（福：江名）

近藤　　駿（秋：御野場） 佐々木　輝（秋：雄物川） 郡司　昂平（福：小野） 高橋　知希（青：五所川原一）

吉田　安奈（宮：矢本一） 佐々木楓芙紀（岩：野田） 中林　瑞穂（秋：合川） 新谷志緒里（青：鶴田）

阿部　菜那（秋：本荘北） 毛内　愛穂（青：中郷） 伊藤明日香（秋：大曲） 安田きらら（宮：増田）

柴谷　　舞（青：五所川原一） 小野亜香里（福：小名浜二） 阿部　有美（山：三川） 小番ゆりか（秋：矢島）

伊勢崎詩乃（宮：長町） 宮野　涼佳（福：小名浜二） 太田　楓（山：楯岡） 古川みちる（山：温海）

野田　夏海（宮：亘理） 渡部さくら子（山：山辺） 佐藤　美悠（秋：平鹿） 山田あかり（秋：秋田東）

鈴木　智恵（宮：南小泉） 藤井　佐妃（山：沖郷） 江苅内美咲（岩：見前南） 阿部　梨乃（青：五所川原一）

村上　実希（岩：陸前高田一） 木村　望（山：三川） 志賀　成美（福：植田） 岩佐　　遥（宮：中野）

男 坂本　隆磨（岩：軽米） 佐々木駿人（青：大間） 古井　岳盛（秋：土崎） 筒井　雄大（秋：飯島）

女 大場　明（山：山形四） 佐藤あいみ（山：天童一） 岡﨑　千尋（岩：滝沢） 板垣　佑果（山：山形四）

打越　奎也（青：中里） 山市　竜範（青：田子） 石川　大治（秋：五城目一） 工藤　大樹（青：田舎舘）

新保　杏也（青：鰺ヶ沢一） 斉藤　　学（岩：浄法寺） 青澤　正幸（秋：八幡平） 安田　　走（秋：井川）

鳴海　　智（青：弘前二） 今　成哲（青：鰺ヶ沢一） 鈴木　涼汰（秋：仙南） 鈴木　源汰（秋：仙南）

桃田　賢斗（福：富岡一） 五十嵐　優（山：鶴岡四） 松居圭一郎（福：富岡一） 具志堅興祐（宮：聖ウルスラ学院英智）

藤野・保木（福：富岡一） 山角・小林（福：富岡一） 相馬・斉藤（山：山形三） 大木・伴野（宮：角田）

大堀　優（福：富岡一） 鳥居　彩乃（宮：聖ウルスラ学院英智） 星　千智（福：富岡一） 大堀　彩（福：富岡一）

我妻・小池（宮：聖ウルスラ学院英智） 原田・早川（福：富岡一） 塩原・早田（福：富岡一） 川越・松沢（山：立川）
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