
 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月16日 10:50 

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

ﾀｶｽ ｼｭｳ ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ

1 240 高須　秋(2) 学附大OB 1 431 宮村　航平(3) 東北福祉大
ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾍｲ ｶｻｲ ｼｮｳﾀ

2 640 安部　竜平(1) 仙台大学 2 433 葛西　翔大(3) 東北福祉大
ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ ｺﾝ ｿｳﾔ

3 0 田中　慎太郎(M1) 山形大学 3 481 今　颯也(3) 東北学院大
ｱｶﾋﾗ ﾕｳﾄ ｲｾｷ  ｲﾌﾞｷ

4 64 赤平　悠斗(0) 中央土地改良区 4 314 井関　生基(3) 仙台大学
ﾋｸﾞﾁ ｼﾞﾝ ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳﾀ

5 3109 樋口　仁(0) 宮城陸協 5 162 大衡　竜太(5) 東北大学
ｱｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ｻｻｷ ﾀｸﾏ

6 226 芦田　周平(2) 東北大学 6 4810 佐々木　琢磨(3) 仙台大TC
ｸﾞﾝｼﾞ ｱﾂｷ ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾁ

7 402 郡司　敦生(1) 仙台大学 7 196 白鳥　海知(4) 東北大学
ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾔ ｵｵﾀ ﾄｼｷ

8 256 池田　智也(3) 八戸学院大 8 963 太田　俊希(2) 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

ｱﾍﾞ ﾋﾑﾛ ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ

1 453 阿部　凌大(1) 東北福祉大 1 428 小野寺　昭太(4) 東北福祉大
ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾖｺﾔ ﾏﾅｵ

2 435 佐藤　嘉展(3) 東北福祉大 2 284 横山　南生(4) 仙台大学
ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ ｵｵﾀｷ ﾅｵﾔ

3 220 平井　景梧(3) 東北大学 3 4300 大瀧　直也(0) TGRacing
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ

4 408 髙橋　諒(1) 仙台大学 4 163 藤井　佳祐(M1) 東北大学
ｺｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄ

5 287 小口　健一(4) 仙台大学 5 313 髙橋　賢人(M1) 仙台大学
ｶﾒｲ ﾔｽｵ ﾌｶﾎﾘ ﾘｮｳﾀ

6 4309 亀井　康夫(0) TGRacing 6 334 深堀　凌太(3) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

7 58 高橋　昂平(4) 宮城教育大学 7 491 鈴木　佑斗(2) 東北学院大
ｻﾄｳ ｶｲﾘ ｺｶﾞﾜ ﾏｻﾄ

8 326 佐藤　開陸(3) 仙台大学 8 259 古川　真人(3) 八戸学院大

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

ﾆｲﾉｳ ﾀｸ

1 4297 新納　拓(0) TGRacing 1

ｻﾄｳ  ﾄｼｷ ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ

2 316 佐藤　敏己(3) 仙台大学 2 1172 川島 侑也(2) 仙台高専広瀬

ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ ｱｿ ﾋｲﾛ

3 578 三浦　侑真(1) 東北学院大 3 378 阿蘇　秀朗(2) 仙台大学
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾔ ﾏｽｲ ﾀﾞｲｺﾞ

4 454 小野寺　裕哉(1) 東北福祉大 4 306 増井　大悟(4) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ

5 577 髙橋　泰雅(1) 東北学院大 5 236 清水　大地(2) 学附大OB
ｴﾝﾄﾞ ｳﾀｲｶﾞ ｸﾗﾀ ﾏｻｷ

6 371 遠藤　大河(2) 仙台大学 6 213 倉田　真樹(3) 東北大学
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ ﾊﾅﾜ ﾕｳﾄ

7 411 藤田　優斗(1) 仙台大学 7 658 塙　悠人(1) 仙台大学
ﾀｶｷﾞ ｶﾞｲｱ ﾂﾁﾀﾞ ﾀｹﾖﾘ

8 319 髙木　凱亜(3) 仙台大学 8 1039 槌田　武偉(2) 東北高校

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月16日 10:50 

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

1 1

ﾎｿﾔ ﾋﾛﾉﾘ ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ

2 4030 細谷　宗徳(5) 東北大医学 2 235 佐藤　泰河(2) 東北大学
ｵﾔﾏ ﾖｳﾀ ｸﾛﾌﾞﾁ　ｺｳﾀ

3 59 小山　陽大(3) 宮城教育大学 3 320 黒渕　晃太(3) 仙台大学
ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｻ ｳﾁﾀﾞ　ﾋﾛﾀｶ

4 1173 中道 一紗(2) 仙台高専広瀬 4 332 内田　裕崇(3) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾙﾐ ｼｼﾄﾞ　ﾋﾛﾑ

5 285 渡邉　垂水(4) 仙台大学 5 328 宍戸　大夢(3) 仙台大学
ﾊﾏﾑﾗ ﾀｶﾄ ｴﾝﾄﾞ ｳ ｿｳﾀ

6 330 浜村　嵩翔(3) 仙台大学 6 642 遠藤　颯太(1) 仙台大学
ｺｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ

7 4001 古川　和樹(2) 東北大医学 7 4301 加藤　祐介(0) TGRacing
ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ ｵﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ

8 654 髙橋　怜(1) 仙台大学 8 60 折林　優太(3) 宮城教育大学

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

1 1

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ

2 233 小林　丈士(2) 学附大OB 2 4615 加藤　裕一(0) 宮城マスターズ

ﾐｷ ｶｲﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾖｼ

3 1038 三木　海斗(2) 東北高校 3 3074 遠藤  光剛(0) 宮城陸協
ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ ﾌｶｲ ﾕｳｾｲ

4 260 松岡　豪志(4) 仙台大学 4 1050 深井　祐誠(1) 東北高校
ｵﾉ ｼﾌﾞｷ ｷﾑﾗ ﾀｲｷ

5 378 小野　梓吹(2) 仙台大学 5 392 木村　汰貴(2) 仙台大学
ﾅｶｼﾞ ﾏｺｳｷ ｽｽﾞｷ ｾｲ

6 375 中島　公貴(2) 仙台大学 6 1040 鈴木　碧(2) 東北高校
ｱｶｻｶ ﾖｼﾋｺ ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｼﾞ

7 4038 赤坂　佳彦(3) 東北大医学 7 4772 板垣　孝司(0) 宮城マスターズ

ﾇﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾖｼｷ ﾄﾓﾋﾛ

8 198 沼田　亮介(4) 東北大医学 8 1174 吉城 智央(2) 仙台高専広瀬

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

1 1

ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾝ ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐｵ

2 344 西川　昂伸(3) 五橋中 2 0 水野　史生(0) 東京都陸協
ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ ｸﾏｷ ｾｲﾀ

3 3617 佐藤　秀明(0) 福島陸協 3 4097 熊木　聖大(2) 玉川中
ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾔ ﾖｺｵ ﾏｻｷ

4 7531 内山　健也(0) 福島陸協 4 1177 横尾 晟希(1) 仙台高専広瀬

ｵｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ ｱｶﾏ ﾚﾝｼﾞｭ

5 4773 小島　拓(0) 宮城マスターズ 5 4098 赤間　蓮樹(2) 玉川中
ｳﾒﾂ ｷﾗ ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

6 3081 梅津　祁良(1) 七ヶ宿中 6 6207 太田　淳一(0) 神町自衛隊
ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｵﾝ ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ

7 4092 小野寺　世穏(3) 玉川中 7 4093 髙橋　守(1) 玉川中
ﾀｶﾊｼ ｶﾂｼ ｻｸﾗｲ ｺｳ

8 4094 髙橋　一志(1) 玉川中 8 4105 櫻井　孝(2) 玉川中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

6月17日 12:30 

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

ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ

1 0 田中　慎太郎(M1) 山形大学 1 408 髙橋　諒(1) 仙台大学
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾅｶﾞｳﾗ ﾊﾙｷ

2 311 松本　宏二郎(M1) 仙台大学 2 410 永浦　晴輝(1) 仙台大学
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ ﾋｸﾞﾁ ｼﾞﾝ

3 425 鈴木　幸太(M2) 東北福祉大 3 3109 樋口　仁(0) 宮城陸協
ｸﾞﾝｼﾞ ｱﾂｷ ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄ

4 402 郡司　敦生(1) 仙台大学 4 313 髙橋　賢人(M1) 仙台大学
ﾔﾅﾊﾞ ｼﾞｮｳ ｱｿ ﾋｲﾛ

5 372 簗場　丈(2) 仙台大学 5 378 阿蘇　秀朗(2) 仙台大学
ﾐﾄ ﾋﾛｱｷ ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾔ

6 370 水戸　大了(2) 仙台大学 6 256 池田　智也(3) 八戸学院大

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

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾔ ｴﾝﾄﾞ ｳﾀｲｶﾞ

1 454 小野寺　裕哉(1) 東北福祉大 1 371 遠藤　大河(2) 仙台大学
ﾀｶﾀﾞﾏ ﾚﾝﾄ ｺｶﾞﾜ ﾏｻﾄ

2 652 高玉　蓮斗(1) 仙台大学 2 259 古川　真人(3) 八戸学院大
ﾌｶﾎﾘ ﾘｮｳﾀ ﾀｶｻﾜ ｶｽﾞｷ

3 334 深堀　凌太(3) 仙台大学 3 407 高沢　一希(1) 仙台大学
ｺﾝ ｿｳﾔ ｵｵﾀ ﾄｼｷ

4 481 今　颯也(3) 東北学院大 4 963 太田　俊希(2) 仙台大学
ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ

5 431 宮村　航平(3) 東北福祉大 5 1022 阿部　竜也(3) 東北高校
ﾀｶｷﾞ ｶﾞｲｱ ﾊﾏﾑﾗ ﾀｶﾄ

6 319 髙木　凱亜(3) 仙台大学 6 330 浜村　嵩翔(3) 仙台大学

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

ｲｾｷ  ｲﾌﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ

1 314 井関　生基(3) 仙台大学 1 1037 高橋　朋希(2) 東北高校
ﾊﾅﾜ ﾕｳﾄ ﾂﾁﾀﾞ ﾀｹﾖﾘ

2 658 塙　悠人(1) 仙台大学 2 1039 槌田　武偉(2) 東北高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾙﾐ ﾅｶｼﾞ ﾏｺｳｷ

3 285 渡邉　垂水(4) 仙台大学 3 375 中島　公貴(2) 仙台大学
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ ｺｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ

4 428 小野寺　昭太(4) 東北福祉大 4 287 小口　健一(4) 仙台大学
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾔ ｺﾝﾉ ﾀｸﾏ

5 289 山本　航也(4) 仙台大学 5 5082 今野　拓磨(0) 酒田市陸協
ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ

6 1172 川島 侑也(2) 仙台高専広瀬 6 377 髙橋　郁人(2) 仙台大学

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

6月17日 12:30 

7組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾏｽｲ ﾀﾞｲｺﾞ

2 306 増井　大悟(4) 仙台大学
ｷﾑﾗ ﾀｲｷ

3 392 木村　汰貴(2) 仙台大学
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ

4 4342 佐藤　淳(0) 佐藤 淳
ｽｽﾞｷ ﾋｲﾛ

5 651 鈴木　飛郎(1) 仙台大学
ｻﾄｳ ｶｲ

6 418 佐藤　快(3) 松陵中

記録



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

6月16日 12:20 

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

ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ ｸﾏｶﾞｲ ｺﾖﾀ

1 1443 長内　智(0) パンチ工業 1 442 熊谷　暦太(2) 東北福祉大
ﾔﾅﾊﾞ ｼﾞｮｳ ﾋﾗﾂｶ ｺｳﾀ

2 372 簗場　丈(2) 仙台大学 2 496 平塚　滉大(2) 東北学院大
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ

3 311 松本　宏二郎(M1) 仙台大学 3 331 高橋　佑貴(3) 仙台大学
ﾃﾝﾏ ｼﾞｭﾝﾀ ｽｽﾞｷ ｶｲ

4 438 天摩　隼太(3) 東北福祉大 4 444 鈴木　海(2) 東北福祉大
ﾀｶﾀﾞﾏ ﾚﾝﾄ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ

5 652 高玉　蓮斗(1) 仙台大学 5 1037 高橋　朋希(2) 東北高校
ｲﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾔ

6 310 伊東　慶一郎(M1) 仙台大学 6 289 山本　航也(4) 仙台大学

3組 4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

ﾏｻｷ ﾀｲｶﾞ

1 484 正木　大雅(3) 東北学院大 1

ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ

2 1022 阿部　竜也(3) 東北高校 2 290 高橋　昂成(4) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ ｶﾒﾔ ﾚｵ

3 377 髙橋　郁人(2) 仙台大学 3 441 亀谷　怜央(2) 東北福祉大
ﾐﾄ ﾋﾛｱｷ ｲｹﾀﾞ ﾀｹｱｷ

4 370 水戸　大了(2) 仙台大学 4 457 池田　丈礼(1) 東北福祉大
ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾀｶｻﾜ ｶｽﾞｷ

5 431 宮村　航平(3) 東北福祉大 5 407 高沢　一希(1) 仙台大学
ﾅｶﾞｳﾗ ﾊﾙｷ ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾅﾀ

6 410 永浦　晴輝(1) 仙台大学 6 1036 西城　哉汰(2) 東北高校

5組 6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

1 1

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾔﾏﾄ ｱｶｻｶ ﾖｼﾋｺ

2 439 小野寺　大和(2) 東北福祉大 2 4038 赤坂　佳彦(3) 東北大医学
ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ ﾇﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ

3 1801 荻原　颯汰(3) 将監中 3 198 沼田　亮介(4) 東北大医学
ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐｵ ｸﾎﾞ ｼｮｳﾍｲ

4 0 水野　史生(0) 東京都陸協 4 0 久保　匠平(2) 山形大学
ｺﾝﾉ ﾀｸﾏ ｸﾗﾀ ﾅﾂｷ

5 5082 今野　拓磨(0) 酒田市陸協 5 571 倉田　夏希(1) 東北福祉大
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾕｻ ｼｮｳﾀ

6 649 佐藤　亮太郎(1) 仙台大学 6 4100 遊佐　祥太(3) 玉川中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

6月16日 12:20 

7組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ

2 1178 吉田 優太(1) 仙台高専広瀬

ｳﾗﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

3 411 浦山　雅行(2) 松陵中
ﾎｿﾔ ﾋﾛﾉﾘ

4 4030 細谷　宗徳(5) 東北大医学
ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ

5 4103 高橋　丈(3) 玉川中
ﾒｸﾞﾛ ﾕｳﾄ

6 4119 目黒　悠斗(2) 玉川中

記録



 男子800m
審 判 長：

記録主任：

6月17日 11:45 

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

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｲｸﾐ

1 414 吉田　翔(1) 仙台大学 1 452 溝口　育海(2) 東北福祉大
ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ

2 641 内山　凌(1) 仙台大学 2 436 畠山　侑生(3) 東北福祉大
ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ

3 343 菅原　遥(3) 仙台大学 3 4459 菅野　辰也(0) 宮城トヨタ
ｶﾄｳ ｱｷﾗ ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛﾐ

4 399 加藤　輝(1) 仙台大学 4 4474 一條　博海(0) あぶくまAC
ｻﾄｳ　ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ

5 327 佐藤　優斗(3) 仙台大学 5 316 鈴木 智仁(0) 福島大TC
ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄﾓ

6 331 高橋　佑貴(3) 仙台大学 6 8019 佐藤　広知(0) 栃木陸協
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ ﾊﾏﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ

7 374 渡辺　晟名(2) 仙台大学 7 399 濱田　凌平(3) 仙台大学

3組 4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

ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾝ ｽｽﾞｷ ｷｼｮｳ

1 560 鈴木　康真(3) 岩手陸協 1 1337 鈴木　規祥(1) 岩手陸協
ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲｾｲ ｶﾝﾉ ｹｲﾄ

2 1313 長谷川　凱生(2) 名取北高 2 412 菅野　慧斗(2) 松陵中
ﾊｾ ﾀﾂﾔ ｻｻｷ ﾄﾓｷ

3 4264 長谷　達也(0) 多賀城自衛隊 3 1308 佐々木　智樹　(3) 名取北高
ﾆﾍｲ ﾄｼﾔ ｱﾘﾏ ﾕｳｷ

4 75 二瓶　寿也(2) 宮城教育大学 4 1700 有馬　有希(2) 鹿島台商業高

ﾋﾉ ｱｷﾋﾛ ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳｽｹ

5 4366 檜野　晃宏(0) YKK AP東北 5 985 永倉　秀涼(2) 明成高校
ﾔﾏｵ　ﾕｳﾏ　 ｱｻｲ ｺｳｼﾛｳ

6 295 山尾　優真(4) 仙台大学 6 1175 浅井 晃司郎(1) 仙台高専広瀬

記録 記録

記録 記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

1組

2組

3組

4組



 男子1500m
審 判 長：

記録主任：

6月16日 11:50 

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

ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛﾐ ｻﾄｳ ﾕｳ

1 4474 一條　博海(0) あぶくまAC 1 1309 佐藤　佑　(3) 名取北高
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ

2 663 山田　琉生(1) 仙台大学 2 7765 丹野　滉太郎(2) 山下中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ ｵｻﾅｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ

3 398 遠藤　龍希(1) 仙台大学 3 1176 小山内 駿平(1) 仙台高専広瀬

ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ ﾀﾏｵｳ ｷｽﾞｷ

4 1204 佐々木　優治(0) あぶくまAC 4 655 玉應　希築(1) 仙台大学
ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲ ｶﾄｳ ﾏｻｷ

5 650 菅原　快惟(1) 仙台大学 5 646 加藤　将貴(1) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾛｳ ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

6 321 佐藤　佑志朗(1) 仙台大学 6 4462 佐藤　栄寿(0) あぶくまAC
ｻﾄｳ ﾏｻｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ

7 648 佐藤　克紀(1) 仙台大学 7 161 藤原　啓(5) 東北大医学
ﾅﾘﾀ　ﾀｲｻﾞﾝ ｱﾍﾞ ﾎｳｽｲ

8 296 成田　泰山(4) 仙台大学 8 1171 阿部 豊翠(2) 仙台高専広瀬

ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ ｱｻｲ ｺｳｼﾛｳ

9 343 菅原　遥(3) 仙台大学 9 1175 浅井 晃司郎(1) 仙台高専広瀬

ｵｵﾀ ﾀｸﾐ ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳ

10 336 太田　拓未(3) 仙台大学 10 665 大宮　崚(1) 宮城教育大学

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ ｱﾜﾉ ｼｭﾝ

11 374 渡辺　晟名(2) 仙台大学 11 6225 粟野 峻(0) 神町自衛隊
ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ ﾄﾖｻﾜ ｹｲ

12 4459 菅野　辰也(0) 宮城トヨタ 12 3362 豊澤　啓(0) 宮城陸協
ﾖｺﾀ ﾋﾛｷ ｵｵﾂｷ ﾖｳﾀ

13 4261 横田　拓樹(0) 多賀城自衛隊 13 937 大槻　陽太(1) 松陵中
ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ

14 4460 武田　蒼(0) あぶくまAC
ﾓﾐﾔﾏ ﾕｳｽｹ

15 3918 籾山　雄介(0) 山形市陸協

記録 記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

1組

2組



 男子3000m
審 判 長：

記録主任：

6月17日 10:50 

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

ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

1 1042 松田　爽(1) 東北高校 1 1048 鈴木　龍星(1) 東北高校
ｻｻｷ ﾋﾛﾄ ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ

2 1016 佐々木　敬人(1) 明成高校 2 4268 朝倉　侑生(0) 多賀城自衛隊

ｱｶﾞﾂﾏ ﾖｼﾋﾄ ｸﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ

3 4254 我妻　嘉仁(0) 多賀城自衛隊 3 4270 蔵田　雄大(0) 多賀城自衛隊

ﾖｺﾀ ﾋﾛｷ ｷｸﾁ ｱｷﾗ

4 4261 横田　拓樹(0) 多賀城自衛隊 4 1015 菊地　彬(1) 明成高校
ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ ｱｻﾉ ﾀﾞｲｷ

5 981 阿部　輝(2) 明成高校 5 1017 浅野　大輝(1) 明成高校
ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ

6 1045 白石　光星(1) 東北高校 6 4648 加藤　和也(0) 東北方面特科隊

ｺﾞｳｺﾝ ﾀﾂﾔ ﾀｶﾊｼ ｿﾗ

7 4315 郷右近　辰也(0) TEAMみちのく 7 988 高橋　聖空(2) 明成高校
ｻｸﾗﾊﾞ ｹｲﾏ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

8 1047 櫻庭　啓真(1) 東北高校 8 4255 山田　俊太(0) 多賀城自衛隊

ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ ｵｵｴ ｼｭﾝｽｹ

9 1031 今野　大輝(2) 東北高校 9 4365 大江　駿介(0) YKK AP東北
ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ ｸﾏｶﾞｲﾏｻｷ

10 194 鈴木　健真(3) 岩手陸協 10 4478 熊谷　將樹(0) あぶくまAC
ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾍｲ ﾓﾄｷ ﾚﾝ

11 984 岩田　龍平(3) 明成高校 11 199 元木　蓮(1) 仙台大学
ﾐｳﾗ ﾀｸﾄ ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｹｲﾀ

12 994 三浦　拓斗(1) 明成高校 12 4265 勅使河原　佳太(0) 多賀城自衛隊

ｵｶｻﾞｷ ｸﾆｽｹ ﾓﾛﾊｼ ｹﾝｼﾞ

13 1002 岡崎　邦介(3) 明成高校 13 4649 諸橋　健司(0) 東北方面特科隊

ｵﾊﾞﾀ ｿﾗﾄ ﾅﾘｻﾜ ﾋﾛﾂｸﾞ

14 1043 小畑　空斗(1) 東北高校 14 4646 成澤　啓嗣(0) 東北方面特科隊

ｽｽﾞｷ ｵﾄ ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ

15 1044 鈴木　響(1) 東北高校 15 4645 佐藤　孝征(0) 東北方面特科隊

ｻﾄｳ ｹﾝﾀ ｼｮｳﾀ ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ

16 1046 佐藤　翔太(1) 東北高校 16 4644 阿部　光(0) 東北方面特科隊

ｻﾄｳ ｻｸﾔ ﾐﾄ ﾀｶﾄ

17 1000 佐藤　朔弥(3) 明成高校 17 991 水戸　天斗(3) 明成高校
ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ ｶﾈﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ

18 7765 丹野　滉太郎(2) 山下中 18 4652 金丸　昂寛(0) 東北方面特科隊

ｽｷﾞ ﾌﾐﾔ ｻﾄｳ ﾚﾝ

19 1014 杉　史哉(2) 明成高校 19 4272 佐藤　蓮(0) 多賀城自衛隊

ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ ｶﾊﾞｸﾗ ﾂｶｻ

20 4140 及川　憲一(0) 石巻RC 20 415 蒲倉　司(3) 松陵中
ｷﾑﾗ ｿｳﾀ ﾐｳﾗ ﾄｼｷ

21 1018 木村　颯汰(1) 明成高校 21 4366 三浦　寿輝(0) YKK AP東北
ﾔﾏｷ ｺｳﾍｲ

22 4269 八巻　滉平(0) 多賀城自衛隊

記録 記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

1組

2組



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

6月17日 11:05 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｲｷ

1 1034 林田　海輝(2) 東北高校
ｺﾝﾉ ｹﾞﾝｷ

2 1029 今野　元揮(2) 東北高校
ｻｻｷ ﾕｳｶﾞ

3 1032 佐々木　湧雅(2) 東北高校
ｵｵｻﾜ ﾀｲﾁ

4 4425 大澤 太一(0) 船岡自衛隊
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾛｳ

5 321 佐藤　佑志朗(1) 仙台大学
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ

6 1025 小林　航平(3) 東北高校
ｾｷ ﾘｭｳﾋ

7 4259 関　龍飛(0) 多賀城自衛隊

ｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀ

8 664 江川　健太(1) 仙台大学
ｺﾝﾉ ｽﾅｵ

9 1030 今野　純(2) 東北高校
ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

10 4462 佐藤　栄寿(0) あぶくまAC
ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｷ

11 4252 安田　崇希(0) 多賀城自衛隊

ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ

12 4267 石川　樹(0) 多賀城自衛隊

ｻｴｷ ｹﾝﾀ

13 404 佐伯　健太(1) 仙台大学
ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

14 3151 櫻田　浩章(0) 石巻RC
ﾜﾀﾊﾅﾍﾞ ﾀｸﾑ

15 297 渡辺　拓夢(4) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ

16 4148 高橋　健吾(0) 石巻RC
ｻﾄｳ ｹﾝﾀ

17 1035 佐藤　健太(2) 東北高校
ｼｮｳｼﾞ ﾂﾖｼ

18 324 庄司　強(3) 仙台大学
ﾐｳﾗ ﾄｼｷ

19 4366 三浦　寿輝(0) YKK AP東北
ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ

20 397 遠藤　翼(1) 仙台大学
ｱﾍﾞ ﾎｳｽｲ

21 1171 阿部 豊翠(2) 仙台高専広瀬

ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ

22 6220 鈴木 康夫(0) 神町自衛隊
ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ

23 6238 福島 広大(0) 神町自衛隊
ｵｻﾅｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ

24 1176 小山内 駿平(1) 仙台高専広瀬

ｽｶﾞｲ ﾀｸﾔ

25 4359 菅井　拓也(0) YKK AP東北
ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｷﾗ

26 4357 三塚　彰(0) YKK AP東北

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録



 男子110mH
審 判 長：

記録主任：

6月16日 10:35 

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

ｺﾝ ｿｳﾔ

3 481 今　颯也(3) 東北学院大 3

ﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞｷ ﾖｼｷ ﾄﾓﾋﾛ

4 544 武山　和樹(1) 東北学院大 4 1174 吉城 智央(2) 仙台高専広瀬

ﾖﾛｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ｵｵﾑﾗ ﾄｵﾙ

5 389 萬昂　大(2) 仙台大学 5 523 大村 徹(4) 仙台高専広瀬

ｵｵﾄﾓ ｿｳﾀ ｶﾄｳｼｭｳ ｲﾁﾛｳ

6 644 大友　颯太(1) 仙台大学 6 288 加藤　周一朗(4) 仙台大学

記録 記録



 男子110mYH(9.14m/0.914m)
審 判 長：

記録主任：

6月16日 10:30 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

2

ﾕｻ ｼｮｳﾀ

3 4100 遊佐　祥太(3) 玉川中
ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ

4 1801 荻原　颯汰(3) 将監中
ｻﾄｳ ｿﾗ

5 4115 佐藤　空(3) 玉川中

記録



 男子400mH
審 判 長：

記録主任：

6月17日 12:15 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ｺﾝﾉ ﾀｸﾏ

2 5082 今野　拓磨(0) 酒田市陸協
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｽｹ

3 660 村松　佑亮(1) 仙台大学
ｵﾉ ｼﾌﾞｷ

4 378 小野　梓吹(2) 仙台大学
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝ

5 26 谷口　輪(3) 岩手大学
ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾅﾀ

6 1036 西城　哉汰(2) 東北高校

記録



 男子4X100mR

6月16日 10:00 

2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
(  ) 1035 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ (  ) 284 ﾖｺﾔ ﾏﾅｵ (  ) 196 ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾁ
(  ) 1172 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ (  ) 412 ﾏﾉ ﾘｮｳｺﾞ (  ) 162 ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳﾀ
(  ) 523 ｵｵﾑﾗ ﾄｵﾙ (  ) 643 ｵｵｶﾐ ﾅｵｷ (  ) 163 ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ
(  ) 1173 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｻ (  ) 312 ｶﾉ ｹﾝﾉｽｹ (  ) 226 ｱｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ
(  ) 1177 ﾖｺｵ ﾏｻｷ (  ) (  )
(  ) 1178 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

5ﾚｰﾝ
(  ) 4396 ﾉｻﾞｷ ｺｳﾍｲ
(  ) 4393 ﾔﾏﾄ ｶﾂﾕｷ
(  ) 4399 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ
(  ) 4396 ｱｲｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
(  ) 4394 ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ
(  ) 4395 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻｷ
[  ]
[  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2

3

野崎　航平(4)
大和　功征(5)
渡邊　亮介(5)
相澤　歩夢(5)
佐々木　峻弥(5)

鎌田　雅貴(5)

東北大学
白鳥　海知(4)
大衡　竜太(5)
藤井　佳祐(M1)
芦田　周平(2)

仙台高専名取

吉田 優太(1)

仙台大学
横山　南生(4)
真野　竜伍(1)
大上 直起
鹿野 剣之介

仙台高專広瀬
佐藤　健太(2)
川島 侑也(2)
大村 徹(4)
中道 一紗(2)
横尾 晟希(1)



 男子4X400mR

6月17日 13:15 

1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 523 ｵｵﾑﾗ ﾄｵﾙ (  ) 327 ｻﾄｳ　ﾕｳﾄ
(  ) (  ) 1171 ｱﾍﾞ ﾎｳｽｲ (  ) 399 ﾊﾏﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ
(  ) (  ) 1172 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ (  ) 374 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ
(  ) (  ) 1173 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｻ (  ) 343 ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ
(  ) (  ) 1035 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ (  ) 414 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ
(  ) (  ) 1178 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ (  ) 641 ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳ
[  ] [  ] (  ) 399 ｶﾄｳ ｱｷﾗ
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
(  ) 320 ｸﾛﾌﾞﾁ　ｺｳﾀ (  )
(  ) 328 ｼｼﾄﾞ　ﾋﾛﾑ (  )
(  ) 357 ｵｵﾆｼ　ﾕｳﾀ (  )
(  ) 331 ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ (  )
(  ) 295 ﾔﾏｵ　ﾕｳﾏ　 (  )
(  ) (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録

1

2

3

仙台高專広瀬
大村 徹(4)
阿部 豊翠(2)
川島 侑也(2)
中道 一紗(2)
佐藤　健太(2)
吉田 優太(1)

高橋　佑貴(3)
山尾　優真(4)

内山　凌(1)
加藤　輝(1)

仙台大学B
黒渕　晃太(3)
宍戸　大夢(3)
大西　悠太(2)

仙台大学A
佐藤　優斗(3)
濱田　凌平(3)
渡辺　晟名(2)
菅原　遥(3)
吉田　翔(1)



男女5000mW
審 判 長：

記録主任：

6月17日 10:00 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻﾄｳ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ

1 647 佐藤　仁一朗(1) 仙台大学

2 1129 鹿野　あいり(1) 仙台大学

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録



 男子走高跳
審 判 長：

記録主任：

6月17日 10:30 

　

ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

1 390 金澤　有磨(2) 仙台大学
ﾐｳﾗ　ｾｲﾔ

2 659 三浦　聖矢(1) 仙台大学
ｾﾝｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ

3 416 先崎　元気(3) 松陵中
ｺﾝﾉ　ｿｳﾀ

4 300 紺野　爽太(4) 仙台大学
ｺﾄﾌﾞｷ ﾕｳｲﾁ

5 576 寿　優一(1) 東北学院大
ｷｸﾀ ﾘｮｳ

6 541 菊田　亮(1) 東北学院大
ｽｽﾞｷ　ﾘｮｳ

7 346 鈴木　諒(3) 仙台大学
ｵｵﾐﾅﾄ　ｺｳｽｹ

8 384 大湊　晃介(2) 仙台大学
ｺﾒﾀﾆ　ﾋｶﾙ

9 323 米谷　輝(3) 仙台大学
ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾁ

10 359 中島　大地(2) 仙台大学
ｻｶﾞﾗ　ﾘｭｳｼﾞ

11 363 相良　龍慈(2) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ﾙｲ

12 653 高橋　瑠威(1) 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



 男子棒高跳
審 判 長：

記録主任：

6月16日 10:30 

　

ﾀﾔ　ｱｷﾗ

1 338 田屋　明(3) 仙台大学
ﾊｾｶﾞﾜ　ﾚｵ

2 657 長谷川　麗央(1) 仙台大学
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

3 12 田中　英和(4) 岩手大学
ｼﾊﾞｻｷ　ｶｹﾙ

4 368 柴崎　翔(2) 仙台大学
ｶﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ

5 400 加藤　大地(1) 仙台大学
ｶﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ

6 400 加藤　大地(1) 仙台大学
ｻﾄｳ　ｼﾝﾀﾛｳ

7 337 佐藤　慎太郎(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ

8 4335 佐藤 康平(0) MSC
ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ

9 620 刈谷　春樹(1) 岩手大学
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾘﾝ

10 5 熊谷　真倫(4) 岩手大学

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
審 判 長：

記録主任：

6月16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

ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ

1 4307 遠藤　隼斗(0) TGRacing
ｵｵﾆｼ　ﾕｳﾀ

2 357 大西　悠太(2) 仙台大学
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾄ

3 434 川上　雄人(3) 東北福祉大
ｺﾒﾀﾆ　ﾋｶﾙ

4 323 米谷　輝(3) 仙台大学
ｵｵﾊﾞ ﾄﾓﾊﾙ

5 424 大場　知春(2) 東北文化学園大
ｸﾄﾞｳ ﾕｳｶﾞ

6 361 工藤　悠雅(2) 仙台大学
ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ

7 4096 櫻井　悠希(3) 玉川中
ﾏﾂｷ ﾋﾘｭｳ

8 35 松木　飛龍(2) 岩手大学
ﾖｺｵ ﾏｻｷ

9 1177 横尾 晟希(1) 仙台高専広瀬
ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ

10 406 高木　大輔(1) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

11 1023 佐藤　祐太(3) 東北高校
ｻﾘｲｼ ﾏｻｷ

12 196 去石　匡樹(0) 北上GAC
ﾐﾔｶﾜ ﾋﾅﾀ

13 4083 宮川　陽大(2) 玉川中
ｸﾏｶﾞｲ　ｺｳﾔ

14 291 熊谷　公冶(4) 仙台大学
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ

15 317 鈴木 真悟(0) 福島大TC
ｲﾄｳ　ﾊﾔﾄ

16 317 伊藤　勇人(3) 仙台大学
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ

17 1178 吉田 優太(1) 仙台高専広瀬
ｻﾝｼﾞｮｳﾒ　ﾀｲｷ

18 376 三條目　泰樹(2) 仙台大学
ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ

19 163 藤井　佳祐(M1) 東北大学
ﾉﾀﾞ ﾀｲｾｲ

20 456 野田　大聖(1) 東北福祉大
ｳﾁﾀﾞ ｼﾓﾝ

21 191 内田　梓文(0) 北上GAC
ｸﾄﾞｳ　ﾀｲｾｲ

22 335 工藤　大成(3) 仙台大学
ｿｳﾏ ｹﾞﾝﾀ

23 489 相馬　玄太(3) 東北学院大
ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ

24 577 髙橋　泰雅(1) 東北学院大
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾌﾐ

25 360 高橋　将史(2) 仙台大学
ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳ

26 1021 後藤　理優(3) 東北高校
ｱｶｻｶ ﾕｷ

27 380 赤坂　悠希(2) 仙台大学
ｲﾄﾞｻｶ ｺｳｲﾁ

28 315 井戸坂 興一(0) 福島大TC



 男子三段跳
審 判 長：

記録主任：

6月17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

ﾄｵｶｲﾁ ﾄﾓﾋﾛ

1 28 十日市　元大(3) 岩手大学
ｽｽﾞｷ ｾｲ

2 1040 鈴木　碧(2) 東北高校
ｻﾘｲｼ ﾏｻｷ

3 196 去石　匡樹(0) 北上GAC
ﾀｸｻﾘ ﾜﾀﾙ

4 705 田鎖　亘(1) 岩手大学
ﾄﾐｵｶ　ｼｮｳ

5 298 冨岡　翔(4) 仙台大学
ﾏｽｺ　ｼｭﾝﾄ

6 362 増子　竣斗(2) 仙台大学
ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳ

7 1021 後藤　理優(3) 東北高校
ｸﾏｶﾞｲ　ｺｳﾔ

8 291 熊谷　公冶(4) 仙台大学
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾄ

9 434 川上　雄人(3) 東北福祉大
ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｼ

10 379 高橋　和志(2) 仙台大学
ｵｵｲｼﾀﾞ　ｺｳｷ

11 366 大石田　航希　(2) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾌﾐ

12 360 高橋　将史(2) 仙台大学
ｵｵﾊﾞ ﾄﾓﾊﾙ

13 424 大場　知春(2) 東北文化学園大



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

6月17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

ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

1 390 金澤　有磨(2) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲ

2 388 渡邊　大(2) 仙台大学
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾅｵﾋﾛ

3 409 小林　尚弘(1) 仙台大学
ｵﾀﾞｷﾞﾘ　ｶﾞｸ

4 645 小田桐　雅功(1) 仙台大学
ﾇﾉｶﾜ　ｱｷﾗ

5 354 布川　輝(2) 仙台大学



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月16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

ｶﾂﾔﾏ ﾀｸﾄ

1 252 嘉津山　拓登(2) 東北大学
ﾀﾔ　ｱｷﾗ

2 338 田屋　明(3) 仙台大学
ｻﾝｼﾞｮｳﾒ　ﾀｲｷ

3 376 三條目　泰樹(2) 仙台大学
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾜﾀﾙ

4 355 遠藤　航(2) 仙台大学
ｲｹﾀﾞ　ｷﾅﾘ

5 349 池田　生成(2) 仙台大学
ﾏｽｺ　ﾄﾓｷ

6 351 増子　友樹(2) 仙台大学



中学男子円盤投(1.500kg)
審 判 長：

記録主任：

6月16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

ｱｶﾏ ｼｭｳﾄ

1 4104 赤間　愁斗(2) 玉川中
ｵﾉ ﾊﾙﾄ

2 4106 小野　陽斗(3) 玉川中



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

6月16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

ｻﾄｳ　ﾄｵﾙ

1 347 佐藤　達(2) 仙台大学
ﾄｳｺﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

2 3253 東郷　俊輔(0) FORZA
ｺﾝﾉ ﾘｮｳ

3 6883 今野　亮(0) KAC
ｻｸﾏ ﾋﾛｷ

4 4336 咲間 大輝(0) MSC



男子やり投(800g)
審 判 長：

記録主任：

6月17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

ｺﾝﾉ ﾕｳﾏ

1 1041 今野　優磨(1) 東北高校
ﾀﾔ　ｱｷﾗ

2 338 田屋　明(3) 仙台大学
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ

3 1178 吉田 優太(1) 仙台高専広瀬
ｶﾅｳﾁ　ﾀﾞｲ

4 350 叶内　大(2) 仙台大学
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ　ﾀｸﾔ

5 353 宮林　拓也(2) 仙台大学
ﾀﾃ ｼｮｳｺﾞ

6 455 舘　省吾(1) 東北福祉大
ｱｲｻﾞﾜ　ﾕｳｷ

7 348 相澤　諭希(2) 仙台大学
ｲｹﾀﾞ　ｷﾅﾘ

8 349 池田　生成(2) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｴｲ

9 416 渡部　世瑛(1) 仙台大学
ｲﾀｶﾞｷ　ｶﾅﾀ

10 315 板垣　哉太(3) 仙台大学
ｼﾊﾞﾀ ﾋｼﾞﾘ

11 624 柴田　聖(1) 岩手大学
ｱﾍﾞｼｮｳﾍｲ

12 3205 阿部　将平(0) 宮城陸協
ｵｵﾄﾓ ﾘｭｳｾｲ

13 4332 大友 龍成(0) MSC
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｽｸ

14 393 小林　匡(2) 仙台大学
ﾁﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ

15 4329 千葉 遼平(0) MSC
ﾆｲﾂﾏ　ﾀｸﾐ

16 431 新妻　拓巳(3) 仙台大学
ｺﾝﾉ ﾉﾌﾞﾄ

17 4331 金野 延人(0) MSC
ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ

18 3182 佐藤　寛大(0) 宮城陸協



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

6月16日 11:30 

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

1 1

ﾊﾔｻｶ ｱﾔ ｷｸﾁ ｱｲﾅ

2 985 早坂　彩(1) 東北高校 2 4115 菊地　藍菜(1) 玉川中
ｲﾀﾉ　ｱﾔｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｱ

3 1126 板野　彩花(2) 仙台大学 3 4103 山口　友愛(2) 玉川中
ﾀﾝﾉ ﾘｻ ｵｵﾄﾓ ﾚｲﾅ

4 1130 丹野　璃紗(2) 仙台大学 4 984 大友　玲奈(1) 東北高校
ｲﾜｷ ﾐｸ ｶﾝﾉ ﾓﾓｶ

5 1173 岩城 未紅(4) 仙台高専広瀬 5 4090 菅野　桃花(3) 玉川中
ｺﾝﾉ ｳﾐ ﾆｲﾇﾏ ﾊﾅ

6 971 今野　紗碧(3) 東北高校 6 4119 新沼　花菜(1) 玉川中
ﾌｾﾉ ﾕﾐ ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ

7 423 布施野　由実(2) 松陵中 7 428 中村　桜(1) 松陵中
ｵｾﾞｷ ﾕｶ ｱｻﾉ ﾕｳﾘ

8 1125 小関　由佳(2) 仙台大学 8 4104 浅野　友里(2) 玉川中

記録 記録



 女子200m
審 判 長：

記録主任：

6月17日 13:00 

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

ﾋﾉ ｻﾅ

2 1111 日野　沙南(3) 仙台大学 2

ﾖﾈｸﾗ ﾖｼｴ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ

3 1011 米倉　令惠(2) 岩手大学 3 1122 後藤　瑞貴(2) 仙台大学
ｲﾅﾊﾞ ｷﾗﾗ ﾊﾝｻﾞ ﾜﾅﾅﾐ

4 1138 稲葉　きらら(4) 東北福祉大 4 425 半沢　菜々美(3) 松陵中
ﾀﾝﾉ ﾘｻ ﾊﾝｻﾞ ﾜﾙﾅ

5 1130 丹野　璃紗(2) 仙台大学 5 430 半沢　瑠菜(1) 松陵中

記録 記録



 女子400m
審 判 長：

記録主任：

6月16日 12:50 

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

ｵﾉ ｱﾔｶ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ

2 1098 小野　亜也加(4) 仙台大学 2 1122 後藤　瑞貴(2) 仙台大学
ｵﾊﾞﾀ ｱｻﾐ ﾎｼ ﾊﾂﾞｷ

3 1099 小畑　亜沙美(4) 仙台大学 3 1008 星　葉月(3) 岩手大学
ｲﾅﾊﾞ ｷﾗﾗ ﾌｾﾉ ﾕﾐ

4 1138 稲葉　きらら(4) 東北福祉大 4 423 布施野　由実(2) 松陵中
ｵｶﾀﾞ ﾐｵ ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲﾘ

5 7628 岡田　海緒(3) 日本女子体育大学 5 1221 宇都宮　あいり(1) 仙台大学

記録 記録



 女子800m
審 判 長：

記録主任：

6月17日 12:05 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏｵ

2 1199 山形　真央(1) 宮城教育大学

ｲｼｶﾞｷ ﾐﾜ

3 1127 石垣　美和(2) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾅｺﾞﾐ

4 215 佐藤　和(3) 北上市立南中

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録



 女子1500m
審 判 長：

記録主任：

6月16日 12:05 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ

1 1224 佐藤　美月(1) 仙台大学
ﾀﾀﾞ ｼｵﾘ

2 980 多田　汐里(2) 東北高校
ｺﾆｼ ｱﾔﾈ

3 4116 小西　彩音(1) 玉川中
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ

4 989 山崎　彩菜(1) 東北高校
ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾗﾝ

5 979 泉田　蘭(2) 東北高校
ｲｼｶﾞｷ ﾐﾜ

6 1127 石垣　美和(2) 仙台大学
ｲﾄｳ ｻﾂｷ

7 4436 伊藤　彩月(0) 北村山地区陸協

ｲｼｶﾜ ﾐｼﾞｭ

8 1183 石川　美珠(1) 東北学院大
ﾌｼﾞｵｶ ｱｵｲ

9 1124 藤岡　葵(2) 仙台大学

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録



 女子3000m
審 判 長：

記録主任：

6月17日 10:35 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｸﾛﾀﾞ ﾅﾅ

1 1160 黒田　奈那(2) 東北学院大
ｻﾄｳ ﾅｺﾞﾐ

2 215 佐藤　和(3) 北上市立南中

ﾊﾔｼ ｵﾄｶ

3 988 林　瞳花(1) 東北高校
ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾗﾝ

4 979 泉田　蘭(2) 東北高校
ﾌｼﾞｵｶ ｱｵｲ

5 1124 藤岡　葵(2) 仙台大学
ｲﾄｳ ｻﾂｷ

6 4436 伊藤　彩月(0) 北村山地区陸協

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録



 女子100mH
審 判 長：

記録主任：

6月16日 10:25 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

2

ｱﾍﾞ ﾏｲ

3 4117 阿部　茉衣(1) 玉川中
ﾄｸﾀ ｼｵﾘ

4 1131 德田　志緒(2) 仙台大学
ｱﾍﾞ ﾘｵ

5 4118 阿部　莉緒(1) 玉川中
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｱ

6 4103 山口　友愛(2) 玉川中

記録



 女子100mJH(8.0m/0.762m)
審 判 長：

記録主任：

6月16日 10:20 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾊﾝｻﾞ ﾜﾅﾅﾐ

4 425 半沢　菜々美(3) 松陵中
ﾊﾝｻﾞ ﾜﾙﾅ

5 430 半沢　瑠菜(1) 松陵中

記録



 女子400mH
審 判 長：

記録主任：

6月17日 12:20 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾖﾈｸﾗ ﾖｼｴ

3 1011 米倉　令惠(2) 岩手大学
ｲﾅﾊﾞ ｷﾗﾗ

4 1138 稲葉　きらら(4) 東北福祉大

記録



 女子走高跳
審 判 長：

記録主任：

6月17日 10:30 

　

ｻﾄｳ ｱﾔｶ

1 4328 佐藤　綾香(0) 宮城教員クラブ
ｲｼｲ ｻﾔｶ

2 1128 石井　紗耶花(2) 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：

6月16日 13:00 

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

ｲﾜｷ ﾐｸ

1 1173 岩城 未紅(4) 仙台高専広瀬
ｲﾀﾉ　ｱﾔｶ

2 1126 板野　彩花(2) 仙台大学
ｶﾄｳ ﾚｲﾅ

3 429 加藤　玲奈(1) 松陵中
ｼｵｻﾞﾜ ﾅﾂｷ

4 4098 塩澤　夏咲(3) 玉川中
ﾄｶﾞｼ ﾘｵ

5 4083 冨樫　莉央(3) 玉川中



 女子三段跳
審 判 長：

記録主任：

6月17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

ｺﾞﾄｳ　ﾋﾛｵ

1 1222 後藤　ひろお(1) 仙台大学



一般･高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月17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

ﾐｳﾗ　ﾕｳ

1 1115 三浦　優(2) 仙台大学



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：

記録主任：

6月17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

ｶﾝﾉ ｳﾗﾗ

1 422 菅野　うらら(2) 松陵中



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月16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

ｺﾝﾄﾞｳ　ｱｷ

1 1114 近藤　安希(2) 仙台大学
ｲﾄｶﾞ　ﾋﾒｶ

2 1116 糸賀　媛香(2) 仙台大学
ﾋｸﾞﾁ　ﾉｿﾞﾐ

3 1113 樋口　望美(2) 仙台大学
ﾄﾂｶ　ﾕｳ

4 1117 戸塚　優(2) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ　ｻﾔｶ

5 1105 高橋　沙也加(4) 仙台大学



 女子やり投(600g)
審 判 長：

記録主任：

6月17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

ﾅﾄﾘ　ｼｵﾘ

1 1133 名取　詩織(1) 仙台大学


