
 

【 注 意 】 

 

競技会当日、入構の際の体調チェックは 

テレサ（体温記録活用アプリ）を用いて行います。 

 

 

必ずダウンロードして体調を記録し、当日は QR コー

ドを提示してください。 

 

 

これらを行っていない方は入構（出場）できません。 

 



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

8月7日 13:40 

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ヒグチタイセイ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ

1 142 樋口泰誠(3) 仙台大学 1 1293 鈴木 大翔(3) 柴田高校
イワタ　カズキ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ

2 143 岩田　和樹(3) 仙台大学 2 131 高橋 諒(4) 仙台大学
ササキ タクマ ﾏﾉ ﾘｮｳｺﾞ

3 4418 佐々木 琢磨 仙台大学TC 3 125 眞野竜伍(4) 仙台大学
ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ ｻﾄｳ ｺｳｼﾛｳ

4 134 大垣　京也(3) 仙台大学 4 4605 佐藤　皇史郎 PGPJT
ﾋｸﾞﾁ ｼﾞﾝ ﾓﾘﾔ ﾚﾝ

5 4117 樋口 仁 VTC 5 1313 守屋 蓮(2) 柴田高校
ｲｼｲ ｼｮｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ

6 20 石井 翔太(4) 東北大学 6 804 山本　健心(2) 弘前実業高校

ｸﾜﾅ ﾏｻﾐﾁ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ

7 963 桒名 正道(2) 仙台育英学園高校 7 445 斉藤 宥哉(2) 三秀会
スギヤマ ヒビキ ｸﾞﾝｼﾞ ｱﾂｷ

8 147 杉山 響輝(2) 仙台大学 8 126 郡司 敦生(4) 仙台大学

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｸﾗﾀ ﾏｻｷ ﾋﾗｲ ﾖｼﾋﾄ

1 283 倉田 真樹(M2) 東北大学 1 282 平井 嘉人(3) 東北大学
ウチヤマ　タクト ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ

2 947 内山　琢斗(3) 仙台育英学園高校 2 378 三浦 侑真(4) 東北学院大学

ｻｻﾔﾏ ｲｯｾｲ ｺﾏﾂ ｺｳｷ

3 455 笹山 一星(2) 三秀会 3 948 小松 幸暉(2) 仙台育英学園高校

ｴﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ ｱｻﾐ ｺｳｷ

4 388 遠藤 碧(2) 東北学院大学 4 430 淺見 功輝(1) 仙台大学
クサカ　シュウヤ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ

5 957 日下　秀也(1) 仙台育英学園高校 5 138 佐藤 伸太郎(3) 仙台大学
ｶﾐﾑﾗ ﾀｹﾕｷ マツモト　ミツヒロ

6 448 上村赳之(4) 三秀会 6 152 松本　充広(2) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾚｵ ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ

7 625 佐藤 玲緒(1) 東北学院大学 7 14 秋山 航(3) 三秀会
フジ　ハルト ｶﾜﾃ ﾀｸﾛｳ

8 1174 富士　陽大(3) 仙台高専広瀬 8 523 川手 拓朗(1) 東北大学

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲ ﾊﾔｻｶ ﾕｷﾊﾙ

1 434 高林 大(1) 仙台大学 1 681 早坂　幸晏(2) 多賀城高校
ｼﾗｲｼ ｿｳ ｻｸﾗｲ ｿｳﾀﾛｳ

2 272 白石 創(1) 仙台南高校 2 1178 櫻井 颯大朗(2) 仙台高専広瀬

モトキ セイタ マスダ　クニミツ

3 532 元木 盛太(1) 三秀会 3 146 増田 国光(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄ ヤマダ ショウト

4 13 佐藤 千仁(3) 三秀会 4 1290 山田 将斗 青森陸協
ﾔﾏｷ ﾊﾔﾄ ｺｸﾘｮｳ ｼｭｳﾏ

5 267 八巻 隼人(M1) 三秀会 5 1320 國領　秋磨(1) 柴田高校
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ ワタナベ　ユウ

6 4 鈴木 健大(M1) 三秀会 6 3639 渡邊　悠 会津陸協
ﾈﾓﾄ ﾖｳｽｹ タネイチ　カズマ

7 140 根本 洋輔(3) 仙台大学 7 421 種市　和真(1) 仙台大学
ｷｸﾀ ｼｮｳﾔ サトウ ジョウジ

8 885 菊田 祥矢(3) 聖和学園高校 8 188 佐藤 丈治(2) 仙台大学

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

8月7日 13:40 

7組 (風:     ) 8組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ ｵｵﾀ ﾖｼｶｽﾞ

1 566 橋元 響(2) 泉館山高校 1 189 太田　慶一(2) 仙台二華高校

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ

2 1 鈴木 碩通(4) 東北大学 2 708 齋藤優太(2) 多賀城高校
ﾖｺｵ ﾏｻｷ ﾑｶｴ ﾏｺﾄ

3 635 横尾 晟希(4) 仙台高専広瀬 3 709 迎 真琴(2) 多賀城高校
ﾊﾔｻｶ ｱｵｲ ナガサワ　ハルキ

4 1173 早坂 碧唯(3) 仙台高専広瀬 4 415 長澤　春喜(1) 仙台大学
ｻｻｷ ｾｲｼｮｳ ｵﾊﾞﾗ ｺｳﾔ

5 958 佐々木 清翔(1) 仙台育英学園高校 5 395 小原 康矢(2) 仙台高校
ｵｵﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ ｸﾛﾀｷ　ﾏｺﾄ

6 628 大根田 浩司(1) 東北大学 6 267 黒滝　諒(2) 仙台南高校
キクチ　タカヒロ ﾀｶﾓﾘ ｼﾝｶﾞ

7 266 菊地　恭弘(2) 仙台南高校 7 938 高森 心我(3) 仙台育英学園高校

サトウ ショウマ ミナカワ　ヒビキ

8 402 佐藤 匠真(1) 東北学院大学 8 330 皆川　響(2) 仙台東高校

9組 (風:     ) 10組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻﾄｳ ｿﾗ アベユウト

1 965 佐藤 宙(3) 仙台育英学園高校 1 654 阿部友飛(2) 東北工業大学

ｵｵﾊｼ ｹｲｽｹ ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ

2 1177 大橋　圭佑(2) 仙台高専広瀬 2 687 阿部 翔太(1) 多賀城高校
サイトウ　ユウキ ハタケヤマ リョウタ

3 418 齊藤　祐樹(1) 仙台大学 3 1948 畠山 遼大(2) 石巻西高校
ﾔﾏﾀﾞ ｷｭｳｼﾞ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ

4 1329 山田 球児 青森陸協 4 1946 佐藤 碩人(2) 石巻西高校
ｻｻｷ  ｺｳﾀﾞｲ コンドウ ヒカル

5 332 佐々木   康大(1) 仙台東高校 5 686 近藤 光(1) 多賀城高校
ナカガミ ケンジ ｷﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ

6 1179 仲上 賢司(2) 仙台高専広瀬 6 954 木村 慎太郎(2) 仙台育英学園高校

ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ ｲｶﾞﾗｼ ﾄｵﾙ

7 240 髙橋 旺亮(2) 仙台向山高校 7 3805 五十嵐 徹 山形市陸協
ｻｸﾗｲ ﾅｵｷ スガワラ　カイ

8 3835 櫻井 直輝 山形市陸協 8 1110 菅原　快(1) 東北学院榴ヶ岡高校

11組 (風:     ) 12組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ササキ ユウト スガワラダイゴ

1 1104 佐々木 雄大(1) 東北学院榴ヶ岡高校 1 1412 菅原 汰梧(2) 宮城県農業高校

クマタ　ソラ オジマ タケシ

2 5205 熊田　青空 酒田市陸協 2 1233 小島 洸(2) 角田高校
ｻﾄｳ ｵｳﾀ ｵﾉﾃﾞﾗ ｵﾄ

3 684 佐藤 桜太(1) 多賀城高校 3 241 小野寺　音(2) 仙台向山高校

ｲﾄｳ ｹｲﾀ ｵｵｲｼ ｹｲ

4 1728 伊藤 圭汰(2) 古川学園高校 4 180 大石　慧(3) 仙台大学
ｱｻｶ ｵｳﾀ ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ

5 800 安積 皇汰(1) 仙台二華高校 5 1100 川上 将太郎(1) 東北学院榴ヶ岡高校

ｳｼﾞｲｴ ｶｲﾘ ヤマムラ ハルト

6 336 氏家 快梨(1) 仙台東高校 6 1238 山村 大翔(1) 角田高校
フジタ　ハルマ オカベ ガクト

7 1416 藤田　春馬(1) 宮城県農業高校 7 1411 岡部 我玖斗(2) 宮城県農業高校

ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｷﾀﾑｷ ｿﾗ

8 953 愛沢　凌大(2) 仙台育英学園高校 8 1111 北向 空(1) 東北学院榴ヶ岡高校

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

8月7日 13:40 

13組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ワタナベ ソウタ

2 138 渡邉 壮大(2) 山形市商業高校

サトウ　ユウゴ

3 248 佐藤　有悟(1) 仙台向山高校

ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ

4 269 太田 一輝(1) 仙台南高校
ｱﾍﾞｶｲﾘ

5 1955 阿部 櫂吏(2) 石巻西高校
ミウラ ダイチ

6 224 三浦 大知(1) 仙台向山高校

ﾀﾏｸﾏ ﾋﾛｷ

7 376 玉熊 紘己(4) 東北学院大学

ﾐﾈｷﾞｼ ﾀｸﾏ

8 1417 峯岸 拓摩(1) 宮城県農業高校

記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

8月8日 12:00 

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾏﾂﾀﾆ　ﾊﾙﾄ

1 1 797 松谷　温翔(2) 弘前実業高校

イワタ　カズキ ｷｸﾁ ｹｲﾏ

2 143 岩田　和樹(3) 仙台大学 2 182 菊地 慧真(3) 仙台大学
ｶﾅﾓﾘ ｱｷﾗ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ

3 5196 金森 瑛(3) 昌平高校 3 131 高橋 諒(4) 仙台大学
ｸﾞﾝｼﾞ ｱﾂｷ ヒグチタイセイ

4 126 郡司 敦生(4) 仙台大学 4 142 樋口泰誠(3) 仙台大学
スギヤマ ヒビキ ｻｻｷ ﾕｳﾘ

5 147 杉山 響輝(2) 仙台大学 5 417 佐々木 優里(1) 仙台大学
サイトウ マヒロ ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ

6 337 齋藤 茉広 FA-JETS 6 134 大垣　京也(3) 仙台大学
ハシモトリン ﾏﾉ ﾘｮｳｺﾞ

7 405 橋本　倫(1) 東北学院大学 7 125 眞野竜伍(4) 仙台大学
ｻｲﾄｳ ﾘｳ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ

8 966 齋藤 竜宇(3) 仙台育英学園高校 8 138 佐藤 伸太郎(3) 仙台大学

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

ハナワ ユウト ﾁﾊﾞﾚﾝ

2 129 塙 悠人(4) 仙台大学 2 333 千葉 蓮(1) 仙台東高校
タネイチ　カズマ ｼﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ

3 421 種市　和真(1) 仙台大学 3 1098 下田 拓実(1) 東北学院榴ヶ岡高校

タカサワ　カズキ サトウ　ラク

4 122 高沢　一希(4) 仙台大学 4 2538 佐藤　楽(3) 東陵高校
ﾈﾓﾄ ﾖｳｽｹ ｺｸﾌﾞﾝ ｼｭﾝｽｹ

5 140 根本 洋輔(3) 仙台大学 5 335 國分　駿佑(1) 仙台東高校
ｺﾝﾉ ﾘｸ ﾎｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ

6 5199 今野 陸 酒田市陸協 6 4635 星塚 聖斗(2) 仙台高専名取

マスダ　クニミツ コンノ　シュウヤ

7 146 増田 国光(3) 仙台大学 7 1097 今野　秀哉(1) 東北学院榴ヶ岡高校

ｷｸﾀ ﾄｳﾏ スズキ　ユウト

8 4304 菊田 斗真 レオクラブ 8 273 鈴木　優人(1) 仙台南高校

記録 記録

記録 記録



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

8月7日 15:20 

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ヨシザワ　ユウト ニカイドウ ユウヒ

1 151 吉澤　祐人(2) 仙台大学 1 1093 二階堂 優陽(2) 東北学院榴ヶ岡高校

イトイ　レオ ハナワ ユウト

2 135 糸井　澪央(3) 仙台大学 2 129 塙 悠人(4) 仙台大学
ヤマヤ ヒビキ オイカワ タクマ

3 362 山谷 響(2) 東北福祉大学 3 149 及川 拓真(2) 仙台大学
キクチ ショウヤ ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

4 409 菊地 翔哉(1) 仙台大学 4 209 清水嶋 優平(3) 仙台大学
タカサワ　カズキ ｽｽﾞｷ ﾋｲﾛ

5 122 高沢　一希(4) 仙台大学 5 128 鈴木飛郎(4) 仙台大学
ｼﾏﾇｷ ｱﾕﾑ ｻﾄｳ ﾖｼｷ

6 139 島抜 歩夢(3) 仙台大学 6 18 佐藤 芳樹(4) 三秀会
ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾄ

7 79 安田 直輝(4) 山形大学 7 3 吉田 陸人(3) 三秀会
タカハシ　コウセイ ﾌﾙｶﾜ ｹﾝﾄ

8 412 高橋　洸成(1) 仙台大学 8 196 古川 健都(2) 仙台二華高校

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾏﾂｵｶ ｺｳｷ

1 400 松岡 孝樹(1) 仙台高校
ｶﾔﾊﾞ ﾋﾛｷ

2 399 萱場 広稀(1) 仙台高校
ヤエガシ イツキ

3 470 八重樫 樹(1) 東北大学
イケダ　シンペイ

4 1950 池田　真平(3) 石巻西高校
ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｾｲ

5 182 澁谷 隆成(2) 仙台二華高校

サトウ ジュン

6 3142 佐藤 淳 宮城パラ陸協

ｽｽﾞｷ ﾘｸ

7 338 鈴木　利空(1) 仙台東高校
コバヤシ　ハヤト

8 1415 小林 駿斗(1) 宮城県農業高校

記録 記録

記録



 男子800m
審 判 長：

記録主任：

8月8日 11:30 

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

アシノ タイキ フジタ シュウジ

1 162 芦野 泰規(3) 仙台大学 1 427 藤田 脩志(1) 仙台大学
オイカワ タクマ ｻﾄｳ ﾅｵｷ

2 149 及川 拓真(2) 仙台大学 2 964 佐藤　尚輝(3) 仙台育英学園高校

ﾊﾏﾅｶ ｺｳﾀ ｵｲｶﾜ ｶﾝﾀ

3 167 濱中 浩太(3) 仙台大学 3 1951 及川 寛太(2) 石巻西高校
ソウマ　ケンスケ ｳｽｲ ﾊﾔﾄ

4 172 相馬　健佑(2) 仙台大学 4 30 臼井 駿斗(M1) 東北大学
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ ｶﾜｼﾏ ｹｲ

5 878 山田 悠人(1) 聖和学園高校 5 31 川島 啓(M1) 東北大学
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ イタバシ　ヒロト

6 17 谷口 尚大(M1) 三秀会 6 4561 板橋　弘人 チームみちのく

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ﾔｽﾀﾞ ﾀｲﾄ

7 880 山田　瑞貴(3) 聖和学園高校 7 327 安田 敦智(2) 仙台東高校
ﾎｿﾀﾞ ｹﾝﾄ ｵｵｷ ﾘｵ

8 276 細田 健斗 東北大学 8 1176 大木 陸央(2) 仙台高専広瀬

ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳ ｱﾍﾞ ﾎｳｽｲ

9 154 内山　凌(4) 仙台大学 9 632 阿部 豊翠(M1) 仙台高専広瀬

ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ イチノヘ リク

10 447 千葉琢巳(3) 東北大学 10 1172 一戸 李勁(3) 仙台高専広瀬

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾂｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

1 612 塚村 航大(1) 東北学院大学

イトウ　コウキ

2 226 伊藤　光輝(1) 仙台向山高校

ｻﾄｳﾀﾂﾐ

3 246 佐藤 龍海(2) 仙台向山高校

ｲﾜﾐ ﾉﾌﾞｱｷ

4 329 岩見 誠明(3) 宮城教育大学

ﾑﾄｳ ﾀｹﾂｸﾞ

5 258 武藤 壮丞(2) 仙台南高校
ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｷ

6 1433 菅原 朋希(3) 仙台高専名取

ﾅｶﾏ ｼｹﾞｵ

7 3545 中間 茂雄 水ランRedBlu's

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ

8 245 木村 凌(2) 仙台向山高校

オバラ ケンセイ

9 961 小原 健聖(2) 仙台育英学園高校

サタケ　セナ

10 1114 佐竹　瀬名(1) 東北学院榴ヶ岡高校

記録 記録

記録



 男子1500m
審 判 長：

記録主任：

8月7日 12:20 

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

カネツカ ヨウスケ ｽｽﾞｷ ﾊﾙ

1 1720217 金塚 洋輔 K-project 1 664 鈴木 陽(1) 利府高校
ﾊﾌﾞｹｲﾄ ウエノ ユウ

2 649 土生慶人(2) 利府高校 2 4242 上野 勇 YKKAP東北
ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ シモヤマ　ショウタ

3 163 及川 佑樹(3) 仙台大学 3 4606 下山　翔大 PGPJT
ﾀｶﾅｼ ﾘｸ マツオカ　リュウセイ

4 164 髙梨 陸(3) 仙台大学 4 653 松岡　龍星(2) 東北工業大学

ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ

5 4213 石川　樹 多賀城自衛隊 5 4558 中野 和也 TEAMみちのく

ﾋﾉ　ﾘｭｳﾄ ｶﾄｳ ﾏｻｷ

6 644 日野　龍杜(2) 利府高校 6 157 加藤 将貴(4) 仙台大学
オオサワ シュン ｶﾏﾀﾞ ﾘｸ

7 2120139 大澤 駿 K-project 7 197 鎌田 凛空(2) 仙台二華高校

ﾁﾊﾞ ﾕｲﾄ ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳ

8 639 千葉 唯登(3) 利府高校 8 154 内山　凌(4) 仙台大学
サイトウ　ソラ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ

9 643 齊藤　大空(2) 利府高校 9 4604 鈴木 智仁 PGPJT
イシドウ　ルイ ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

10 647 石堂　留偉(2) 利府高校 10 4572 佐藤 栄寿 あぶくまAC
ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ ｲｼｶﾜ ﾋｶﾙ

11 3124 朝倉　和眞 宮城陸協 11 646 石川 輝(2) 利府高校
ﾀﾏｵｳ ｷｽﾞｷ ﾊﾔｶﾜ ｶﾂﾞﾏ

12 159 玉應 希築(4) 仙台大学 12 655 早川 佳津摩(1) 利府高校
ﾎﾝｺﾞｳ　ｶｲﾘ カガワ リョウタロウ

13 651 本郷　海琉(2) 利府高校 13 12 賀川 僚太郎(1) 仙台二華高校

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾕｻ ｿｳﾀ

1 1183 遊佐 颯太(1) 仙台高専広瀬

コンノ　リクト

2 222 紺野　陸斗(1) 仙台向山高校

ササキ ショウ

3 1103 佐々木 翔(1) 東北学院榴ヶ岡高校

ササキ アオイ

4 342 佐々木 葵生(1) 仙台東高校
ｸﾏｻｶ ｷｮｳｽｹ

5 271 熊坂 煌介(1) 仙台南高校
ｽｶﾞﾜﾗ     ﾀｲｾｲ

6 1099 菅原    大聖(1) 東北学院榴ヶ岡高校

ゴトウ　コウタ

7 14 後藤　こうた(1) 宮城県農業高校

ﾔﾏﾀﾞ ｲｯｻ

8 1237 山田 一颯(1) 角田高校
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

9 244 鈴木　琢磨(2) 仙台向山高校

ﾃﾙｲ ｶｽﾞﾄ

10 166 照井 知殿(3) 仙台大学
ﾏﾙｺ ﾕｳｷ

11 1180 丸子 結貴(2) 仙台高専広瀬

ｻﾄｳ ｶｲ

12 683 佐藤 快(2) 多賀城高校
ｻｻｷ ｶｲﾄ

13 653 佐々木 海翔(1) 利府高校

記録 記録

記録



 男女5000m
審 判 長：

記録主任：

8月8日 09:50 

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾍｲ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

1 1175 井上　翔平(2) 仙台高専広瀬 1 4082 佐藤　工 広瀬川RC
ウチウミ エイシン  エンドウ ヨウスケ

2 264 内海 瑛心(2) 仙台南高校 2 4241 遠藤 庸佑 YKKAP東北
ミナグチ　サクタロウ アサリ シンタ

3 1953 皆口　咲太朗(1) 石巻西高校 3 347 浅利 秦太(1) 東北福祉大学

ムラタ コウエイ セキ ナオキ

4 1094 村田 嵩英(2) 東北学院榴ヶ岡高校 4 623 関 尚輝(1) 東北学院大学

ｲｶｲ ｹﾝｼﾛｳ ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ

5 169 猪飼 拳士郎(2) 仙台大学 5 163 及川 佑樹(3) 仙台大学
ﾊﾔｶﾜ ﾐﾂﾙ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳ

6 3127 早川 満 富沢拓陸会 6 345 田口　翔(2) 東北福祉大学

イ　ユウゲン ｶｾﾔ ﾀｸ

7 617 李　裕弦(1) 東北福祉大学 7 14 加瀨谷 拓 宮城陸協
ｻｻｷ ﾕｳﾀ サトウ　タカヤ

8 170 佐々木　優大(2) 仙台大学 8 171 佐藤　天哉(2) 仙台大学
ｲﾜｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ ﾑｶｲﾀﾞﾕｳﾄ

9 968 岩崎 弘和(2) 仙台育英学園高校 9 630 向田 祐翔(1) 東北大学
ｻﾄｳ ﾏｵ ｱｻｸﾗ ｲﾂｷ

10 1106 佐藤 希音(1) 東北学院榴ヶ岡高校 10 343 朝倉 樹(2) 東北福祉大学

ｻｲｼﾞｮｳ ﾎﾉｶ ｶﾄｳ ﾏｻｷ

11 1157 西城 歩乃花(1) 仙台大学 11 157 加藤 将貴(4) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾕﾐ ｸﾛｽ ﾀﾞｲﾁ

12 4369 佐藤 裕美 宮城陸協 12 7 黒須 大地(M1) 東北大学
ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ ﾖｺﾀ ﾕｳｼﾞ

13 6834 本間　未来 北村山女子駅伝チーム 13 622 横田 優志(1) 東北学院大学

ｶﾄｳﾉ ﾕﾂﾞｷ エンドウ ハルト

14 1214 上遠野 優月(1) 仙台大学 14 1432 遠藤 晴心(3) 仙台高専名取

カノユウマ

15 257 鹿野　佑真(2) 仙台南高校

記録 記録



 男女5000m
審 判 長：

記録主任：

8月8日 09:50 

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ

1 6410 森谷　修平 山形市役所
ｵﾊﾞﾀ ｿﾗﾄ

2 423 小畑空斗(1) 仙台大学
ｻｴｷ ｹﾝﾀ

3 158 佐伯 健太(4) 仙台大学
ﾜｷﾀ ﾖｳﾍｲ

4 268 脇田 陽平(M2) 東北大学
サイトウ　リクト

5 348 齋藤　陸杜(1) 東北福祉大学

アオキ　ケンタ

6 168 青木　顕太(2) 仙台大学
タカハシ　シゲハル

7 556 高橋　重陽(3) 水沢高校
ｷﾑﾗ ｼｭｳ

8 285 木村 秀(M1) 東北大学
エガワ　ケンタ

9 152 江川　健太(4) 仙台大学
ｻｻｷ　ﾋﾛﾄ

10 426 佐々木　敬人(1) 仙台大学
キクチ　アキラ

11 424 菊地　彬(1) 仙台大学
ﾂﾁﾔ ｹﾝｼﾝ

12 349 土屋 謙臣(1) 東北福祉大学

マミヤ ヨシマサ

13 428 間宮 義雅(1) 仙台大学
ﾀﾇﾏ ﾘｮｳ

14 17 田沼 怜(M1) 東北大学
ササキ アオイ

15 425 佐々木 蒼(1) 仙台大学
タカハシ ユウキ

16 173 髙橋 裕貴(2) 仙台大学
ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ

17 156 遠藤 翼(4) 仙台大学

記録



男子10000m
審 判 長：

記録主任：

8月7日 17:00 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻｴｷ ｹﾝﾀ

1 158 佐伯 健太(4) 仙台大学
アオキ　ケンタ

2 168 青木　顕太(2) 仙台大学
ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ

3 156 遠藤 翼(4) 仙台大学
エガワ　ケンタ

4 152 江川　健太(4) 仙台大学
タカハシ ユウキ

5 173 髙橋 裕貴(2) 仙台大学
ｴﾝﾄﾞｳﾂﾊﾞｻ

6 156 遠藤 翼(4) 仙台大学
マミヤ ヨシマサ

7 428 間宮 義雅(1) 仙台大学
ササキ アオイ

8 425 佐々木 蒼(1) 仙台大学
ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ

9 21 三浦 大樹(M2) 東北大学
ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

10 453 阿部 圭宏(3) 三秀会
ｵﾊﾞﾀ ｿﾗﾄ

11 423 小畑空斗(1) 仙台大学
モトキ　レン

12 161 元木　蓮(4) 仙台大学
ｻｻｷ　ﾋﾛﾄ

13 426 佐々木　敬人(1) 仙台大学
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

14 3008 斎藤 和也 Q.A.LAB
サトウ　タカヤ

15 171 佐藤　天哉(2) 仙台大学
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ

16 4186 吉田 真人 宮城陸協
ｲｶｲ ｹﾝｼﾛｳ

17 169 猪飼 拳士郎(2) 仙台大学
ｻｻｷ ﾕｳﾀ

18 170 佐々木　優大(2) 仙台大学

記録



 男子110mH
審 判 長：

記録主任：

8月7日 13:20 

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｿｳﾏ ﾕｳｷ

3 145 相馬 夕輝(3) 仙台大学 3

ｶﾜｸﾞﾁ ｲﾂﾄ ﾜｺｳ ｶｽﾞｷ

4 4091 川口　逸人 宮城教員クラブ 4 685 若生 壱輝(1) 多賀城高校
ｶｼﾜﾊﾞ ｿｳﾀ ヨシキ　トモヒロ

5 404 柏葉 聡太(1) 東北学院大学 5 634 吉城　智央(M1) 仙台高専広瀬

ダサイ タツト ｸﾄﾞｳ ｹﾝｾｲ

6 386 太細 龍人(3) 東北学院大学 6 247 工藤 絢成(1) 仙台向山高校

スズキ　セイタ サクライリク

7 328 鈴木　惺太(2) 仙台東高校 7 1398 櫻井陸(1) 伊具高校

記録 記録



 男子110mJH(9.14m/0.990m)
審 判 長：

記録主任：

8月7日 13:10 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

4

5

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ

6 549 鈴木 颯太(2) 泉館山高校

記録



 男子400mH
審 判 長：

記録主任：

8月8日 12:45 

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳﾄ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ

2 410 安田脩人(1) 仙台大学 2 419 白澤 稜馬(1) 仙台大学
ナカミチ カズサ ナラ　ヤマト

3 633 中道 一紗(M1) 仙台高専広瀬 3 394 奈良　大和(2) 東北学院大学

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ

4 148 小林　舜(2) 仙台大学 4 403 遠藤 拓磨(1) 東北学院大学

ｶｼﾞ ﾀｸﾔ コンノ マサト

5 2 加地 拓弥(M1) 東北大学 5 199 今野 誠斗(1) 仙台二華高校

ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ ナカガワラ　ミライ

6 766 荻原 颯汰(3) 富谷高校 6 260 中川原　碧来(2) 仙台南高校
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ ｺｾｷ ﾕｳﾔ

7 184 石川 陽春(2) 仙台二華高校 7 796 小関　祐也(1) 仙台二華高校

記録 記録



 男子走高跳
審 判 長：

記録主任：

8月8日 11:30     

　

ｵｵﾇｷ ｱﾕﾑ

1 359 大貫 歩夢 県北陸協
ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

2 209 清水嶋 優平(3) 仙台大学
ｲﾄｳ ｴｲｷ

3 432 伊藤 永輝(1) 仙台大学
ﾄﾓﾘ ｱｽｷ

4 178 友利 未来希(3) 仙台大学
ｵｵｲｼ ｹｲ

5 180 大石　慧(3) 仙台大学
サトウ　タクミ

6 211 佐藤　匠(3) 仙台大学
ｺﾀﾞﾏ ｷｽｲ

7 177 児玉 綺粋(3) 仙台大学
ｷｸﾀ ﾘｮｳ

8 371 菊田 亮(4) 東北学院大学

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 男子棒高跳
審 判 長：

記録主任：

8月7日 12:30     

　

ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

1 368 髙橋　賢斗(4) 東北学院大学
ﾀｶﾊｼ ｶｲ

2 398 高橋 改(2) 仙台高校
オオバ シュウマ

3 255 大場 秀真(2) 仙台南高校
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ

4 1092 佐藤　航平(2) 東北学院榴ヶ岡高校

ﾐｳﾗ ﾕｷﾔ

5 184 三浦 遂也(3) 仙台大学
ｱｶﾎｼ ｴｲｼﾞ

6 274 赤星 栄治(M1) 東北大学
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ

7 4102 佐藤 康平 MSC
ミヤウチアツシ

8 176 宮内 敦史(3) 仙台大学

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 男子走幅跳１組目
審 判 長：

記録主任：

8月7日 12:45     

8月7日 12:45     

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｼ ｿｳﾀ

1 275 星 宗太(1) 仙台南高校
ショウジ ユウ

2 1101 東海林 優羽(1) 東北学院榴ヶ岡高校

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ

3 1182 髙橋 寛翔(1) 仙台高専広瀬
ｻﾄｳ ｺｳﾀ

4 339 佐藤 光太(1) 仙台東高校
ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ

5 331 田村 隼飛(1) 仙台東高校
ハシヅメヒロム

6 221 橋詰 広夢(1) 仙台向山高校
ｳｼｷ ﾊﾙ

7 1096 牛木　葉琉(1) 東北学院榴ヶ岡高校

ｵｵｳﾁ ｺｳｽｹ

8 276 大内　康輔(1) 仙台南高校
ハヤシ　ユウト

9 188 林　優斗(1) 仙台二華高校
ヤシマ レアル

10 402 八嶋 黎琉(1) 仙台高校
ﾂｷﾀ ﾘｮｳ

11 274 槻田 涼(1) 仙台南高校
オノ　ユウセイ

12 1181 小野　由成(1) 仙台高専広瀬
ムラカミ ユウマ

13 337 村上 裕真(1) 仙台東高校
ミヤウチアツシ

14 176 宮内 敦史(3) 仙台大学
ﾔﾅｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ

15 225 柳田　優介(1) 仙台向山高校
ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾄ

16 548 内田 貴斗(2) 泉館山高校



 男子走幅跳2組目
審 判 長：

記録主任：

8月7日 12:45     

8月7日 12:45     

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾘ

1 265 山中 勇利(2) 三秀会
タカイズミ ハルホ

2 340 髙泉 温帆(1) 仙台東高校
ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ

3 187 木村 弘貴(2) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ﾃﾝﾏ

4 179 高橋 天真(3) 仙台大学
タカハシ　マサト

5 189 髙橋　真人(2) 仙台大学
カマダ　ダイチ

6 200 鎌田　大地(1) 仙台二華高校
ｱﾍﾞ ｹｲｺﾞ

7 52 阿部 慶吾(2) 羽陽学園短期大学

ｷｸﾁ ｹｲﾏ

8 182 菊地 慧真(3) 仙台大学
ｸﾄﾞｳ ﾕｳｶﾞ

9 212 工藤 悠雅(M1) 仙台大学
ｱｻﾐ ｺｳｷ

10 430 淺見 功輝(1) 仙台大学
ｻｻﾉ ﾕｳｶﾞ

11 256 笹野 優我(4) 東北工業大学
オガタ ソラ

12 883 尾形蒼(3) 聖和学園高校
サトウ ジョウジ

13 188 佐藤 丈治(2) 仙台大学
ﾜｶﾞﾂﾏ ﾃﾂ

14 3063 我妻 哲 宮城陸協
ﾀｻｷ ﾄﾓﾔ

15 181 田崎 智哉(3) 仙台大学
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｼﾝ

16 183 本田　龍之神(3) 仙台大学



 男子三段跳
審 判 長：

記録主任：

8月8日 11:30     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

1 4301 佐藤 勇人 レオクラブ
ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ

2 397 高橋 朝陽(2) 仙台高校
ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

3 4639 後藤 憲太郎(2) 仙台高専名取
ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ

4 187 木村 弘貴(2) 仙台大学
ナカタ　ジョウノスケ

5 393 中田　誠乃輔(2) 東北学院大学
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ

6 281 佐藤 大斗(4) 三秀会
ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ

7 2578 佐藤 泰星(4) 明治大学
ｺｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ

8 190 古川 知征(3) 仙台二華高校



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

8月7日 12:30     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

オオノ マサタカ

1 29 大野誠尚(4) 東北大学
ｻﾄｳ ﾄｼｷ

2 201 佐藤 敏希(3) 仙台大学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾋﾛ

3 191 小林 尚弘(4) 仙台大学



高校男子砲丸投(6.00kg）
審 判 長：

記録主任：

8月7日 12:30     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾃ

1 401 森田　隼風(1) 仙台高校
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾖｳ

2 798 中島 啓耀(1) 仙台二華高校
ｺﾞﾄｳ ｲﾂｷ

3 341 後藤 樹生(1) 仙台東高校
ﾅｶﾉ ﾀｲｾｲ

4 198 中野 太惺(2) 仙台二華高校



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月8日 12:00     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

コジマヨシチカ

1 440 児島孝周(1) 仙台大学
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

2 4640 鈴木 智也(2) 仙台高専名取
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

3 351 山本 幸太郎(3) 田名部高校
ｱﾗｲ ﾋﾛｷ

4 203 荒井 啓希(2) 仙台大学
ｽｶﾞｲ ﾅﾂｷ

5 402 菅井 夏輝(2) 仙台大学
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾙﾄ

6 441 堀籠 温大(1) 仙台大学
ヤマキ　アオイ

7 198 八巻　梧(3) 仙台大学
ｶﾈｺ ﾖｼｷ

8 190 金子 慶輝(M2) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

9 4300 佐藤　貴展 レオクラブ
ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ

10 200 東田 貴仁(3) 仙台大学
サイ　ヒロキ

11 199 齋　大輝(3) 仙台大学



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：

記録主任：

8月8日 12:00     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

セイノコウスケ

1 135 清野　康介(2) 山形市商業高校
ナンブ　エイタ

2 1240 南部　英太(1) 角田高校
ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾞｲ

3 1413 丹野　康大(2) 宮城県農業高校
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ

4 223 遠藤　涼平(1) 仙台向山高校
ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾀ

5 2544 千葉温太(2) 東陵高校
オクタマ ソウタ

6 2549 奥玉 颯汰(2) 東陵高校
ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

7 242 佐藤　翼(2) 仙台向山高校
ｻﾄｳ ｺｳｾｲ

8 945 佐藤 光晟(3) 仙台育英学園高校



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

8月8日 10:00     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ

1 205 後藤 紘紀(2) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾘｮｳ

2 206 佐藤 稜(2) 仙台大学
サクマ ヒロキ

3 4103 咲間 大輝 MSC



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月8日 10:00     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

モガミ　ユウ

1 1236 最上　優(1) 角田高校
ﾂﾅﾓﾄ ﾕｳﾀ

2 187 綱本 悠汰(2) 仙台二華高校
ｶﾝﾉ ﾘｸ

3 1227 菅野　陸(3) 角田高校
カトウ タクミ

4 1235 加藤 拓海(2) 角田高校



男子やり投(800g)
審 判 長：

記録主任：

8月7日 14:00     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾙｲﾄ

1 228 吉田 類音(1) 仙台向山高校
ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ

2 183 横山 諒侑(2) 仙台二華高校
ｲﾄｳ ﾀﾞｲ

3 1102 伊藤　大(1) 東北学院榴ヶ岡高校

コン ヒロキ

4 227 金 裕己(1) 仙台向山高校
ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ

5 1171 阿部 春樹(3) 仙台高専広瀬
クマガイ　ヨウスケ

6 213 熊谷　耀介(2) 仙台向山高校
ミハラ カイ

7 1112 三原 櫂(1) 東北学院榴ヶ岡高校

タカハシ　ショウタ

8 400 高橋　昌汰(1) 東北学院大学
スズキ　マナト

9 1239 鈴木　瞬斗(1) 角田高校
ササキ　ソウ

10 1109 佐々木　素生(2) 東北学院榴ヶ岡高校

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ

11 626 渡邉 智輝(M1) 東北大学
タカニシ  ハルキ

12 326 高西 陽生(2) 仙台東高校
ﾐｳﾗ ﾊﾔｷ

13 4170 三浦 颯希 MSC
カナウチ　ダイ

14 4435 叶内　大 北村山地区陸協
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾏｻ

15 646 吉田 知将(M2) 東北大学
ﾀｶｷﾞ ﾖｳ

16 329 髙城　陽(2) 仙台東高校
スズキ　ヒカル

17 197 鈴木　光(3) 仙台大学
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

18 196 齊藤 悠希(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

19 439 佐藤 悠太(1) 仙台大学
ｺﾊﾞﾘ ｿｳﾀ

20 437 小針 颯太(1) 仙台大学
ナンジョウ　ゲン

21 195 南條　元(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ｹﾝｼﾝ

22 202 佐藤　謙信(2) 仙台大学
ｸﾄﾞｳ ﾘｵ

23 194 工藤 璃桜(3) 仙台大学
ｵｵﾇﾏ ｺｳﾔ

24 369 大沼 航弥(4) 東北学院大学



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

8月7日 14:40 

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾄｸﾀ ﾕｳﾅ

1 1152 徳田 侑奈(1) 仙台大学 1

ｶｲﾂﾞｶ ｱﾝﾅ ｸｽﾞｵｶ ｱﾝ

2 4451 貝塚 杏菜(M2) 東北大学 2 141 葛岡 晏(1) 仙台二華高校

ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ サトウ アカリ

3 933 秋山 七海(3) 仙台育英学園高校 3 945 佐藤 愛佳里(1) 仙台育英学園高校

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅ ﾜｺｳ ﾋﾒｶ

4 1040 渡邉　陽菜(2) 仙台大学 4 932 若生 姫香(2) 仙台育英学園高校

ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ

5 937 菅原真桜(3) 仙台育英学園高校 5 947 阿部 ちひろ(1) 仙台育英学園高校

ｻﾇｷ ｱﾘｻ ムラカミ　マキ

6 1001 佐貫 有彩(M1) 東北大学 6 1050 村上　茉希(2) 東北学院榴ヶ岡高校

ｻｲﾄｳ ｱｲｶ ﾄﾀﾞ ﾙﾅ

7 73 齋藤 愛香(2) 山形市商業高校 7 302 戸田 瑠南(2) 仙台東高校
ｲﾄｳ ｼｵﾘ ｵｵｳﾁ ﾎﾉｶ

8 138 伊藤　史織(2) 仙台二華高校 8 931 大内 萌花(2) 仙台育英学園高校

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

ﾐﾄ ﾁﾊﾙ ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾉｶ

2 251 水戸 千晴(1) 仙台南高校 2 359 遠藤 想乃栞(1) 仙台高校
ｻﾄｳ ｱﾔﾈ ﾏﾂｵｶ ﾘｺ

3 1123 佐藤 綾音(1) 仙台高専広瀬 3 221 松岡 莉子(2) 仙台向山高校

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾄ マキハラ メイ

4 362 髙橋 美菜都(1) 仙台高校 4 316 槙原 姫彩(1) 仙台東高校
ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾅ ﾐﾔﾓﾄ ｼｵﾝ

5 358 古川 愛菜(2) 仙台高校 5 228 宮本 詩音(1) 仙台向山高校

タカハシ サキコ シモヤマ　アイ

6 4445 高橋 佐喜子(4) 東北大学 6 224 下山　藍(1) 仙台向山高校

ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾅ ショウジ　ミカ

7 250 平山 日菜(1) 仙台南高校 7 1054 荘司　実香(1) 東北学院榴ヶ岡高校

ﾇﾏｸﾗ ﾒｲ キナメ　ルカ

8 135 沼倉 萌衣(2) 仙台二華高校 8 1233 木滑　瑠香(1) 角田高校

記録 記録

記録 記録



 女子200m
審 判 長：

記録主任：

8月8日 12:20 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻﾜﾑﾗ ﾓﾓｶ

1 941 澤村 ももか(2) 仙台育英学園高校

ｴﾈ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ

2 930 エネ ジェニファー(2) 仙台育英学園高校

ｶｼﾊﾞ ｷｮｳｶ

3 1059 鹿柴 杏香(3) 仙台大学
ｻｲﾄｳ　ﾘﾝ

4 944 斉藤　凜(1) 仙台育英学園高校

ｸﾗﾀ ｱｶﾘ

5 223 倉田 あかり(1) 仙台向山高校

カナモリ　アイ

6 5214 金森　愛(1) 昌平高校
ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ

7 222 中村 杏紗(2) 仙台向山高校

コサイ マナカ

8 1408 小齋 愛華(2) 宮城県農業高校

記録



 女子400m
審 判 長：

記録主任：

8月7日 15:40 

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

2 2

ｵﾊﾞﾗ ﾘｻ

3 220 小原 梨紗(2) 仙台向山高校 3

ﾌﾀﾞ ｱﾔﾉ コデラ　シホ

4 1136 札 彩乃(3) 東北学院大学 4 3225 小寺　志歩(3) 宮城陸協
ｻﾄｳ ﾙﾅ ｶｼﾜｻﾞｷ ﾋﾅｺ

5 225 佐藤 瑠菜(1) 仙台向山高校 5 942 柏崎 日向子(2) 仙台育英学園高校

スガワラ　アリサ ミヤモリ ミナミ

6 1134 菅原　有咲(3) 東北学院大学 6 940 宮森 みな実(2) 仙台育英学園高校

ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ ﾔｼﾏ ｱﾐ

7 144 髙橋 葵(1) 仙台二華高校 7 246 八島 あみ(2) 仙台南高校

記録 記録



学内女子800m
審 判 長：

記録主任：

8月7日 15:10 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾔﾊﾀ ｻｱﾔ

3 1044 八幡 紗彩(3) 仙台大学
ｶﾄﾞﾜｷ ｸﾙﾐ

4 1155 門脇 くるみ(1) 仙台大学
ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅｷ

5 1037 相澤 七稀(2) 仙台大学

記録



 女子800m
審 判 長：

記録主任：

8月8日 11:20 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｴ

2 1333 吉田 恭恵(3) 仙台高専名取

ｶﾄﾞﾜｷ ｸﾙﾐ

3 1155 門脇 くるみ(1) 仙台大学
アカシ イオ

4 1015 明石 伊生(M1) 山形大学
ｵｶﾞﾜ ｱｶﾈ

5 1049 小川 明音(4) 東北大学
ﾔﾊﾀ ｻｱﾔ

6 1044 八幡 紗彩(3) 仙台大学
スエナガ　ウララ

7 219 末永　うらら(2) 仙台向山高校

記録



 女子1500m
審 判 長：

記録主任：

8月7日 12:00 

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

オオバ ナツミ ﾀｶﾉ ｴﾏ

1 140 大場 なつみ(1) 仙台二華高校 1 599 髙野 絵麻(1) 利府高校
ﾊﾔｻｶ ｱｻﾅ ﾂﾁﾔ ﾋﾅｺ

2 313 早坂　朝菜(1) 仙台東高校 2 596 土屋日向子(1) 利府高校
ﾁﾊﾞﾊﾝﾅ ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ

3 301 千葉 帆奈(2) 仙台東高校 3 314 田中 結奈(1) 仙台東高校
ｻﾄｳ ｲｵﾘ ﾔﾂ ﾐﾕｳ

4 594 佐藤　衣織(1) 利府高校 4 1237 谷津 美夢(1) 角田高校
ワタナベ ハギノ ﾎｿﾔ ﾉｿﾞﾐ

5 591 渡邊 萩乃(2) 利府高校 5 1410 細谷 希(1) 宮城県農業高校

ｵﾉﾀﾞ ﾏﾅｶ ｱｲﾊﾗ ｻｷ

6 1236 小野田 愛花(1) 角田高校 6 658 相原 早希(1) 多賀城高校
ｱｲﾊﾗ ﾊﾙﾅ ｻﾄｳ ﾘｮｳｺ

7 582 相原 遥南(3) 利府高校 7 1234 佐藤 涼子(1) 角田高校
イワブチ　ユウカ ゴトウ マイ

8 1235 岩渕　友風(1) 角田高校 8 1051 後藤 舞(2) 東北学院榴ヶ岡高校

ｷﾄﾞｱﾔﾉ ﾌﾙｳﾁ ﾊﾙｱ

9 1156 木戸彩乃(1) 仙台大学 9 248 古内 春有(1) 仙台南高校
イトウ　ラン

10 1232 伊藤　藍(1) 角田高校

記録 記録



 女子3000m
審 判 長：

記録主任：

8月8日 09:30 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｷﾄﾞｱﾔﾉ

1 1156 木戸彩乃(1) 仙台大学
チバ クルミ

2 1049 千葉 くるみ(2) 東北学院榴ヶ岡高校

記録



 女子100mH
審 判 長：

記録主任：

8月7日 13:00 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｵｲｶﾜ ﾕｳｶ

2 1034 及川 優花(3) 仙台大学
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ

3 1153 中村 愛美(1) 仙台大学
ﾌｶｻﾞﾜ ﾅﾅ

4 1061 深澤 奈々(3) 仙台大学
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ

5 1035 吉田　晴夏(3) 仙台大学
サトウ ユウナ

6 252 佐藤 悠菜(1) 仙台南高校
ｽｶﾞﾜﾗ ｱｽｶ

7 139 菅原 あすか(2) 仙台二華高校

記録



 女子400mH
審 判 長：

記録主任：

8月8日 12:55 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾁﾀﾞ ｱｲﾘ

2 1038 千田 愛梨(2) 仙台大学
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ

3 1039 遠藤 彩夏(2) 仙台大学
ｻﾜﾑﾗ ﾅﾅﾐ

4 134 澤村　奈南(2) 仙台二華高校

ﾊｶﾞ ﾐｻｷ

5 1226 芳賀 美咲(3) 角田高校
ﾑﾗｶﾐ ﾎﾉｶ

6 146 村上 萌栞(1) 仙台二華高校

アベ ミズキ

7 242 阿部 瑞希(2) 仙台南高校

記録



 女子4X100mR
審 判 長：

記録主任：

8月8日 13:15 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

5 仙台大学



 女子走高跳
審 判 長：

記録主任：

8月8日 10:00     

　

ｻﾄｳｺﾅ

1 1398 佐藤心梛(1) 伊具高校
タハラ ワカナ

2 249 田原 若奈(1) 仙台南高校
ｻﾄｳ ｱﾔｶ

3 4041 佐藤 綾香 MRC
ｸｼﾞ ﾐﾚ

4 792 久慈 未来(2) 聖和学園高校

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 女子棒高跳
審 判 長：

記録主任：

8月7日 10:30     

　

ｻｻｷ ｱﾔﾉ

1 1053 佐々木 綾乃(2) 仙台大学
ｻﾄｳ ｱｵｲ

2 1160 佐藤 葵衣(1) 仙台大学
ｲﾄｳ ｱﾐｻ

3 1050 伊藤 亜美沙(3) 仙台大学

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 女子走幅跳
審 判 長：

記録主任：

8月7日 10:30     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀｽﾞﾐ ｺｺﾅ

1 360 北住 心菜(1) 仙台高校
サトウ アン

2 657 佐藤 杏(1) 多賀城高校
ﾅﾙﾐ ﾘｵ

3 245 鳴海 凜桜(2) 仙台南高校
コバヤシ　アイカ

4 243 小林　愛香(2) 仙台南高校
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾘ

5 247 本多優里(2) 仙台南高校
ｱﾝﾀﾞｰｿﾝｽｶﾞﾜﾗ ﾃｨｱﾗ

6 3124 アンダーソン菅原 ティアラ(1) 仙台東高校
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ

7 145 加藤 優奈(1) 仙台二華高校
ﾊﾗ ﾂｷﾊ

8 310 原　姫羽(2) 仙台東高校
ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ

9 1046 佐藤 七海(4) 仙台大学
ｶｼﾊﾞ ｷｮｳｶ

10 1059 鹿柴 杏香(3) 仙台大学
ﾎﾝﾀﾞ ｷﾗﾗ

11 1159 本田 姫星(1) 仙台大学
カルベ　トモカ

12 4040 軽部　朝香 MRC



 女子三段跳
審 判 長：

記録主任：

8月8日 10:00     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾘｶ

1 1397 佐藤 李華(1) 伊具高校
ﾀﾝ ﾐﾂﾞﾎ

2 1051 丹 海帆(3) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ

3 1049 高橋 遥香(3) 仙台大学
ﾎﾝﾀﾞ ｷﾗﾗ

4 1159 本田 姫星(1) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ

5 1046 佐藤 七海(4) 仙台大学



一般･高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月7日 12:30     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾁﾞｶ ｻｷ

1 1161 田近 嵯季(1) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ

2 1056 佐藤　はるか(3) 仙台大学



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月8日 12:00     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾏﾊﾞﾀ ｳﾗﾗ

1 1163 濱端 うらら(1) 仙台大学
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ

2 1161 田近 嵯季(1) 仙台大学
ヤスタ ユウカ

3 1459 安田 友香(3) 聖光学院高校
オオウチ セナ

4 1162 大内 世捺(1) 仙台大学



 女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月8日 10:00     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ

1 1048 原田 あゆみ(2) 東北学院榴ヶ岡高校

コイワ マイ

2 1165 小岩 真維(1) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ

3 1056 佐藤　はるか(3) 仙台大学



 女子やり投(600g)
審 判 長：

記録主任：

8月7日 10:30     

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾐﾕ

1 361 齋藤 心結(1) 仙台高校
サンペイ ユメ

2 137 三瓶 ゆめ(2) 仙台二華高校
オオタニ　ココロ

3 356 大谷　こころ(2) 仙台高校
ﾅｶﾞｻｷ ｽﾐﾚ

4 1231 長崎 澄嶺(2) 角田高校
ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞ

5 1062 小野寺涼(2) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ

6 357 高橋 碧(2) 仙台高校
ナトリ　シオリ

7 1058 名取　詩織(4) 仙台大学
ｲｿ ﾁﾋﾛ

8 1055 礒 千裕(2) 仙台大学


