
 男子100m
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

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

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻﾄｷ ｵｵﾀ ﾄｼｷ

2 470 柳澤　聡希(3) 国際武道大学 2 369 太田　俊希(2) 仙台大学
ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾏ

3 928 佐藤　伸太郎(3) 仙台育英 3 5187 渋谷　涼馬(0) 酒田市陸協
ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ ｸﾞﾝｼﾞ ｱﾂｷ

4 163 藤井　佳祐(M1) 東北大学 4 402 郡司　敦生(1) 仙台大学
ｱｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ﾆｲﾔﾏ ﾋﾛﾄ

5 226 芦田　周平(2) 東北大学 5 340 新山　大翔(1) 仙台東高
ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾁ

6 524 田中　慎太郎(M1) 山形大学 6 196 白鳥　海知(4) 東北大学
ｻｻｷ ｼｭｳﾔ ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾍｲ

7 4356 佐々木　秀弥(0) レオクラブ 7 640 安部　竜平(1) 仙台大学
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

8 311 松本　宏二郎(M1) 仙台大学 8 491 鈴木　佑斗(2) 東北学院大

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

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

2 408 髙橋　諒(1) 仙台大学 2 4469 前田　峻佑(3) 高崎経済大学

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾋﾗﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ

3 1295 佐藤　遼太(2) 柴田高校 3 965 平山　元太(3) 仙台育英
ｲｾｷ ｲﾌﾞｷ ｶﾉ ｹﾝﾉｽｹ

4 314 井関　生基(3) 仙台大学 4 312 鹿野　剣之介(M1) 仙台大学
ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ ｶﾝﾉ ﾂｸﾞﾙ

5 633 清水嶋　優平(3) 利府高校 5 536 菅野　嗣(1) 東北学院大
ｻﾄｳ ｶｲﾘ ﾀｶﾀﾞﾏ ﾚﾝﾄ

6 326 佐藤　開陸(3) 仙台大学 6 652 高玉　蓮人(1) 仙台大学
ｵｲｶﾜ ﾀﾞｲｷ ｻｻﾔﾏ ｲｯｾｲ

7 4472 及川　大樹(3) 高崎経済大学 7 158 笹山　一星(2) 宮城一高
ﾅｶﾉｺｳｼﾛｳ ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

8 1515 中野紘史郎(3) 東京学芸大 8 4299 阿部　誠(0) TGRacing

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

ﾔﾝﾍﾞ ﾕｳﾄ ｱｻﾉ ﾗﾝ

2 927 山家　優斗(3) 仙台育英 2 973 浅野　嵐(1) 仙台育英
キクチ　ユウ ｻｻｷ ﾏｻﾔ

3 1154 菊池　祐(6) 弘前大学 3 1111 佐々木　将哉(3) 東北学院榴ヶ岡

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ

4 1296 鈴木　拓真(2) 柴田高校 4 1271 大垣　京也(3) 柴田高校
ｻﾄｳ ﾄｼｷ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 316 佐藤　敏己(3) 仙台大学 5 649 佐藤　亮太朗(1) 仙台大学
ｱﾗ ﾕｳ ﾀｶｽ ｼｭｳ

6 940 荒　優(3) 仙台育英 6 240 高須　秋(2) 東北大学
ﾀﾅｶ ｱﾚﾝ ｱﾝｻｲ ｼｮｳｺﾞ

7 558 田中 亜怜(3) 泉館山高 7 4330 安齋 彰悟(0) MSC
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ ﾜｺｳ ﾕｳﾄ

8 1281 遠藤　碧(2) 柴田高校 8 644 若生　悠人(2) 利府高校

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

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

ｻｻｷ ｹｲﾀﾂ ﾊｷﾞｻﾜ　ﾑｻｼ

2 426 佐々木　啓達(2) 仙台工業高 2 318 葉木沢　武蔵(3) 仙台大学
ﾓﾘ ﾕｳｷ ﾔﾏｷ ﾊﾔﾄ

3 1297 森　勇樹(2) 柴田高校 3 713 八巻　隼人(2) 東北大医学
ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾕｷ ﾜﾀﾉﾍﾞ  ﾋｭｳｶﾞ

4 195 高橋　昇之(4) 東北大学 4 915 渡部　日向(2) 仙台育英
ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ ﾖｺﾔﾏ ﾅｵ

5 1272 小山　哲哉(3) 柴田高校 5 284 横山　南生(4) 仙台大学
ﾊﾅﾜﾕｳﾄ ｳｴﾑﾗ ﾚﾝ

6 658 塙　悠人(1) 仙台大学 6 964 上村　廉(3) 仙台育英
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ ﾀｶｻﾜ ｶｽﾞｷ

7 428 小野寺　昭太(4) 東北福祉大 7 407 高沢　一希(1) 仙台大学
ﾊﾔｼｻﾞｷ ｹﾝ ﾄﾖﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

8 1276 林崎　憲(3) 柴田高校 8 916 豊田　凜太郎(2) 仙台育英

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

ｶｼﾞ ﾀｸﾔ ｲｶﾞﾘ ﾚﾝ

2 229 加地　拓弥(2) 東北大学 2 1285 猪狩　廉(2) 柴田高校
ｼｼﾄﾞ　ﾋﾛﾑ ｻｻｷ ﾕｳｽｹ

3 328 宍戸　大夢(3) 仙台大学 3 184 佐々木　佑輔(2) 仙台二華高
ｸﾛﾌﾞﾁ　ｺｳﾀ ｻｻｷ ｹｲﾄ

4 320 黒渕　晃太(3) 仙台大学 4 329 佐々木　啓仁(2) 仙台東高
ｻﾄｳ ｼｮｳ ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ

5 914 佐藤　丞(2) 仙台育英 5 331 高橋　佑貴(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾐﾂｷ ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ

6 1231 佐藤　聖月(2) 角田高校　 6 409 佐藤　匠真(1) 仙台高校
ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ ﾂﾁﾀﾞ ﾀｹﾖﾘ

7 638 樋口　怜(2) 利府高校 7 1039 槌田　武偉(2) 東北高校
ｵﾉ ｼﾌﾞｷ ﾏｽｲ ﾀﾞｲｺﾞ

8 378 小野　梓吹(2) 仙台大学 8 306 増井　大悟(4) 仙台大学

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

ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ ｺｽｺﾞｳ ﾀﾞｲｷ

2 858 高橋　洸成(1) 東北学院高 2 1317 越河　大貴(2) 名取北高
ｻｻｷ ﾘﾝ ｵｵｻﾜ ｴｲｽｹ

3 1331 佐々木　凜(2) 名取高校 3 849 大沢　映介(1) 東北学院高
ｸｻｶ ﾏｻﾔ ｻｻｷ ｷｮｳｺﾞ

4 333 日下　正也(2) 仙台東高 4 71 佐々木　暁吾(2) 仙台二高
ﾎｼ ｹｲｽｹ ヤギ ジョウタ

5 691 星　佳介(2) 多賀城高 5 26 八木　丈太(2) 日大工学部
ｵｸｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳﾀ

6 83 奥崎　翔悟(1) 仙台二高 6 656 小笠原　航太(2) 利府高校
ｶﾂﾔﾏ ﾀｸﾄ ﾆﾉｶﾐ ﾘｮｳ

7 252 嘉津山　拓登(2) 東北大学 7 618 ニノ神　遼(1) 東北大学
ｸｽﾉｷ ｹｲｽｹ ｵﾉ ﾕｲﾄ

8 160 楠木　啓介(M1) 東北大学 8 1290 小野　惟斗(2) 柴田高校

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

13組 (風:     ) 14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

ﾐｷ ｶｲﾄ ｱﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ

2 1038 三木　海斗(2) 東北高校 2 240 阿部　剛大(2) 仙台向山高
ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ

3 57 佐藤　史弥(4) 宮教大 3 578 三浦　侑真(1) 東北学院大
ﾆｲﾔﾏ ｻﾄﾙ ｸｻｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

4 645 新山　賢(2) 利府高校 4 696 日下　惇平(1) 多賀城高
ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ ﾔｷﾞﾇﾏ ﾋｶﾙ

5 220 平井　景梧(3) 東北大学 5 325 柳沼　輝(3) 仙台大学
ﾏｴｶﾜ ｼｮｳﾄ ﾖﾈﾔ ﾚﾝﾀﾛｳ

6 653 前川　政人(0) 北上市体育協会 6 462 米谷　連太郎(4) 東北学院大
ﾏｽｵ ﾕｳﾏ ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｲﾁ

7 704 増尾　有馬(1) 多賀城高 7 712 片桐　大智(1) 東北大学
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｻｼｹﾞ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ

8 845 守永　真茂(2) 東北学院高 8 619 鈴木　碩通(1) 東北大学

15組 (風:     ) 16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

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾉ ﾀﾀﾞｽｹ

2 226 藤井　大輔(2) 仙台向山高 2 185 真野　伊右(1) 仙台二華高
ｵｵﾂｷ ｶｽﾞﾏ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ

3 1269 大槻　一馬(1) 角田高校　 3 350 鈴木　　諒(1) 仙台東高
ﾋﾗﾉ ﾏｻﾙ ｷﾀ ﾀｹﾙ

4 76 平野　俊(2) 仙台二高 4 952 喜多　長留(2) 仙台育英
ﾀﾑﾗ ﾘｸ ｻｻｷ ｹｲﾄ

5 446 田村　陸(1) 仙台工業高 5 341 佐々木　啓徳(1) 仙台東高
ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ ﾓﾘ ｱﾗｾ

6 1435 齋藤　遥翔(1) 角田高校　 6 662 森　新世(1) 仙台大学
ｱﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ ｸｽﾞﾉ ﾜﾋﾄ

7 852 天田　涼介(1) 東北学院高 7 1292 葛野　和人(2) 柴田高校
ﾀｹﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ ｵﾓﾄ ﾊｸ

8 1099 武山　駿介(2) 東北学院榴ヶ岡 8 1324 尾本　拍(1) 柴田高校

17組 (風:     ) 18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

ﾂｼﾞ ﾀﾂﾔ ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ

2 411 辻　達也(2) 仙台高校 2 1130 福田　暁土(1) 東北学院榴ヶ岡

ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ ﾎｿｶﾜ ｿｳﾒｲ

3 402 畑山　拓也(2) 仙台高校 3 221 細川　聡明(1) 仙台向山高
ｽｶﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ ｺﾄｳ ﾕｳｷ

4 468 菅澤　優聖(2) 仙台商業高 4 69 古藤　裕樹(2) 仙台二高
ﾓﾄﾐﾔ　ﾀｶﾄ ﾜｶﾏﾂ ﾏﾅﾔ

5 1151 本宮　昂斗(1) 東北生活文化大学高 5 469 若松　真那弥(2) 仙台商業高
ﾔﾏｷ ﾏｻﾋﾛ ｱﾝｻﾞｲﾕｳｲﾁﾛｳ

6 1268 八巻　征広(1) 角田高校　 6 408 安齋　由一郎(2) 松陵中
ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

7 841 菅原　瑠人(2) 東北学院高 7 241 小林　尚樹(2) 仙台向山高
ﾐｳﾗ ﾘｮｳ ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾔ

8 78 三浦　凌(2) 仙台二高 8 88 黒沢　雅也(1) 仙台二高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

19組 (風:     ) 20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

ｱﾂﾐ ﾊﾔﾄ ｸﾏｶﾞｲ ｾﾅ

2 693 熱海　駿斗(2) 多賀城高 2 1208 熊谷　勢永(2) 白石高校
ｻﾜﾑﾗ ﾊﾙﾄ ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ

3 1238 澤村　遥士(2) 角田高校　 3 606 小川　遼太朗(1) 東北大学
ﾁﾊﾗﾀﾞ ｻｲﾓﾝ ｳﾒﾂ ｷﾗ

4 859 茅原田　才門(1) 東北学院高 4 3081 梅津　祁良(1) 七ヶ宿中
ｻﾄｳ ﾄﾓｷ ｻﾄｳ ｺｳｷ

5 1219 佐藤　朋樹(1) 白石高校 5 1233 佐藤　攻紀(2) 角田高校　
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ ｺﾝﾉ ﾕｳﾏ

6 1287 小林　舜(2) 柴田高校 6 1041 今野　優磨(1) 東北高校
ｺﾏﾂ ﾘｭｳｼﾞ ｷｸﾁ ﾕｲﾄ

7 694 小松　竜士(1) 多賀城高 7 639 菊地　結人(2) 利府高校
ｻｲｼﾞｮｳ　ｿｳﾀ ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ

8 1148 西城　颯太(2) 東北生活文化大学高 8 1270 窪田　悠介(1) 角田高校　

21組 (風:     ) 22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 ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ

2 4779 佐藤　淳一(0) 宮城マスターズ 2 1122 山田　海斗(1) 東北学院榴ヶ岡

ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾂｷ ｼｼﾄﾞ ﾕｳｷ

3 82 石塚　充希(1) 仙台二高 3 89 宍戸　祐希(1) 仙台二高
ﾏｽｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ｸｻｶ ｼｭｳﾔ

4 856 益口　大樹(1) 東北学院高 4 2540 日下　秀也(1) 館中　
ｶﾄｳ ﾏﾅﾄ ﾜｹﾀ ﾀｶﾋﾛ

5 407 加藤　愛斗(1) 仙台高校 5 1124 分田　陵宏(1) 東北学院榴ヶ岡

ﾓﾛﾀ ｶｽﾞｷ ｵｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ

6 839 諸田　一輝(2) 東北学院高 6 4773 小島　拓(0) 宮城マスターズ

ﾅﾝﾌﾞ ｱｷﾗ ﾃﾝﾏ ｶｲｾｲ

7 1240 南部　瑛(1) 角田高校　 7 447 天間　魁星(1) 仙台工業高
ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｭﾝﾔ ﾌﾅﾔﾏ ﾋｶﾙ

8 857 岩渕　駿也(1) 東北学院高 8 658 舟山　輝(1) 利府高校

23組 (風:     ) 24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

ｵｸﾔﾏ ｺｳｷ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶﾞ

2 405 奥山　洸希(1) 仙台高校 2 157 川上　悠雅(2) 宮城一高
ﾔﾏﾅｶ ﾖｼ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

3 1237 山中　与志(2) 角田高校　 3 2532 佐藤　有真(2) 館中　
ｱｶﾞﾂﾏ ｺｳｽｹ ﾃｼﾛｷﾞ ﾄﾓﾋﾄ

4 163 我妻　紘介(1) 宮城一高 4 646 手代木　智仁(2) 利府高校
ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ ｽｶﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ

5 62 石井　大智(2) 仙台二高 5 1114 菅澤　旬祐(1) 東北学院榴ヶ岡

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ ｵﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾏ

6 1239 遠藤　広大(1) 角田高校　 6 854 女川　勇真(1) 東北学院高
ｵｶﾞﾜ ｱﾄﾞ ｺﾊﾞﾘ ｾｲｺﾞ

7 284 小川　亜土(2) 東華中 7 483 小張　聖悟(1) 仙台商業高
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｲｷ ﾀﾑﾗ ｲｯﾍﾟｲ

8 1125 海老原　大希(1) 東北学院榴ヶ岡 8 3586 田村　一平(0) 水ランRedBlus

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

25組 (風:     ) 26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

ｴﾓﾘ ﾘｮｳ ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ

2 65 榎森　遼(2) 仙台二高 2 90 須藤　主馬(1) 仙台二高
ｲｻﾞﾜ ﾊﾙ ｺﾐﾔﾏ ﾐｻｷ

3 2537 伊澤　晴琉(2) 館中　 3 1217 小宮山　岬希(1) 白石高校
ﾁﾝ ﾘｭｳﾒｲ ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

4 80 陳　立明(1) 仙台二高 4 6207 太田　淳一(0) 神町自衛隊
ｵﾀﾞ ﾐｷﾔ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

5 84 織田　実希也(1) 仙台二高 5 632 佐藤　匠(3) 利府高校
ﾊｾｸﾗ ｹﾝｼﾝ

6 6 1220 支倉　絢心(1) 白石高校
サトウ セイキ ｲﾌﾞｶ ﾄｳｲ

7 0 佐藤 誠喜(0) インヴェンティヴ 7 1116 伊深　桐唯(1) 東北学院榴ヶ岡

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｾｲ

8 8 296 宮本　悠生(1) 東華中

27組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

2

ｻﾄｳ ｼｮｳｴｲ

3 294 佐藤　昇栄(1) 東華中
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲｷ

4 118 藤原　海希(2) 日大工学部
ｻｻｷ ｹｲｽｹ

5 1414 佐々木　啓介(1) 仙台高専名取

ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ

6 291 泉　健太(1) 東華中
ｽｽﾞｷ　ﾘｭｳﾉｽｹ

7 1152 鈴木　隆之介(1) 東北生活文化大学高

ｶﾉ ｼｭﾝｽｹ

8 1319 狩野　隼介(1) 名取北高

記録 記録

記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

8月19日

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

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾏ

1 371 遠藤　大河(2) 仙台大学 1 5187 渋谷　涼馬(0) 酒田市陸協
ｸﾞﾝｼﾞ ｱﾂｷ ｲｶﾞﾘ ﾚﾝ

2 402 郡司　敦生(1) 仙台大学 2 1285 猪狩　廉(2) 柴田高校
ｲﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞｳﾗ ﾊﾙｷ

3 310 伊東　慶一郎(M1) 仙台大学 3 410 永浦　晴輝(1) 仙台大学
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ ｵｲｶﾜ ﾀﾞｲｷ

4 311 松本　宏二郎(M1) 仙台大学 4 4472 及川　大樹(3) 高崎経済大学

ﾐﾄ ﾋﾛｱｷ ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄ

5 370 水戸　大了(2) 仙台大学 5 313 髙橋　賢人(M1) 仙台大学
ﾅｶﾉｺｳｼﾛｳ ﾆｲﾔﾏ ﾋﾛﾄ

6 1515 中野紘史郎(3) 東京学芸大 6 340 新山　大翔(1) 仙台東高

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

ｱｿ ﾋｲﾛ ﾀﾞｻｲ ﾀﾂﾄ

1 387 阿蘇　秀朗(2) 仙台大学 1 1107 太細　龍人(3) 東北学院榴ヶ岡

ﾌｶﾎﾘ ﾘｮｳﾀ ｻｻｷ ﾏｻﾔ

2 334 深堀　凌太(3) 仙台大学 2 1111 佐々木　将哉(3) 東北学院榴ヶ岡

ｻｻﾔﾏ ｲｯｾｲ ﾔﾅﾊﾞ ｼﾞｮｳ

3 158 笹山　一星(2) 宮城一高 3 372 簗場　丈(2) 仙台大学
ﾀｶﾀﾞﾏ ﾚﾝﾄ ﾀｶｷﾞ ｶﾞｲｱ

4 652 高玉　蓮人(1) 仙台大学 4 319 髙木　凱亜(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｻﾄｳ ﾘｸ

5 1295 佐藤　遼太(2) 柴田高校 5 499 佐藤　陸(2) 東北学院大
ﾀﾅｶ ｱﾚﾝ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

6 558 田中 亜怜(3) 泉館山高 6 1296 鈴木　拓真(2) 柴田高校

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

ｴﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ ﾊﾅﾜﾕｳﾄ

1 1281 遠藤　碧(2) 柴田高校 1 658 塙　悠人(1) 仙台大学
ﾁｬｸﾗﾎﾞﾙﾃｨ ﾘｷ ﾌﾙｶﾜ ｹｲﾀ

2 76 チャクラボルティ　リキ(2) 仙台二高 2 976 古川　慧泰(1) 仙台育英
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ｻｻｷ ﾕｳｽｹ

3 610 佐藤　匠(1) 東北大学 3 184 佐々木　佑輔(2) 仙台二華高
ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ

4 377 髙橋　郁人(2) 仙台大学 4 409 佐藤　匠真(1) 仙台高校
ｽｽﾞｷ ﾋｲﾛ ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾀ

5 651 鈴木　飛郎(1) 仙台大学 5 72 設楽　啓太(2) 仙台二高
ｲｾｷ ｲﾌﾞｷ ﾀｶｻﾜ ｶｽﾞｷ

6 314 井関　生基(3) 仙台大学 6 407 高沢　一希(1) 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：

8月19日

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

ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ ｸｻｶ ﾏｻﾔ

1 638 樋口　怜(2) 利府高校 1 333 日下　正也(2) 仙台東高
ﾜｺｳ ﾕｳﾄ ﾋﾗﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ

2 644 若生　悠人(2) 利府高校 2 965 平山　元太(3) 仙台育英
ﾆｲﾔﾏ ｻﾄﾙ ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

3 645 新山　賢(2) 利府高校 3 64 江口　裕貴(2) 仙台二高
ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ

4 1299 吉田　碧生(1) 柴田高校 4 1037 高橋　朋希(2) 東北高校
ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ

5 5172 齊藤　太朗(0) 酒田市陸協 5 642 遠藤　颯太(1) 仙台大学
ｻｻｷ ｹｲﾀﾂ ﾄﾖﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 426 佐々木　啓達(2) 仙台工業高 6 916 豊田　凜太郎(2) 仙台育英

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

ﾋﾗﾏ ﾚﾝ ﾓﾘ ｱﾗｾ

1 1301 平間　蓮(1) 柴田高校 1 662 森　新世(1) 仙台大学
ｵﾉ ｼﾌﾞｷ ﾓﾘ ﾕｳｷ

2 378 小野　梓吹(2) 仙台大学 2 1297 森　勇樹(2) 柴田高校
ﾏｽｲ ﾀﾞｲｺﾞ ｻﾄｳ ﾐﾂｷ

3 306 増井　大悟(4) 仙台大学 3 1231 佐藤　聖月(2) 角田高校　
ｲﾄｲ ﾚｵ ｷｸﾁ ｼｮｳﾔ

4 1273 糸井　澪央(3) 柴田高校 4 1302 菊池　翔哉(1) 柴田高校
ｼﾝｶﾜ ﾀｸﾐ ｺﾝﾉ ﾘｸ

5 330 新川　匠海(2) 仙台東高 5 293 今野　陸(4) 仙台大学
ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲｾｲ ﾏｽｵ ﾕｳﾏ

6 1313 長谷川　凱生(2) 名取北高 6 704 増尾　有馬(1) 多賀城高

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

ｲﾄｳ ﾕｳｶﾞ ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾁ

1 1304 伊藤　優雅(1) 柴田高校 1 196 白鳥　海知(4) 東北大学
ﾂﾁﾀﾞ ﾀｹﾖﾘ ｶﾂﾔﾏ ﾀｸﾄ

2 1039 槌田　武偉(2) 東北高校 2 252 嘉津山　拓登(2) 東北大学
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

3 616 佐藤　一磨(2) 宮城広瀬高校 3 2049 佐藤　雄真(1) 東北大学
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳﾀ ｶﾄｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

4 656 小笠原　航太(2) 利府高校 4 288 加藤　周一朗(4) 仙台大学
ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾙ ﾔｼﾛ ｹｲﾄ

5 721 吉田　健(1) 塩釜高校 5 1115 矢代　景士(1) 東北学院榴ヶ岡

ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾅﾀ ﾐｷ ｶｲﾄ

6 1036 西城　哉汰(2) 東北高校 6 1038 三木　海斗(2) 東北高校

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

8月19日

13組 (風:     ) 14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 ｹｲﾄ ﾔﾏｷ ﾏｻﾋﾛ

1 341 佐々木　啓徳(1) 仙台東高 1 1268 八巻　征広(1) 角田高校　
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ ｸｻｶ ﾂﾊﾞｻ

2 3198 鈴木　貴幸(0) 宮城陸協 2 1215 日下　翼(1) 白石高校
ﾅｽ ﾘｮｳ ﾋﾗﾉ ﾏｻﾙ

3 75 那須　崚(2) 仙台二高 3 76 平野　俊(2) 仙台二高
ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ ｱｻﾐ ｺｳｷ

4 1435 齋藤　遥翔(1) 角田高校　 4 1303 淺見　功輝(1) 柴田高校
ｻｻｷ ｹｲﾄ ﾎｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ

5 329 佐々木　啓仁(2) 仙台東高 5 1409 星塚　聖斗(2) 仙台高専名取

ｺﾊﾞﾘ ｾｲｺﾞ ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

6 483 小張　聖悟(1) 仙台商業高 6 1323 斉藤　和哉(1) 柴田高校

15組 (風:     ) 16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

ﾜｶﾏﾂ ﾏﾅﾔ

1 469 若松　真那弥(2) 仙台商業高 1

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

2 695 中川　祐希(1) 多賀城高 2 482 佐藤　匠(1) 仙台商業高
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ ﾀﾑﾗ ﾘｸ

3 350 鈴木　　諒(1) 仙台東高 3 446 田村　陸(1) 仙台工業高
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛ ﾌﾙﾅｲ ｺｳﾒｲ

4 68 木下　紘呂(2) 仙台二高 4 1123 古内　孔明(1) 東北学院榴ヶ岡

ﾅﾝﾌﾞ ｱｷﾗ ﾂｼﾞ ﾀﾂﾔ

5 1240 南部　瑛(1) 角田高校　 5 411 辻　達也(2) 仙台高校
ｺｽｺﾞｳ ﾀﾞｲｷ ｱｻｲ ｼｭﾝｽｹ

6 1317 越河　大貴(2) 名取北高 6 603 淺井　俊介(1) 宮城広瀬高校

17組 (風:     ) 18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

ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ

2 1130 福田　暁土(1) 東北学院榴ヶ岡 2 1122 山田　海斗(1) 東北学院榴ヶ岡

ｻﾄｳ ﾄﾓｷ ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁ

3 1219 佐藤　朋樹(1) 白石高校 3 1213 今井　裕一(1) 白石高校
ﾌﾅﾔﾏ ﾋｶﾙ ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾑ

4 658 舟山　輝(1) 利府高校 4 711 千葉　大夢(2) 塩釜高校
ｵｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

5 4773 小島　拓(0) 宮城マスターズ 5 1218 佐藤　匠(1) 白石高校
ﾅｶﾏ ｼｹﾞｵ ﾓﾘ ｸｳﾄ

6 3597 中間　茂雄(0) 水ランRedBlus 6 358 森　空斗(3) 五橋中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

8月19日

19組 (風:     ) 20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

ｺﾐﾔﾏ ﾐｻｷ ｽｶﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ

2 1217 小宮山　岬希(1) 白石高校 2 1114 菅澤　旬祐(1) 東北学院榴ヶ岡

ｻﾄｳ  ｹｲ ｻｻｷ ｹｲｽｹ

3 1332 佐藤　圭(2) 名取高校 3 1414 佐々木　啓介(1) 仙台高専名取

ｶﾉ ｼｭﾝｽｹ サトウ　タイヨウ

4 1319 狩野　隼介(1) 名取北高 4 1203 佐藤　太陽(2) 東海大山形
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾐ ｲﾌﾞｶ ﾄｳｲ

5 717 村上　匠(1) 塩釜高校 5 1116 伊深　桐唯(1) 東北学院榴ヶ岡

ｸﾄﾞｳｶﾎｺ ﾀｶﾊｼ　ｼｮｳﾏ

6 8526 工藤　梨帆子(3) 矢本一中 6 1147 高橋　翔馬(2) 東北生活文化大学高

記録 記録



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

8月18日

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

ｲｼｲ ﾋﾛﾔ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ

1 4471 石井　浩哉(3) 高崎経済大学 1 1037 高橋　朋希(2) 東北高校
ｲﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ ｲﾄｲ ﾚｵ

2 310 伊東　慶一郎(M1) 仙台大学 2 1273 糸井　澪央(3) 柴田高校
ｶｼﾞ ﾀｸﾔ ｱｵｷ ｼｮｳﾏ

3 229 加地　拓弥(2) 東北大学 3 692 青木　章馬(1) 山形大学
ﾐﾄ ﾋﾛｱｷ ｷｸﾁ ｼｮｳﾔ

4 370 水戸　大了(2) 仙台大学 4 1302 菊池　翔哉(1) 柴田高校
ﾅｶﾞｳﾗ ﾊﾙｷ ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ

5 410 永浦　晴輝(1) 仙台大学 5 57 佐藤　史弥(4) 宮教大
ｶﾝﾉ ﾂｸﾞﾙ ｼﾝｶﾜ ﾀｸﾐ

6 536 菅野　嗣(1) 東北学院大 6 330 新川　匠海(2) 仙台東高

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

ｱｿ ﾋｲﾛ ｻﾄｳ ﾄｼｷ

1 387 阿蘇　秀朗(2) 仙台大学 1 316 佐藤　敏己(3) 仙台大学
ﾂﾉﾀﾞ ｱｷﾗ ﾀﾑﾗ ｲｯﾍﾟｲ

2 204 角田　陽(3) 東北大学 2 3586 田村　一平(0) 水ランRedBlus

ｻﾄｳ　ﾕｳﾄ ｱｻﾉ ﾗﾝ

3 327 佐藤　優斗(3) 仙台大学 3 973 浅野　嵐(1) 仙台育英
ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾅﾀ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｼｷ

4 1036 西城　哉汰(2) 東北高校 4 1120 小野寺　隼輝(1) 東北学院榴ヶ岡

ﾀｶｷﾞ ｶﾞｲｱ ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｽｹ

5 319 髙木　凱亜(3) 仙台大学 5 1286 五十嵐　大典(2) 柴田高校
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳﾀ

6 858 高橋　洸成(1) 東北学院高 6 656 小笠原　航太(2) 利府高校

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

ﾎｼ ｹｲｽｹ ｸｻｶ ﾂﾊﾞｻ

1 691 星　佳介(2) 多賀城高 1 1215 日下　翼(1) 白石高校
ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ ﾏﾂｼﾀ ﾀｹｼ

2 633 清水嶋　優平(3) 利府高校 2 186 松下　武史(1) 仙台二華高
ﾔｼﾛ ｹｲﾄ ｻｻｷ ﾋﾛﾑ

3 1115 矢代　景士(1) 東北学院榴ヶ岡 3 188 佐々木　博務(1) 仙台二華高
ｻﾄｳ ﾘｸ ｻｻｷ ｷｮｳｺﾞ

4 499 佐藤　陸(2) 東北学院大 4 71 佐々木　暁吾(2) 仙台二高
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｻｼｹﾞ ﾅｽ ﾘｮｳ

5 845 守永　真茂(2) 東北学院高 5 75 那須　崚(2) 仙台二高
ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾏ ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ

6 634 阿部　龍真(3) 利府高校 6 616 佐藤　一磨(2) 宮城広瀬高校

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

8月18日

7組 8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

ｵｵﾉ ﾕｳｽｹ ｻﾄｳ ｼｮｳ

1 1098 大野　勇介(2) 東北学院榴ヶ岡 1 914 佐藤　丞(2) 仙台育英
ｱﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ

2 240 阿部　剛大(2) 仙台向山高 2 402 畑山　拓也(2) 仙台高校
ｲﾜﾑﾗ ﾌｳﾏ ｵﾓﾄ ﾊｸ

3 1119 岩村　楓馬(1) 東北学院榴ヶ岡 3 1324 尾本　拍(1) 柴田高校
ｷｸﾁ ﾕｲﾄ ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ

4 639 菊地　結人(2) 利府高校 4 400 島田　剣太(2) 仙台高校
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛ ﾅｶﾏ ｼｹﾞｵ

5 68 木下　紘呂(2) 仙台二高 5 3597 中間　茂雄(0) 水ランRedBlus

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ ｻﾄｳ ｱﾕﾑ

6 233 小林　丈士(2) 東北大学 6 978 佐藤　歩(1) 仙台育英

9組 10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

ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ ｵｵﾂｷ ｶｽﾞﾏ

1 422 小林　惟央理(2) 仙台工業高 1 1269 大槻　一馬(1) 角田高校　
ｻﾄｳ ﾀｶﾄ ﾂﾁﾔ ｲｯﾍﾟｲ

2 1266 佐藤　貴翔(1) 柴田農林川崎 2 701 土屋　一平(1) 多賀城高
ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾄ ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾀｶ

3 79 水野　寛和(2) 仙台二高 3 1232 竹内　大貴(2) 角田高校　
ﾏﾂｳﾗ ｼｮｳｷ ｳﾗﾔﾏﾏｻﾕｷ

4 1284 松浦　翔生(2) 柴田高校 4 411 浦山　雅行(2) 松陵中
ｻｻｷ ｹｲｽｹ ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

5 1414 佐々木　啓介(1) 仙台高専名取 5 1323 斉藤　和哉(1) 柴田高校
ｽｽﾞｷ ﾋﾗｲ ｺﾄｳ ﾕｳｷ

6 1336 鈴木　飛来(1) 名取高校 6 69 古藤　裕樹(2) 仙台二高

11組 12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

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ

2 1270 窪田　悠介(1) 角田高校　 2 346 齋藤　拓真(1) 仙台東高
ﾀﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ ｻﾄｳ  ｹｲ

3 1364 丹治　良介(1) 福島南高 3 1332 佐藤　圭(2) 名取高校
ﾂｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ ﾆﾍｲﾕｳﾔ

4 312 塚村　航大(1) 仙台東高 4 414 二瓶　侑哉(2) 松陵中
ｾｷ ﾕｳﾀ ﾋﾛｻｷ ﾋｮｳﾏ

5 487 関　優汰(1) 仙台商業高 5 2533 廣﨑　彪真(2) 館中　
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ ヤギ ジョウタ

6 1239 遠藤　広大(1) 角田高校　 6 26 八木　丈太(2) 日大工学部

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

8月18日

13組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

シンボ　ノリヒト

2 383 神保　礼人(3) 東海大山形
スズキ　ダイヤ

3 1204 鈴木　大弥(2) 東海大山形
モリ　ケイタ

4 1207 森　恵太(2) 東海大山形
アワノ　リョウジ

5 1216 粟野　凌士(1) 東海大山形
アンザイ　ヨシアキ

6 393 安西　良晃(2) 東海大山形

記録



 男子800m
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

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

ﾅｶﾏ ｼｹﾞｵ ウチダ　ユウタロウ

1 3597 中間　茂雄(0) 水ランRedBlus 1 1095 内田　雄太郎(2) 東北学院榴ヶ岡

ｶﾝﾉ ﾘｭｳ ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ

2 1235 菅野　龍(2) 角田高校　 2 467 和田　拓真(2) 仙台商業高
ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲｾｲ

3 4313 板橋　弘人(0) TEAMみちのく 3 1313 長谷川　凱生(2) 名取北高
ｻｻｷ ﾘｮｳﾅ ﾂﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

4 1888 佐々木　亮尚(3) 郡山商業 4 1110 津田　駿介(3) 東北学院榴ヶ岡

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼ

5 244 谷口　尚大(2) 東北大学 5 954 山崎　公士(2) 仙台育英
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾔ

6 835 佐藤 良祐(2) 東北学院高 6 951 坂本　直哉(2) 仙台育英
ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｼ ｷﾀｼﾞﾏ ﾈﾈ

7 251 村松　兼志(2) 東北大学 7 500 北島 寧々(2) 泉館山高
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ｵｶｼﾞﾏ ｼﾞｮｳﾚﾝ

8 3594 山本　崚介(0) 水ランRedBlus 8 953 岡嶌　丈怜(2) 仙台育英

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

ｵｶﾞﾜ ｿｳﾔ ｻﾄｳ ﾀｶﾄ

1 398 小川　颯也(2) 仙台高校 1 1266 佐藤　貴翔(1) 柴田農林川崎

ｶﾄｳ ｱｵﾄ ｼﾗﾊﾀ ﾊﾙｶ

2 332 加藤　碧斗(1) 仙台東高 2 698 白幡　遥(1) 多賀城高
ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ｻﾜﾀﾞ ﾁｻﾄ

3 1214 柿崎　諒介(1) 白石高校 3 225 澤田　千知(1) 仙台向山高
ﾅﾘﾀ ﾋﾋﾞｷ ｾｲﾉ ｼｮｳﾀ

4 614 成田　響希(2) 宮城広瀬高校 4 328 清野　翔太(2) 仙台東高
ｵｷﾀ ｶｽﾞﾀｶ ｸｻｶ ﾂﾊﾞｻ

5 465 沖田　一鷹(2) 仙台商業高 5 1215 日下　翼(1) 白石高校
ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾄ ｲﾀﾊﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ

6 79 水野　寛和(2) 仙台二高 6 1236 板橋　大輔(2) 角田高校　
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ ｻﾄｳ ｴﾐｶ

7 1335 小林　大地(1) 名取高校 7 1207 佐藤　笑佳(2) 白石高校
ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｻｻｷ ﾕｳﾀ

8 1294 佐藤　海斗(2) 柴田高校 8 1282 佐々木　優大(2) 柴田高校

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

ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄﾗ ｾｵ ｶｽﾞﾏ

1 722 佐藤　一虎(1) 塩釜高校 1 91 瀬尾　一真(1) 仙台二高
ﾀｹﾀﾞ　ﾕｳｽｹ ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ

2 1149 武田　優介(1) 東北生活文化大学高 2 719 只野　雄大(1) 塩釜高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ ﾂﾀﾞ ｺｳﾔ

3 95 渡辺　大樹(1) 仙台二高 3 74 津田　光哉(2) 仙台二高
ｸﾏｶﾞｲ ｹｲﾏ ｻｻｷ ﾀｽｸ

4 87 熊谷　圭真(1) 仙台二高 4 1094 佐々木　侑(2) 東北学院榴ヶ岡

ｸｷﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ ｶﾝﾉ ﾘｮｳﾀ

5 337 釘野　峻輔(1) 仙台東高 5 481 管野　椋太(1) 仙台商業高
ｼｼﾄﾞ ﾕｳｷ ｳｼﾞｲｴ ﾕｳﾍｲ

6 89 宍戸　祐希(1) 仙台二高 6 702 氏家　優平(1) 多賀城高
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳ

7 1340 佐藤　勇喜(1) 柴田農林川崎 7 410 高橋　立(1) 仙台高校

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子800m
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

7組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｳｽｲ ﾕｳｾｲ

1 2535 臼井　優生(2) 館中　
シバタ　イツキ

2 399 柴田　一輝(2) 東海大山形
ﾊﾔｻｶ ｼｵﾝ

3 707 早坂　至恩(1) 多賀城高
ﾊﾔｼ ｿｳｺﾞ

4 1405 林　聡吾(1) 柴田高校
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ

5 703 鈴木　勇人(1) 多賀城高
ｷｸﾁ ﾕｳﾀ

6 2538 菊池　悠太(1) 館中　
スズキ　レイヤ

7 1201 鈴木　澪弥(2) 東海大山形

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

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録
7組

1組

2組

3組

4組

5組

6組



 男子1500m
審 判 長：

記録主任：

8月19日 

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

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ ｱｲｻﾞﾜ ﾓﾄｷ

1 635 髙橋　悠斗(3) 利府高校 1 61 相澤　元紀(2) 仙台二高
ｵｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ ｵｵﾂｶ ｶｹﾙ

2 66 岡田　卓(2) 仙台二高 2 1289 大塚　翔(2) 柴田高校
ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ ﾊﾏﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ

3 636 木村　真智(3) 利府高校 3 399 濱田　凌平(3) 仙台大学
ｲｼﾄﾞｳ ｿﾗ ﾎｿﾔ ﾀﾞｲｷ

4 643 石堂　爽空(2) 利府高校 4 692 細谷　大貴(2) 多賀城高
ウチヤマ　リョウ ﾓﾘ ﾅｵﾕｷ

5 641 内山　凌(1) 仙台大学 5 5501 森　　尚之(3) 東向陽台中
ﾀｶﾊｼ ｶｲ ｻﾄｳ ｶｲﾄ

6 654 高橋　海(1) 利府高校 6 1294 佐藤　海斗(2) 柴田高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ

7 374 渡辺　晟名(2) 仙台大学 7 4148 高橋　健吾(0) 石巻RC
ｵｵｷ ｿｳﾔ ﾐｳﾗ ﾘﾝﾀ

8 642 大木　漱也(2) 利府高校 8 1288 三浦　凛太(2) 柴田高校
ﾏﾐﾔ ﾖｼﾏｻ ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ

9 652 間宮　義雅(1) 利府高校 9 331 高橋　佑貴(3) 仙台大学
カトウ　アキラ ｲﾀﾊﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ

10 399 加藤　輝(1) 仙台大学 10 1236 板橋　大輔(2) 角田高校　
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾗ ヨシダ　ショウ

11 648 吉田　悠良(2) 利府高校 11 414 吉田　翔(1) 仙台大学
ｻﾝｼﾞｮｳ ﾋﾋﾞｷ ｶﾝﾉ ﾘｭｳ

12 1109 三條　響生(3) 東北学院榴ヶ岡 12 1235 菅野　龍(2) 角田高校　
ｾﾝｺﾞｸ ﾕｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾏ

13 4391 千石　優太(0) おおさきRC 13 1209 髙橋　武馬(2) 白石高校
ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ ﾀﾙﾉ ﾄﾓﾔ

14 181 小原　響(2) 仙台二華高 14 281 樽野　友也(2) 仙台西高
ﾀｶﾅｼ ｱﾙﾋﾄ ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾞｳｷ

15 653 髙梨　有仁(1) 利府高校 15 304 菅原　豪起(2) 仙台西高

3組 4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

ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ

1 1092 鈴木　春樹(2) 東北学院榴ヶ岡 1 1818 福島　結太(2) 将監中
ｳｼﾞｲｴ ﾀﾞｲｷ ｼﾗﾊﾀ ﾊﾙｶ

2 655 氏家　大希(1) 利府高校 2 698 白幡　遥(1) 多賀城高
エンドウ　ガクト ﾂﾀﾞ ｺｳﾔ

3 1097 遠藤　岳斗(2) 東北学院榴ヶ岡 3 74 津田　光哉(2) 仙台二高
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ ｷｻﾗ ﾏｻﾊﾙ

4 5 清水 諒(3) 東北学院高 4 1480 木皿　雅晴(1) 柴田高校
ｵｶﾞﾜ ｿｳﾔ ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ

5 398 小川　颯也(2) 仙台高校 5 2195 早川　拓海(3) 富沢中
ﾏｶﾍﾞ ﾄﾓﾔ ｵﾉ ﾘｮｳﾀ

6 1211 眞壁　朋也(2) 白石高校 6 399 小野　凌太(2) 仙台高校
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｺﾞ ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ

7 1212 村上　慎吾(2) 白石高校 7 1318 菅原　匠真(1) 名取北高
ﾌｾ ｺｳﾀ ｵｵﾀ ﾋｶﾙ

8 657 布施　孝太(1) 利府高校 8 345 太田　　輝(1) 仙台東高
ﾑｻｼ ﾕｳﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾀﾞｲ

9 3495 武藏　祐哉(0) みやきょうRC 9 311 渡邉　稀大(1) 仙台東高
ﾆｲﾔﾏ ｾﾗ ｵｵﾀ ｹｲｽｹ

10 613 新山　世羅(2) 宮城広瀬高校 10 344 太田　圭祐(1) 仙台東高
ｼﾗﾄ ｻｸﾔ ｲｹｶﾞｲ ﾕｳ

11 1316 白戸　朔也(2) 名取北高 11 607 生貝　優(2) 宮城広瀬高校

ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｷ

12 1214 柿崎　諒介(1) 白石高校 12 699 小野寺　純輝(1) 多賀城高
ｵﾉ ﾕｳﾏ ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

13 449 小野　佑馬(1) 仙台工業高 13 182 田村　大輝(2) 仙台二華高
ﾅﾘﾀ ﾋﾋﾞｷ ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ

14 614 成田　響希(2) 宮城広瀬高校 14 5512 鈴木　慶伍(1) 東向陽台中

記録 記録

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：

記録主任：

8月19日 

5組 6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

ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄﾗ ｻｻｷ ﾊﾙﾄ

1 722 佐藤　一虎(1) 塩釜高校 1 486 佐々木　晴都(1) 仙台商業高
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ ﾄﾗｲﾜ ﾕｳﾀ

2 92 髙橋　諒平(1) 仙台二高 2 94 虎岩　悠太(1) 仙台二高
ﾑﾛｲ ｶｽﾞﾏ ｵｲｶﾜﾕｳｷ

3 283 室井　一真(1) 仙台西高 3 605 及川優喜(1) 宮城広瀬高校

ﾋﾛｾ　ﾐﾂｷ ﾀｹﾀﾞ ｹﾞﾝﾄ

4 1144 廣瀬　光輝(2) 東北生活文化大学高 4 5488 武田　玄都(3) 東向陽台中
ｵｵｳﾁ ｹｲｺﾞ ｵﾀﾞ ﾐｷﾔ

5 1306 大内　奎吾(3) 名取北高 5 84 織田　実希也(1) 仙台二高
ﾎｯﾀ ｱﾕﾑ ﾋﾉｽｷﾞﾘｸ

6 1222 堀田　歩夢(1) 白石高校 6 602 日野杉陸(1) 宮城広瀬高校

ﾅｶﾏ ｼｹﾞｵ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳ

7 3597 中間　茂雄(0) 水ランRedBlus 7 410 高橋　立(1) 仙台高校
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｼ ｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ

8 5497 菅原　優志(3) 東向陽台中 8 1404 伊澤　孝太(1) 柴田高校
ｶﾘﾉ ﾀｸﾄ ｲﾁｷ ﾕｳﾀ

9 5493 狩野　匠登(3) 東向陽台中 9 435 一木　雄太(2) 仙台工業高
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ

10 1340 佐藤　勇喜(1) 柴田農林川崎 10 5494 木村　向太(3) 東向陽台中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ ｾｵ ｶｽﾞﾏ

11 95 渡辺　大樹(1) 仙台二高 11 91 瀬尾　一真(1) 仙台二高
ｳｼﾞｲｴ ﾕｳﾍｲ ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ

12 702 氏家　優平(1) 多賀城高 12 719 只野　雄大(1) 塩釜高校
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ ｻﾄｳ ﾅｵﾄ

13 1210 長谷川　聖(2) 白石高校 13 288 佐藤　直人(1) 仙台西高
ｺｽｲ ｹﾞﾝ ｼﾗｲ ｹｲｺﾞ

14 1325 湖　絃(1) 柴田高校 14 700 白井　奎吾(1) 多賀城高

記録 記録
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 男子3000m
審 判 長：

記録主任：

8月17日 

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

ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ｱﾜﾉ ｼｭﾝ

1 182 田村　大輝(2) 仙台二華高 1 6225 粟野  峻(0) 神町自衛隊
ｲｼｲ ｼｭﾝﾀ ｵｵｷ ｿｳﾔ

2 334 石井　駿太(2) 仙台東高 2 642 大木　漱也(2) 利府高校
ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ ﾋｷﾁ ﾚｵ

3 579 大庭　祐紀(1) 秋田大学 3 312 挽地　玲央(3) 東華中
ｺﾐﾔﾏ ﾐｻｷ ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｾｲ

4 1217 小宮山　岬希(1) 白石高校 4 292 岡崎　友柾(2) 日大山形高
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ ヤマダ　リュウセイ

5 855 木村　悠人(1) 東北学院高 5 663 山田　琉生(1) 仙台大学
ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ タマオウ　キズキ

6 316 吉田　亮(3) 東華中 6 655 玉應　希築(1) 仙台大学
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ スガワラ　カイ

7 1318 菅原　匠真(1) 名取北高 7 650 菅原　快惟(1) 仙台大学
ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ エンドウ　リュウキ

8 838 及川　雄大(1) 東北学院高 8 398 遠藤　龍希(1) 仙台大学
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｺﾞ ﾐｳﾗ ﾄｼｷ

9 1212 村上　慎吾(2) 白石高校 9 4366 三浦　寿輝(0) YKKAP東北
ｵｵｸﾗ ﾖｼｵﾐ ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ

10 283 大倉　凱臣(2) 東華中 10 4459 菅野　辰也(0) 宮城トヨタ
ｲﾄｳ ｽﾅｵ ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ

11 834 伊藤　沙生(1) 東北学院高 11 2195 早川　拓海(3) 富沢中
ﾎｯﾀ ｱﾕﾑ ﾖｼﾔﾏ ﾊﾙｷ

12 1222 堀田　歩夢(1) 白石高校 12 288 慶山　陽生(3) 東華中
ｴﾋﾞﾅ ｶｲ ｳｼﾞｲｴ ﾀﾞｲｷ

13 286 蝦名　海(2) 東華中 13 655 氏家　大希(1) 利府高校
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾔ ﾌｾ ｺｳﾀ

14 831 熊谷　知也(1) 東北学院高 14 657 布施　孝太(1) 利府高校
ｺｲｹ ｱｷﾗ ﾀｶﾊｼｺｳｽｹ

15 6239 小池  彰(0) 神町自衛隊 15 5301 高橋昂佑(3) 大曲工業高
ﾊﾏｻｷ ｶｲ ｶﾐﾔ ｶﾞｲﾄ

16 860 濵﨑　快(1) 東北学院高 16 298 神谷　凱斗(3) 東華中
ｵﾉ ﾘｮｳﾀ ﾏｶﾍﾞ ﾀｯﾍﾟｲ

17 399 小野　凌太(2) 仙台高校 17 310 真壁　達平(3) 東華中
ｵｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ ﾈﾂﾞ ｺｳｾｲ

18 66 岡田　卓(2) 仙台二高 18 190 根津　紘世(1) 仙台二華高
ｻｻｷ ｺｳｷ ﾑｻｼ ﾕｳﾔ

19 1337 佐々木　孝基(2) 名取高校 19 3495 武藏　祐哉(0) みやきょうRC

ｼﾗｲ ｹｲｺﾞ ｵｵｼﾏ ﾕｳﾔ

20 700 白井　奎吾(1) 多賀城高 20 1329 大嶋　裕也(2) 名取高校
ﾌｸﾔﾏ ｾﾚﾝ ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ

21 292 福山　世蓮(1) 東華中 21 297 畠山　朝陽(3) 東華中

記録 記録



 男子3000m
審 判 長：

記録主任：

8月17日 

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ

1 3211 遠藤　正人(0) 強くなろ―の会

ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ

2 6410 森谷　修平(0) 強くなろ―の会

ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ

3 4134 大橋　真弥(0) 石巻RC
ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｷ

4 108 松岡　龍生(3) 山形中央高
ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ

5 116 四釜　峻佑(3) 山形中央高
ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ

6 181 小原　響(2) 仙台二華高
ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ

7 121 鈴木　克彦(3) 山形中央高
ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ

8 636 木村　真智(3) 利府高校
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

9 635 髙橋　悠斗(3) 利府高校
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺﾞ

10 117 中村　瑠吾(3) 山形中央高
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

11 111 髙橋　祐稀(3) 山形中央高
スガ　サトル

12 6713 須賀 暁(0) 新庄地区陸協

ﾀｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

13 107 武田　瑞樹(3) 山形中央高
ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ

14 194 鈴木　健真(3) 見前中
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾗ

15 648 吉田　悠良(2) 利府高校
ｲｼﾄﾞｳ ｿﾗ

16 643 石堂　爽空(2) 利府高校
ｻｲﾄｳﾚﾝﾀﾛｳ

17 5304 齊藤蓮太郎(3) 大曲工業高
ﾀｶﾅｼ ﾘｸ

18 1275 髙梨　陸(3) 柴田高校
ｷﾑﾗ ｶｲﾄ

19 114 木村　海翔(3) 山形中央高
ﾔﾏｼﾀﾕｳｾｲ

20 5303 山下裕生(3) 大曲工業高
ﾌｼﾞｲﾘｮｳ

21 5305 藤井涼羽(3) 大曲工業高
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 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

8月17日 

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

ｸﾏｶﾞｲ ｹｲﾏ ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾞｳｷ

1 87 熊谷　圭真(1) 仙台二高 1 304 菅原　豪起(2) 仙台西高
ｵﾊﾞﾗﾄﾓﾋﾛ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳ

2 2401 小原 和大(1) 気仙沼高 2 6217 村山  頌(0) 神町自衛隊
ﾊﾀｹﾔﾏｼｭﾝｽｹ ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ

3 2404 畠山 俊輔(1) 気仙沼高 3 4459 菅野　辰也(0) 宮城トヨタ
ﾎｿﾔ ﾀﾞｲｷ ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ

4 692 細谷　大貴(2) 多賀城高 4 4119 石川 英樹(0) 広瀬川RC
ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ ｵﾉ ｱｵ

5 327 鈴木　克明(2) 仙台東高 5 1118 小野　蒼空(1) 東北学院榴ヶ岡

ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｾｲ

6 1207 井上　寛幸(2) 白石高校 6 1117 山下　竣世(1) 東北学院榴ヶ岡

ﾌｼﾞﾓﾘ ｹｲｼﾞ ウチダ　ユウタロウ

7 844 藤森　啓司(2) 東北学院高 7 1095 内田　雄太郎(2) 東北学院榴ヶ岡

ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｷ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ

8 699 小野寺　純輝(1) 多賀城高 8 1092 鈴木　春樹(2) 東北学院榴ヶ岡

ｶﾒｲ ﾚｲﾔ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ

9 1334 亀井　怜椰(1) 名取高校 9 5 清水 諒(3) 東北学院高
ｳｴﾉ ｶﾅｳ ｻｻｷ ﾄﾓｷ

10 1129 上野　叶生(1) 東北学院榴ヶ岡 10 1308 佐々木　智樹(3) 名取北高
ｺｽｲ ｹﾞﾝ ｷｳﾁ ｺｳｽｹ

11 1325 湖　絃(1) 柴田高校 11 6683 木内　康介(0) 相馬市駅伝チーム

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ カトウ　マサキ

12 92 髙橋　諒平(1) 仙台二高 12 646 加藤　将貴(1) 仙台大学
ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾔ ｱｲｻﾞﾜ ﾓﾄｷ

13 1434 大槻　丈弥(1) 角田高校　 13 61 相澤　元紀(2) 仙台二高
ｱﾍﾞ ﾀｽｸ ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾋｺ

14 480 阿部　祐(1) 仙台商業高 14 6681 山内　亮彦(0) 相馬市駅伝チーム

ｻｻｷ ﾕｳﾀ ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ

15 1282 佐々木　優大(2) 柴田高校 15 6682 早田　洋平(0) 相馬市駅伝チーム

ﾀﾆｳﾁ ｺﾀﾛｳ ﾄｳｶｲﾘﾝ ｼｮｳ

16 484 谷内　児太朗(1) 仙台商業高 16 300 東海林　聖(3) 仙台西高
ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ ｲｼｶﾜ　ﾏｻｷ

17 343 千葉　一稀(1) 仙台東高 17 1145 石川　正樹(2) 東北生活文化大学高

ｲﾜｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ ｵﾉ ﾕｳﾏ

18 338 岩清水　航平(1) 仙台東高 18 449 小野　佑馬(1) 仙台工業高
ｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ｶｲﾄ

19 1404 伊澤　孝太(1) 柴田高校 19 1294 佐藤　海斗(2) 柴田高校
ｷｻﾗ ﾏｻﾊﾙ ｷﾅﾒ ﾀﾞｲ

20 1480 木皿　雅晴(1) 柴田高校 20 1234 木滑　大(2) 角田高校　
ﾊﾔｼ ｿｳｺﾞ ｼｼﾄﾞ ﾕｳﾄ

21 1405 林　聡吾(1) 柴田高校 21 466 宍戸　勇翔(2) 仙台商業高
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕﾘ ﾏｶﾍﾞ ﾄﾓﾔ

22 56 東條　有季(1) 仙台二高 22 1211 眞壁　朋也(2) 白石高校
ｵｵﾑｶｲ ｹﾝﾀ ｼﾞﾝ ﾊﾔﾃ

23 348 大向　健太(1) 仙台東高 23 1128 神　颯(1) 東北学院榴ヶ岡

ｻｻｷ ﾀｽｸ

24 1094 佐々木　侑(2) 東北学院榴ヶ岡

ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ

25 6238 福島  広大(0) 神町自衛隊

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

8月17日 

3組 4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

ｽｽﾞｷﾕｲﾄ ｱﾗｶﾜ ﾏｻｷ

1 2445 鈴木 唯斗(3) 気仙沼高 1 33968 荒川　将輝(3) 関東学院大
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ ｽｶﾞｲ ﾀｸﾔ

2 1025 小林　航平(3) 東北高校 2 4359 菅井　拓也(0) YKKAP東北
ｽｽﾞｷ ｵﾄ ｺﾝﾉ ｽﾅｵ

3 1044 鈴木　響(1) 東北高校 3 1030 今野　純(2) 東北高校
ｵﾉﾃﾞﾗｹﾞﾝｷ ｻｻｷ ﾕｳｶﾞ

4 3071 小野寺 元気(0) 気仙沼高 4 1032 佐々木　湧雅(2) 東北高校
ｻﾄｳ ｹﾝﾀ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｷ

5 1035 佐藤　健太(2) 東北高校 5 1026 川上　有生(3) 東北高校
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ サトウ　マサキ

6 1046 佐藤　翔太(1) 東北高校 6 648 佐藤　克紀(1) 仙台大学
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ

7 1049 鈴木　夢叶(1) 東北高校 7 343 菅原　遥(3) 仙台大学
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ

8 689 鈴木　勇汰郎(3) 多賀城高 8 1042 松田　爽(1) 東北高校
ｸｼﾞ　ｾｲﾀﾛｳ ｺﾝﾉ ｹﾞﾝｷ

9 3741 久慈　清太朗(M1) 群馬大院 9 1029 今野　元揮(2) 東北高校
ｻﾝｼﾞｮｳ ﾋﾋﾞｷ ｻｲﾄｳ ｺｳﾔ

10 1109 三條　響生(3) 東北学院榴ヶ岡 10 1027 齋藤　紘也(3) 東北高校
ﾑﾄｳ ﾋﾛﾔ ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ

11 346 武藤　浩哉(0) 二本松市駅伝 11 1045 白石　光星(1) 東北高校
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ

12 1024 児玉 悠輔 東北高校 12 1024 児玉　悠輔(3) 東北高校
ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｲｷ

13 4140 及川　憲一(0) 石巻RC 13 1034 林田　海輝(2) 東北高校
マルヤマ　ケイジ ｲﾅｹﾞ ﾀｶﾄ

14 413 丸山　圭司(1) 仙台大学 14 1028 稲毛　崇斗(2) 東北高校
エンドウ　ガクト ｻｻﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ

15 1097 遠藤　岳斗(2) 東北学院榴ヶ岡 15 1033 笹部　駿介(2) 東北高校
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ ｻｸﾗﾊﾞ ｹｲﾏ

16 51 高橋　拓未(3) 仙台二高 16 1047 櫻庭　啓真(1) 東北高校
ｵｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ オオサワ タイチ

17 66 岡田　卓(2) 仙台二高 17 4425 大澤 太一(0) 船岡自衛隊
ﾂﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ エガワ　ケンタ

18 1110 津田　駿介(3) 東北学院榴ヶ岡 18 664 江川　健太(1) 仙台大学
ｵｵﾂｶ ｶｹﾙ ｺﾝﾉ ｲｯﾍﾟｲ

19 1289 大塚　翔(2) 柴田高校 19 4380 今野　一平(0) おおさきRC
エンドウ　ツバサ ｾﾝｺﾞｸ ﾕｳﾀ

20 397 遠藤　翼(1) 仙台大学 20 4391 千石　優太(0) おおさきRC
ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾏ ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

21 1209 髙橋　武馬(2) 白石高校 21 3151 櫻田　浩章(0) 石巻RC
ﾐｳﾗ ﾘﾝﾀ ｸﾛｻｷ ﾊﾙﾄ

22 1288 三浦　凛太(2) 柴田高校 22 111 黒崎　遥斗(3) 仙台三高
モトキ　レン ﾐｳﾗ ﾄｼｷ

23 199 元木　蓮(1) 仙台大学 23 4366 三浦　寿輝(0) YKKAP東北
ヤマグチ　ダイゴ ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ

24 322 山口　大瑚(3) 仙台大学 24 1031 今野　大輝(2) 東北高校
シオヤ　アキヒト ｵﾊﾞﾀ ｿﾗﾄ

25 381 塩谷　晃仁(2) 仙台大学 25 1043 小畑　空斗(1) 東北高校
ｼﾗﾄ ｻｸﾔ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

26 1316 白戸　朔也(2) 名取北高 26 1048 鈴木　龍星(1) 東北高校

記録 記録
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男子10000m
審 判 長：

記録主任：

8月17日

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾄｷﾀ ｿｳｼ

1 276 時田　爽志(3) 秋田大学
タカイ　ヤマト

2 345 高井　大和(3) 仙台大学
ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄｼ

3 153 齊藤　寛峻(D3) 東北大学
サエキ　ケンタ

4 404 佐伯　健太(1) 仙台大学
ﾅﾘﾀ　ﾀｲｻﾞﾝ

5 296 成田　泰山(4) 仙台大学
クマガイ　シンゴ

6 373 熊谷　真吾(2) 仙台大学
ｲﾁｶﾜ ｱｷﾋﾛ

7 257 市川　陽大(2) 秋田大学
ワタナベ　タクム

8 297 渡辺　拓夢(4) 仙台大学
ﾅｶﾞﾉ ｼﾉﾌﾞ

9 281 長野　志伸(2) 秋田大学
ショウジ　ツヨシ

10 324 庄司　強(3) 仙台大学
ﾎﾘﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ

11 277 堀塲　崇徳(3) 秋田大学
サトウ　ユウシロウ

12 321 佐藤　佑志朗(1) 仙台大学

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m
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 男子110mH
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

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

ﾖﾛｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾓｷﾞ ﾀﾞｲﾁ

2 389 萬　昂大(2) 仙台大学 2 292 茂木　大地(4) 仙台大学
ｲﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ キクチ ブンタ

3 367 井上　大雅(3) 山本学園高 3 279 菊池　文太(2) 秋田大学
ﾀﾞｻｲ ﾀﾂﾄ ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｽｹ

4 1107 太細　龍人(3) 東北学院榴ヶ岡 4 1286 五十嵐　大典(2) 柴田高校
ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾏ ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ

5 634 阿部　龍真(3) 利府高校 5 81 梶谷　侑太郞(1) 仙台二高
ｵｵﾄﾓ ｿｳﾀ ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳﾄ

6 644 大友　颯太(1) 仙台大学 6 1300 安田　脩人(1) 柴田高校
ｸｽﾉｷ ｹｲｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ

7 160 楠木　啓介(M1) 東北大学 7 1287 小林　舜(2) 柴田高校

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

2 2

ｶﾄｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳ

3 288 加藤　周一朗(4) 仙台大学 3 585 田沢　亮(1) 秋田大学
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

4 226 藤井　大輔(2) 仙台向山高 4 63 伊東　竜星(2) 仙台二高
ｻﾄｳ ｼｭｳｾｲ ﾄﾑﾗ ﾏｻﾄｼ

5 584 佐藤　修生(1) 秋田大学 5 853 戸村　匡利(1) 東北学院高
ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｸﾔ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

6 282 我妻　拓哉(2) 秋田大学 6 632 佐藤　匠(3) 利府高校
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ

7 843 遠藤　優斗(2) 東北学院高 7 1353 髙橋　秀熙(2) 福島南高

5組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

2

ﾊﾝｻﾞﾜ ﾅｵｷ

3 836 半澤　直己(2) 東北学院高
ｺｲﾃﾞ ﾄｼﾋﾛ

4 1091 小出　寿啓(2) 東北学院榴ヶ岡

ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ

5 326 鈴木　聖弥(2) 仙台東高
ｸﾘﾊﾗ ｺｳﾔ

6 697 栗原　孝弥(1) 多賀城高
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ

7 347 樋口　佑平(1) 仙台東高

記録 記録

記録 記録

記録



 男子110mYH(9.14m/0.914m)
審 判 長：

記録主任：

8月18日

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾀﾁﾊﾞﾅｼﾝｺﾞ

4 413 橘　慎吾(2) 松陵中
ﾆﾍｲﾕｳﾔ

5 414 二瓶　侑哉(2) 松陵中

記録



 男子400mH
審 判 長：

記録主任：

8月19日 

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

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ

1 84 村上　裕之(2) 山形大学 1

ﾀｶｷﾞ ｶﾞｲｱ ｲﾜﾑﾗ ﾌｳﾏ

2 319 髙木　凱亜(3) 仙台大学 2 1119 岩村　楓馬(1) 東北学院榴ヶ岡

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ ｵｵﾉ ﾕｳｽｹ

3 1287 小林　舜(2) 柴田高校 3 1098 大野　勇介(2) 東北学院榴ヶ岡

ｻﾄｳ ｼｭｳｾｲ ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ

4 584 佐藤　修生(1) 秋田大学 4 286 菅原　優斗(1) 仙台西高
ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳﾄ ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾀｶ

5 1300 安田　脩人(1) 柴田高校 5 1232 竹内　大貴(2) 角田高校　
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾄ ﾏﾂｳﾗ ｼｮｳｷ

6 242 髙橋　樹人(2) 仙台向山高 6 1284 松浦　翔生(2) 柴田高校

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

1 1

ｻﾄｳ ﾊﾙｷ ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ

2 445 佐藤　春輝(1) 仙台工業高 2 305 青木　大河(2) 仙台西高
ﾁｬｸﾗﾎﾞﾙﾃｨ ﾘｷ ﾕｻ ｶｽﾞｷ

3 76 チャクラボルティ　リキ(2) 仙台二高 3 650 遊佐　和希(1) 利府高校
ｺﾅｶ ﾊﾙｷ ｸﾘﾊﾗ ｺｳﾔ

4 96 小中　春樹(1) 仙台二高 4 697 栗原　孝弥(1) 多賀城高
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ ｱｶﾞﾂﾏ ｺｳｽｹ

5 159 佐藤　宙翔(2) 宮城一高 5 163 我妻　紘介(1) 宮城一高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ ｵｸﾔﾏ ｺｳｷ

6 1216 小林　大輝(1) 白石高校 6 405 奥山　洸希(1) 仙台高校

記録 記録

記録 記録



 男子4X100mR

8月18日

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 83 ｵｸｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ (  ) 1296 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ
(  ) (  ) 72 ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾀ (  ) 1299 ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ
(  ) (  ) 75 ﾅｽ ﾘｮｳ (  ) 1281 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ
(  ) (  ) 76 ﾁｬｸﾗﾎﾞﾙﾃｨ ﾘｷ (  ) 1295 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ
(  ) (  ) 81 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ (  ) 1258 ﾔﾂ ｽｽﾞｶ
(  ) (  ) 62 ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ (  ) 1301 ﾋﾗﾏ ﾚﾝ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 1273 ｲﾄｲ ﾚｵ (  ) 329 ｻｻｷ ｹｲﾄ (  ) 1039 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｹﾖﾘ
(  ) 1305 ｷｼ ﾕｳｷ (  ) 330 ｼﾝｶﾜ ﾀｸﾐ (  ) 1037 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ
(  ) 1272 ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ (  ) 333 ｸｻｶ ﾏｻﾔ (  ) 1038 ﾐｷ ｶｲﾄ
(  ) 1271 ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ (  ) 350 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ (  ) 1036 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾅﾀ
(  ) (  ) 340 ﾆｲﾔﾏ ﾋﾛﾄ (  ) 1041 ｺﾝﾉ ﾕｳﾏ
(  ) (  ) 341 ｻｻｷ ｹｲﾄ (  ) 1040 ｽｽﾞｷ ｾｲ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 849 ｵｵｻﾜ ｴｲｽｹ (  ) 185 ﾏﾉ ﾀﾀﾞｽｹ
(  ) (  ) 858 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ (  ) 186 ﾏﾂｼﾀ ﾀｹｼ
(  ) (  ) 837 ｵｼﾉ ﾗﾅﾝ (  ) 188 ｻｻｷ ﾋﾛﾑ
(  ) (  ) 845 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｻｼｹﾞ (  ) 184 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ
(  ) (  ) 853 ﾄﾑﾗ ﾏｻﾄｼ (  )
(  ) (  ) 848 ﾋﾗﾂｶ ｼｭｳ (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 1098 ｵｵﾉ ﾕｳｽｹ (  ) 241 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ (  ) 483 ｺﾊﾞﾘ ｾｲｺﾞ
(  ) 1099 ﾀｹﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ (  ) 242 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾄ (  ) 468 ｽｶﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ
(  ) 1115 ﾔｼﾛ ｹｲﾄ (  ) 240 ｱﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ (  ) 485 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ
(  ) 1130 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ (  ) 226 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ (  ) 469 ﾜｶﾏﾂ ﾏﾅﾔ
(  ) 1120 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｼｷ (  ) (  ) 482 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ
(  ) 1123 ﾌﾙﾅｲ ｺｳﾒｲ (  ) (  ) 487 ｾｷ ﾕｳﾀ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

関　優汰(1)

仙台商業高校
小張　聖悟(1)
菅澤　優聖(2)
佐藤　優太(1)
若松　真那弥(2)

佐藤　匠(1)
古内　孔明(1)

仙台向山
小林　尚樹(2)
髙橋　樹人(2)
阿部　剛大(2)
藤井　大輔(2)

東北学院榴ケ岡
大野　勇介(2)
武山　駿介(2)
矢代　景士(1)
福田　暁土(1)
小野寺　隼輝(1)

平塚　修(1)

仙台二華高
真野　伊右(1)
松下　武史(1)
佐々木　博務(1)

佐々木　佑輔(2)

東北学院高校A
大沢　映介(1)
高橋　洸成(1)
押野　羅南(2)
守永　真茂(2)
戸村　匡利(1)

新山　大翔(1)
佐々木　啓徳(1)

東北高
槌田　武偉(2)
高橋　朋希(2)
三木　海斗(2)
西城　哉汰(2)
今野　優磨(1)
鈴木　碧(2)

柴田高校Ａ
糸井　澪央(3)
岸　優樹(2)
小山　哲哉(3)
大垣　京也(3)

仙台東高校
佐々木　啓仁(2)

新川　匠海(2)
日下　正也(2)
鈴木　　諒(1)

石井　大智(2)

柴田高校Ｂ
鈴木　拓真(2)
吉田　碧生(1)
遠藤　碧(2)
佐藤　遼太(2)
谷津　涼華(2)
平間　蓮(1)

仙台二高
奥崎　翔悟(1)
設楽　啓太(2)
那須　崚(2)
チャクラボルティ　リキ(2)

梶谷　侑太郞(1)



 男子4X100mR

8月18日

3組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 1319 ｶﾉ ｼｭﾝｽｹ (  ) 841 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾄ
(  ) (  ) 1313 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲｾｲ (  ) 843 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ
(  ) (  ) 1315 ﾓﾛｲ ﾕｳﾀﾛｳ (  ) 836 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾅｵｷ
(  ) (  ) 1317 ｺｽｺﾞｳ ﾀﾞｲｷ (  ) 842 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ
(  ) (  ) 1318 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ (  ) 839 ﾓﾛﾀ ｶｽﾞｷ
(  ) (  ) 1316 ｼﾗﾄ ｻｸﾔ (  ) 857 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｭﾝﾔ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 404 ﾐｽﾞﾉ ｴﾐﾙ (  ) 445 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ (  ) 1336 ｽｽﾞｷ ﾋﾗｲ
(  ) 409 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ (  ) 446 ﾀﾑﾗ ﾘｸ (  ) 1331 ｻｻｷ ﾘﾝ
(  ) 402 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ (  ) 422 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ (  ) 1332 ｻﾄｳ  ｹｲ
(  ) 397 ｳﾉ ｱﾂｷ (  ) 447 ﾃﾝﾏ ｶｲｾｲ (  ) 1333 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ
(  ) 411 ﾂｼﾞ ﾀﾂﾔ (  ) 447 ﾃﾝﾏ ｶｲｾｲ (  )
(  ) 408 ｻﾄｳ ｺｳﾀ (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

4組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 411 ｳﾗﾔﾏﾏｻﾕｷ (  ) 1365 ﾆｼｻｶ ﾀｲｶﾞ
(  ) (  ) 410 ｼｼﾄﾞﾀﾞｲｽｹ (  ) 1364 ﾀﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ
(  ) (  ) 413 ﾀﾁﾊﾞﾅｼﾝｺﾞ (  ) 1363 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲ
(  ) (  ) 408 ｱﾝｻﾞｲﾕｳｲﾁﾛｳ (  ) 1353 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ
(  ) (  ) 414 ﾆﾍｲﾕｳﾔ (  )
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
(  ) 1215 ｸｻｶ ﾂﾊﾞｻ (  ) 161 ｴﾉﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ
(  ) 1219 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ (  ) 158 ｻｻﾔﾏ ｲｯｾｲ
(  ) 1208 ｸﾏｶﾞｲ ｾﾅ (  ) 159 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ
(  ) 1218 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ (  ) 163 ｱｶﾞﾂﾏ ｺｳｽｹ
(  ) 1216 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ (  ) 157 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶﾞ
(  ) 1213 ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁ (  ) 164 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2

3

今井　裕一(1)

宮城一高
榎本　隆佑(1)
笹山　一星(2)
佐藤　宙翔(2)
我妻　紘介(1)
川上　悠雅(2)
高橋　幸聖(1)

白石高
日下　翼(1)
佐藤　朋樹(1)
熊谷　勢永(2)
佐藤　匠(1)
小林　大輝(1)

浦山　雅行(2)
宍戸　大介(2)
橘　慎吾(2)
安齋　由一郎(2)

二瓶　侑哉(2)

福島南高
西坂　泰雅(1)
丹治　良介(1)
三浦　　翠(1)
髙橋　秀熙(2)

名取高
鈴木　飛来(1)
佐々木　凜(2)
佐藤　圭(2)
髙橋　優哉(2)

松陵中

佐藤　幸多(1)

仙台工高
佐藤　春輝(1)
田村　陸(1)
小林　惟央理(2)

天間　魁星(1)
天間　魁星(1)

仙台高校
水野　慧海留(2)

佐藤　匠真(1)
畑山　拓也(2)
宇野　敦稀(2)
辻　達也(2)

菅原　匠真(1)
白戸　朔也(2)

東北学院高校B
菅原　瑠人(2)
遠藤　優斗(2)
半澤　直己(2)
嶋崎　一真(2)
諸田　一輝(2)
岩渕　駿也(1)

名取北
狩野　隼介(1)
長谷川　凱生(2)

諸井　裕太朗(2)

越河　大貴(2)



 男子4X400mR

8月19日 

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 1281 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ (  ) 1332 ｻﾄｳ  ｹｲ
(  ) (  ) 1295 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ (  ) 1331 ｻｻｷ ﾘﾝ
(  ) (  ) 1281 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ (  ) 1333 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ
(  ) (  ) 1302 ｷｸﾁ ｼｮｳﾔ (  ) 1336 ｽｽﾞｷ ﾋﾗｲ
(  ) (  ) 1285 ｲｶﾞﾘ ﾚﾝ (  ) 1335 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ
(  ) (  ) 1296 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ (  ) 1334 ｶﾒｲ ﾚｲﾔ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 1215 ｸｻｶ ﾂﾊﾞｻ (  ) 426 ｻｻｷ ｹｲﾀﾂ (  ) 385 ｲﾉｳｴ ｱﾕ
(  ) 1208 ｸﾏｶﾞｲ ｾﾅ (  ) 445 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ (  ) 382 ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ
(  ) 1216 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ (  ) 446 ﾀﾑﾗ ﾘｸ (  ) 384 ｺﾝﾉ ｱｲ
(  ) 1218 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ (  ) 422 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ (  ) 386 ｺﾝﾉ ｻｸﾗ
(  ) 1217 ｺﾐﾔﾏ ﾐｻｷ (  ) 447 ﾃﾝﾏ ｶｲｾｲ (  ) 383 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾄｶ
(  ) 1214 ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ (  ) 426 ｻｻｷ ｹｲﾀﾂ (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) 83 ｵｸｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ (  ) 483 ｺﾊﾞﾘ ｾｲｺﾞ (  ) 1273 ｲﾄｲ ﾚｵ
(  ) 408 ｻﾄｳ ｺｳﾀ (  ) 468 ｽｶﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ (  ) 1305 ｷｼ ﾕｳｷ
(  ) 81 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ (  ) 485 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ (  ) 1272 ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ
(  ) 62 ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ (  ) 469 ﾜｶﾏﾂ ﾏﾅﾔ (  ) 1271 ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ
(  ) 81 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ (  ) 487 ｾｷ ﾕｳﾀ (  )
(  ) 63 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ (  ) 467 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 402 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ (  ) 330 ｼﾝｶﾜ ﾀｸﾐ (  ) 327 ｻﾄｳ　ﾕｳﾄ
(  ) 404 ﾐｽﾞﾉ ｴﾐﾙ (  ) 328 ｾｲﾉ ｼｮｳﾀ (  ) 399 ﾊﾏﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ
(  ) 400 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ (  ) 346 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ (  ) 374 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ
(  ) 409 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ (  ) 311 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾀﾞｲ (  ) 343 ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ
(  ) 397 ｳﾉ ｱﾂｷ (  ) 312 ﾂｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ (  )
(  ) 398 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾔ (  ) 341 ｻｻｷ ｹｲﾄ (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3 6

佐藤　優斗(3)
濱田　凌平(3)
渡辺　晟名(2)
菅原　遥(3)

新川　匠海(2)
清野　翔太(2)
齋藤　拓真(1)
渡邉　稀大(1)
塚村　航大(1)
佐々木　啓徳(1)

畑山　拓也(2)
水野　慧海留(2)

島田　剣太(2)
佐藤　匠真(1)
宇野　敦稀(2)
小川　颯也(2)

柴田高校Ａ
糸井　澪央(3)
岸　優樹(2)
小山　哲哉(3)
大垣　京也(3)

仙台高校 仙台東高校 仙台大学A

伊東　竜星(2)

仙台商業高校
小張　聖悟(1)
菅澤　優聖(2)
佐藤　優太(1)
若松　真那弥(2)

関　優汰(1)
和田　拓真(2)

仙台二高
奥崎　翔悟(1)
佐藤　幸多(1)
梶谷　侑太郞(1)

石井　大智(2)
梶谷　侑太郞(1)

仙台工高
井上　明優(1)
千葉　栞那(1)
今野　愛(1)
今野　桜(1)
片桐　琴香(1)

柿崎　諒介(1)

仙台工高
佐々木　啓達(2)

佐藤　春輝(1)
田村　陸(1)
小林　惟央理(2)

天間　魁星(1)
佐々木　啓達(2)

白石高
日下　翼(1)
熊谷　勢永(2)
小林　大輝(1)
佐藤　匠(1)
小宮山　岬希(1)

鈴木　拓真(2)

名取高
佐藤　圭(2)
佐々木　凜(2)
髙橋　優哉(2)
鈴木　飛来(1)
小林　大地(1)
亀井　怜椰(1)

柴田高校Ｂ
遠藤　碧(2)
佐藤　遼太(2)
遠藤　碧(2)
菊池　翔哉(1)
猪狩　廉(2)



 男子4X400mR

8月19日 

3組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) 1098 ｵｵﾉ ﾕｳｽｹ (  ) 159 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ (  ) 1318 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ
(  ) 1095 ウチダ　ユウタロウ (  ) 158 ｻｻﾔﾏ ｲｯｾｲ (  ) 1313 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲｾｲ
(  ) 1120 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｼｷ (  ) 163 ｱｶﾞﾂﾏ ｺｳｽｹ (  ) 1315 ﾓﾛｲ ﾕｳﾀﾛｳ
(  ) 1115 ﾔｼﾛ ｹｲﾄ (  ) 160 ｼﾓﾑﾗ ｱｻﾐ (  ) 1317 ｺｽｺﾞｳ ﾀﾞｲｷ
(  ) 1123 ﾌﾙﾅｲ ｺｳﾒｲ (  ) 157 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶﾞ (  ) 1319 ｶﾉ ｼｭﾝｽｹ
(  ) 1119 ｲﾜﾑﾗ ﾌｳﾏ (  ) 161 ｴﾉﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ (  ) 1316 ｼﾗﾄ ｻｸﾔ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 1353 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ (  ) 638 ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ (  ) 650 スガワラ　カイ

(  ) 1363 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲ (  ) 656 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳﾀ (  ) 641 ウチヤマ　リョウ

(  ) 1366 ﾋﾗﾂｶ ｼｮｳﾀ (  ) 645 ﾆｲﾔﾏ ｻﾄﾙ (  ) 399 カトウ　アキラ

(  ) 1353 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ (  ) 644 ﾜｺｳ ﾕｳﾄ (  ) 663 ヤマダ　リュウセイ

(  ) (  ) 639 ｷｸﾁ ﾕｲﾄ (  )
(  ) (  ) 647 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3 6

菊地　結人(2)
齋藤　佑樹(2)

仙台大学B
菅原　快惟(1)
内山　凌(1)
加藤　輝(1)
山田　琉生(1)

福島南高
髙橋　秀熙(2)
三浦　　翠(1)
平塚　翔太(1)
髙橋　秀熙(2)

利府高校
樋口　怜(2)
小笠原　航太(2)

新山　賢(2)
若生　悠人(2)

川上　悠雅(2)
榎本　隆佑(1)

名取北
菅原　匠真(1)
長谷川　凱生(2)

諸井　裕太朗(2)

越河　大貴(2)
狩野　隼介(1)
白戸　朔也(2)

内田　雄太郎(2)

小野寺　隼輝(1)

矢代　景士(1)
古内　孔明(1)
岩村　楓馬(1)

宮城一高
佐藤　宙翔(2)
笹山　一星(2)
我妻　紘介(1)
下村　旭生(1)

東北学院榴ケ岡
大野　勇介(2)



男女5000mW
審 判 長：

記録主任：

8月17日

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾀﾁﾞｶ ｶﾝﾀ

1 587 田近　寛太(1) 秋田大学
ﾐｻﾜ ﾘｮｳ

2 6876 三澤 凌(0) JAやまがた
サトウ　ジンイチロウ

3 647 佐藤　仁一朗(1) 仙台大学
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔﾄ

4 1314 宮崎　颯跳(2) 名取北高
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ

5 1210 長谷川　聖(2) 白石高校
ｲﾁｷ ﾕｳﾀ

6 435 一木　雄太(2) 仙台工業高
ｳｼﾞｲｴ ﾀﾞｲｷ

7 655 氏家　大希(1) 利府高校
ﾄﾗｲﾜ ﾕｳﾀ

8 94 虎岩　悠太(1) 仙台二高
ｵｵﾄﾓ ﾊﾙｶ

9 585 大友　春花(3) 利府高校
ｻﾄｳ ﾕｳｶ

10 1209 佐藤　優花(2) 白石高校
ﾔﾂ ｽｽﾞｶ

11 1258 谷津　涼華(2) 柴田高校

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：

8月19日 

　

ﾏｶﾍﾞ　ﾘｸ

1 1153 眞壁　吏郁(1) 東北生活文化大学高

ｱｶﾎｼ ｴｲｼﾞ

2 225 赤星　栄治(2) 東北大学
ｸｽﾞﾉ ﾜﾋﾄ

3 1292 葛野　和人(2) 柴田高校
ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ

4 197 山下　一也(4) 東北大学
ﾃﾞﾝﾎﾟｳ　ﾀｸﾐ

5 367 傳法　卓己(2) 仙台大学
ｲﾄｳ ｴｲｷ

6 462 伊藤　永輝(1) 仙台商業高
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

7 647 齋藤　佑樹(2) 利府高校
ｵｵﾔ ﾄﾓｷ

8 339 大矢　知希(1) 仙台東高
ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ

9 163 藤井　佳祐(M1) 東北大学
ﾐｳﾗ　ｾｲﾔ

10 659 三浦　聖矢(1) 仙台大学
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

11 63 伊東　竜星(2) 仙台二高
ﾈﾔ ｱﾂｼ

12 192 根谷　温(4) 東北大学
ﾌｼﾞﾀ ｿｳ

13 77 藤田　想(2) 仙台二高
ｶﾝﾉ　ｼｮｳｺﾞ

14 365 菅野　翔吾(2) 仙台大学
ｺﾒﾀﾆ　ﾋｶﾙ

15 323 米谷　輝(3) 仙台大学
ｵｵﾔﾏ ﾖｳｽｹ

16 713 大山　耀介(2) 塩釜高校
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ

17 474 鈴木　翔太(2) 国際武道大学
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ

18 347 樋口　佑平(1) 仙台東高
ﾀﾃﾉ ｼｭﾝ

19 706 館野　竣(1) 多賀城高
ﾁﾊﾞ ﾅｷﾞｻ

20 974 千葉　凪紗(1) 仙台育英
ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

21 1267 佐藤　洋志(1) 柴田農林川崎
ﾁﾊﾗﾀﾞ ｻｲﾓﾝ

22 859 茅原田　才門(1) 東北学院高
ﾁﾝ ﾘｭｳﾒｲ

23 80 陳　立明(1) 仙台二高
ｻｶﾞﾗ　ﾘｭｳｼﾞ

24 363 相良　龍慈(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



 男子棒高跳
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

　

ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

1 647 齋藤　佑樹(2) 利府高校
ｴﾓﾘ ﾘｮｳ

2 65 榎森　遼(2) 仙台二高
ｶﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ

3 15 加藤　大地(1) 仙台大学
ｻﾄｳ　ｼﾝﾀﾛｳ

4 337 佐藤　慎太郎(3) 仙台大学
ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

5 4299 阿部　誠(0) TGRacing
ﾃｼﾛｷﾞ ﾄﾓﾋﾄ

6 646 手代木　智仁(2) 利府高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ

7 422 小林　惟央理(2) 仙台工業高
ｶﾄｳ ﾏﾅﾄ

8 407 加藤　愛斗(1) 仙台高校
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ

9 4335 佐藤 康平(0) MSC
ｼﾊﾞｻｷ　ｶｹﾙ

10 368 柴崎　翔(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



 男子走幅跳
審 判 長：

記録主任：

8月18日

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

ｻﾄｳ ｺｳｷ

1 1233 佐藤　攻紀(2) 角田高校　
ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

2 19 田部　大輝(4) 日大工学部
ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ

3 62 石井　大智(2) 仙台二高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

4 293 山口　達也(1) 東華中
ﾃﾝﾏ ｶｲｾｲ

5 447 天間　魁星(1) 仙台工業高
ﾌｸｲ ｴｲﾄ

6 285 福井　英士(2) 東華中
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳﾀ

7 608 小笠原　皐太(2) 宮城広瀬高校
ﾀｹﾅｶ ﾂｶｻ

8 289 竹中　司(1) 東華中
ｺｲﾃﾞ ﾄｼﾋﾛ

9 1091 小出　寿啓(2) 東北学院榴ヶ岡
ｼｵﾊﾏ ﾋﾛｷ

10 16 塩濱　宏紀(2) 日大工学部
ﾆｼﾊﾗ ﾘﾝﾍﾟｲ

11 295 西原　琳平(1) 東華中
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

12 2532 佐藤　有真(2) 館中　
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾄ

13 281 畠山　拓翔(2) 東華中
ﾌﾙｳﾁ ﾕｳﾄ

14 403 古内　裕人(2) 仙台高校
ｸｻｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

15 696 日下　惇平(1) 多賀城高
ｵｵﾔ ﾄﾓｷ

16 339 大矢　知希(1) 仙台東高
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲｷ

17 118 藤原　海希(2) 日大工学部
ｷｾﾝ ﾕｳﾄ

18 1126 氣仙　悠杜(1) 東北学院榴ヶ岡
ﾄﾐｵｶ　ｼｮｳ

19 298 冨岡　翔(4) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

20 635 髙橋　悠斗(3) 利府高校
ｸﾏｶﾞｲ ｾﾅ

21 1208 熊谷　勢永(2) 白石高校
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

22 66 山田　優希(3) 宮教大
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

23 485 佐藤　優太(1) 仙台商業高
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ

24 331 鈴木　翔太(2) 仙台東高
ｺﾞﾄｳ ﾋｻｷ

25 70 後藤　久輝(2) 仙台二高
ｸｻｶ ｼｭｳﾔ

26 2540 日下　秀也(1) 館中　
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ

27 445 佐藤　春輝(1) 仙台工業高



 男子走幅跳
審 判 長：

記録主任：

8月18日

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

ﾏｽﾉ ﾀﾂﾔ

1 248 増野　巽哉(2) 東北大学
ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾕｷ

2 195 高橋　昇之(4) 東北大学
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ

3 199 藤井　大輝(4) 東北大学
ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾂｷ

4 82 石塚　充希(1) 仙台二高
ｵﾉ ﾕｲﾄ

5 1290 小野　惟斗(2) 柴田高校
ﾓﾛｲ ﾕｳﾀﾛｳ

6 1315 諸井　裕太朗(2) 名取北高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ

7 615 渡邉　隼也(2) 宮城広瀬高校
ﾊｷﾞｻﾜ　ﾑｻｼ

8 318 葉木沢　武蔵(3) 仙台大学
ｸﾄﾞｳ　ﾀｲｾｲ

9 335 工藤　大成(3) 仙台大学
ﾑﾈﾔｽ ｼｭｳ

10 76 宗安 修(2) 山形大学
ｶﾄﾞﾜｷ ﾚﾝ

11 850 門脇　蓮(1) 東北学院高
ｳﾉ ｱﾂｷ

12 397 宇野　敦稀(2) 仙台高校
ｽｺﾞｳ ﾀﾞｲﾁ

13 237 須郷　大地(2) 東北大学
ｲﾄｳ　ﾊﾔﾄ

14 317 伊藤　勇人(3) 仙台大学
ｸﾛﾌﾞﾁ　ｺｳﾀ

15 320 黒渕　晃太(3) 仙台大学
ﾐｽﾞﾉ ｴﾐﾙ

16 404 水野　慧海留(2) 仙台高校
ｺﾏﾂ ﾘｭｳｼﾞ

17 694 小松　竜士(1) 多賀城高
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

18 1218 佐藤　匠(1) 白石高校
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

19 401 久慈　悠太(1) 仙台大学
ﾏｴｶﾜ ｼｮｳﾄ

20 653 前川　政人(0) 北上市体育協会
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ

21 1333 髙橋　優哉(2) 名取高校
ﾏｶﾍﾞ　ﾘｸ

22 1153 眞壁　吏郁(1) 東北生活文化大学高

ｵｵﾆｼ　ﾕｳﾀ

23 357 大西　悠太(2) 仙台大学
ｵｵｻﾜ ｴｲｽｹ

24 849 大沢　映介(1) 東北学院高
ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ

25 1271 大垣　京也(3) 柴田高校
ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｽｹ

26 1286 五十嵐　大典(2) 柴田高校
ｼｼﾄﾞ　ﾋﾛﾑ

27 328 宍戸　大夢(3) 仙台大学



 男子三段跳
審 判 長：

記録主任：

8月19日

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

ﾌｼﾞﾀ ｿｳ

1 77 藤田　想(2) 仙台二高
ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾌﾐ

2 360 高橋　将史(2) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｼ

3 379 高橋　和志(2) 仙台大学
ﾏﾂｵｶ ｷｮｳﾍｲ

4 206 松岡　恭平(3) 東北大学
ﾐｽﾞﾉ ｴﾐﾙ

5 404 水野　慧海留(2) 仙台高校
ﾜｺｳ ﾕｳﾄ

6 644 若生　悠人(2) 利府高校
ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ

7 1272 小山　哲哉(3) 柴田高校
ｵﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾏ

8 854 女川　勇真(1) 東北学院高
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

9 695 中川　祐希(1) 多賀城高
ｵﾉ ﾕｲﾄ

10 1290 小野　惟斗(2) 柴田高校
ﾀｹﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ

11 1099 武山　駿介(2) 東北学院榴ヶ岡
ﾓﾛｲ ﾕｳﾀﾛｳ

12 1315 諸井　裕太朗(2) 名取北高
ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ

13 436 齊藤　莞太(2) 国際武道大学
ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

14 1267 佐藤　洋志(1) 柴田農林川崎
ﾈﾓﾄ ｶｽﾞｷ

15 495 根本　和希(2) 東北学院大
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ

16 1333 髙橋　優哉(2) 名取高校
ｳﾉ ｱﾂｷ

17 397 宇野　敦稀(2) 仙台高校
ｷｾﾝ ﾕｳﾄ

18 1126 氣仙　悠杜(1) 東北学院榴ヶ岡
ｺﾞﾄｳ ﾋｻｷ

19 70 後藤　久輝(2) 仙台二高
ﾋﾗﾂｶ ｼｭｳ

20 848 平塚　修(1) 東北学院高
ﾈﾓﾄ ﾕｳﾏ

21 1402 根本　雄馬(0) 豊田自動織機
ﾌﾙｳﾁ ﾕｳﾄ

22 403 古内　裕人(2) 仙台高校
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

23 647 齋藤　佑樹(2) 利府高校
ｺﾏﾂ ｿﾗ

24 1293 小松　空(2) 柴田高校



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

8月19日

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 セイキ

1 0 佐藤 誠喜(0) インヴェンティヴ

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲ

2 388 渡邊　大(2) 仙台大学
ｵﾀﾞｷﾞﾘ　ｶﾞｸ

3 645 小田桐　雅功(1) 仙台大学
ﾀｹﾔﾏ ﾁｻﾄ

4 521 竹村 地智(2) 国際武道大学
ﾇﾉｶﾜ　ｱｷﾗ

5 354 布川　輝(2) 仙台大学



 男子U20砲丸投げ
審 判 長：

記録主任：

8月19日 

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

ｸﾜﾊﾗ　ﾀｲｶﾞ

1 356 桒原　泰雅(2) 仙台大学



高校男子砲丸投(6.00kg）
審 判 長：

記録主任：

8月19日

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

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

1 1481 鈴木　智也(2) 仙台高専名取
ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ

2 441 加藤　祥太(1) 仙台工業高
ｻﾀｹ ﾀｸﾔ

3 349 佐竹　拓哉(1) 仙台東高
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ

4 164 高橋　幸聖(1) 宮城一高
ﾌｼﾞﾀ　ﾄｼｷ

5 1150 藤田　稔生(1) 東北生活文化大学高

ﾐｳﾗ ﾘｮｳ

6 78 三浦　凌(2) 仙台二高
ｱﾍﾞ ﾀｲﾁ

7 442 阿部　太一(1) 仙台工業高
ｴﾉﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ

8 161 榎本　隆佑(1) 宮城一高
ｶﾜﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ

9 1121 川村　健人(1) 東北学院榴ヶ岡
ﾌｼﾞﾀ ｶｲﾄ

10 720 藤田　海舟(1) 塩釜高校
ﾕｻ ｶｽﾞｷ

11 650 遊佐　和希(1) 利府高校
ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

12 957 塚本　啓明(1) 仙台育英
ｶﾝﾉ ﾊﾔﾄ

13 1362 菅野  隼斗(1) 福島南高
ｻｲ ﾋﾛｷ

14 733 齋　大輝(1) 塩釜高校
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ｿｳ

15 640 兜森　颯(2) 利府高校



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月19日 

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 ｺｳｾｲ

1 592 佐藤　光晟(3) 六郷中



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月18日

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
ｱﾏﾉ　ｾｲｼﾞｭ

2 396 天野　誓樹(1) 仙台大学
ｲｹﾀﾞ　ｷﾅﾘ

3 349 池田　生成(2) 仙台大学
ﾀｹﾔﾏ ﾁｻﾄ

4 521 竹村 地智(2) 国際武道大学
ｶﾈｺ　ﾖｼｷ

5 344 金子　慶輝(3) 仙台大学
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾜﾀﾙ

6 355 遠藤　航(2) 仙台大学
ﾏｽｺ　ﾄﾓｷ

7 351 増子　友樹(2) 仙台大学
ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾔ

8 395 鈴木　佑弥(M1) 仙台大学



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

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

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

1 1481 鈴木　智也(2) 仙台高専名取
ｻﾀｹ ﾀｸﾔ

2 349 佐竹　拓哉(1) 仙台東高
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ

3 164 高橋　幸聖(1) 宮城一高
ｲｼｲ ﾘｮｳｽｹ

4 451 石井　涼介(1) 仙台工業高
ｴﾉﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ

5 161 榎本　隆佑(1) 宮城一高
ｻﾄｳ ｺｳﾀ

6 408 佐藤　幸多(1) 仙台高校
ﾀｸﾞﾁ ｼｭ

7 1093 田口　駿(2) 東北学院榴ヶ岡
ｱﾍﾞ ﾀｲﾁ

8 442 阿部　太一(1) 仙台工業高
ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

9 957 塚本　啓明(1) 仙台育英
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ

10 840 中村　悠大(2) 東北学院高
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾙﾄ

11 972 堀籠　温大(1) 仙台育英
ﾐｳﾗ ﾘｮｳ

12 78 三浦　凌(2) 仙台二高
ｷｼ ﾕｳｷ

13 1305 岸　優樹(2) 柴田高校
ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ

14 1283 佐藤　響(2) 柴田高校
ｻｲ ﾋﾛｷ

15 733 齋　大輝(1) 塩釜高校



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

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
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘﾝﾀﾛｳ

2 352 渡辺　凛太郎(2) 仙台大学
ﾄｳｺﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

3 3253 東郷　俊輔(0) FORZA



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

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

ﾊﾞﾊﾞ ｲﾌﾞｷ

1 1221 馬場　伊吹(1) 白石高校
ｶﾜﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ

2 1121 川村　健人(1) 東北学院榴ヶ岡
ﾕｻ ｶｽﾞｷ

3 650 遊佐　和希(1) 利府高校
ｵｵﾐﾔ ﾊﾙﾄ

4 224 大宮　陽斗(1) 仙台向山高
ｻｶｷ ﾐｷﾔ

5 612 榊　未来矢(2) 宮城広瀬高校
ﾀｸﾞﾁ ｼｭ

6 1093 田口　駿(2) 東北学院榴ヶ岡
ｱｵｷ ﾘｮｳﾄ

7 222 青木　涼飛(1) 仙台向山高
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ｿｳ

8 640 兜森　颯(2) 利府高校



男子やり投(800g)
審 判 長：

記録主任：

8月19日

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

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ

1 347 樋口　佑平(1) 仙台東高
ﾔﾏﾈ ｿﾗ

2 1298 山根　蒼良(2) 柴田高校
ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ

3 342 鈴木　真之介(1) 仙台東高
ﾀｶﾉ ｼｭﾝ

4 1433 高野　駿(1) 角田高校　
ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ

5 326 鈴木　聖弥(2) 仙台東高
ﾜｹﾀ ﾀｶﾋﾛ

6 1124 分田　陵宏(1) 東北学院榴ヶ岡
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｲｷ

7 1125 海老原　大希(1) 東北学院榴ヶ岡
ｲｼｲ ﾘｮｳｽｹ

8 451 石井　涼介(1) 仙台工業高
ﾂﾁﾔ ｲｯﾍﾟｲ

9 701 土屋　一平(1) 多賀城高
ｺﾝﾉ ﾕｳﾏ

10 1041 今野　優磨(1) 東北高校
ﾌﾙﾅｲ ｺｳﾒｲ

11 1123 古内　孔明(1) 東北学院榴ヶ岡
ﾏｽｺ　ｼｭﾝﾄ

12 362 増子　竣斗(2) 仙台大学
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

13 189 柏原　大貴(1) 仙台二華高
ﾔﾏﾅｶ ﾖｼ

14 1237 山中　与志(2) 角田高校　
ｻﾄｳ ｺｳﾀ

15 408 佐藤　幸多(1) 仙台高校
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

16 250 宮本　貴広(2) 東北大学
ｺﾊﾞﾘ ｿｳﾀ

17 705 小針　颯太(1) 多賀城高
ﾊｾｸﾗ ｹﾝｼﾝ

18 1220 支倉　絢心(1) 白石高校
ｶﾅｳﾁ　ﾀﾞｲ

19 350 叶内　大(2) 仙台大学
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾙﾄ

20 972 堀籠　温大(1) 仙台育英
ｵｵﾔﾏ ﾖｳｽｹ

21 713 大山　耀介(2) 塩釜高校
ｻﾜﾑﾗ ﾊﾙﾄ

22 1238 澤村　遥士(2) 角田高校　
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ　ﾀｸﾔ

23 353 宮林　拓也(2) 仙台大学
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

24 401 久慈　悠太(1) 仙台大学
ﾆｲﾂﾏ　ﾀｸﾐ

25 341 新妻　拓巳(3) 仙台大学
ﾖﾈｻﾞﾜ　ｿｳﾔ

26 415 米沢　颯也(1) 仙台大学
ｲﾀｶﾞｷ　ｶﾅﾀ

27 315 板垣　哉太(3) 仙台大学
ｻｻｷ　ｿﾗ

28 405 佐々木　空良(1) 仙台大学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ

29 519 山口　翔(2) 国際武道大学



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

8月18日

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

ﾎｿﾀﾞ ｱﾔｶ

1 1120 細田　彩佳(2) 仙台大学 1

ﾀｶﾊｼ ｶﾅﾉ ﾀﾝﾉ ﾘｻ

2 1123 髙橋　加菜乃(2) 仙台大学 2 1130 丹野　璃紗(2) 仙台大学
ﾐｳﾗ ﾕﾅ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ

3 1257 三浦　由奈(2) 柴田高校 3 1255 髙橋　奈々(2) 柴田高校
ﾋﾉ ｻﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ

4 1111 日野　沙南(3) 仙台大学 4 1260 渡辺　琉希愛(2) 柴田高校
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ ｽｽﾞｷ ﾘﾘ

5 313 菅原　真桜(3) 東華中 5 593 鈴木　華凛(1) 利府高校
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅｺ ﾌｼﾞﾉ ﾕﾒ

6 590 川原　日菜子(2) 利府高校 6 1261 藤野　夢(1) 柴田高校
ﾑｼｬ ｶｵﾘ ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ

7 1119 武者　香織(2) 仙台大学 7 592 和田　夏海(2) 利府高校
ｵﾉ ｱﾔｶ ｻｻｷ ﾋｶﾘ

8 1098 小野　亜也加(4) 仙台大学 8 564 佐々木　陽彩(1) 江釣子中

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

ﾊｼﾓﾄ ﾐｻﾄ ﾊﾔｻｶ ｱﾔ

2 413 橋本　美里(1) 仙台商業高 2 985 早坂　彩(1) 東北高校
ｵｵｶﾞ ﾁｻﾄ ﾏｴｶﾜ ｺﾋﾛ

3 1204 大賀　千聡(1) 秋田大学 3 59 前川　こひろ(1) 仙台二高
ｸｻｶ ﾕｳｶ ｲﾉｳｴ ｱﾕ

4 987 日下　優香(1) 東北高校 4 385 井上　明優(1) 仙台工業高
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ ｼｷﾞﾊﾗ ｱｲﾘ

5 986 高橋　桜(1) 東北高校 5 299 鴫原　愛麗(1) 仙台西高
ﾄｸﾀ ｼｵﾘ ｻﾄｳ ﾒｲ

6 1131 德田　志織(2) 仙台大学 6 647 佐藤　萌衣(1) 多賀城高
ｼｶﾞ ｱｶﾘ ｵｵﾄﾓ ﾚｲﾅ

7 632 志賀　あかり(2) 多賀城高 7 984 大友　玲奈(1) 東北高校
ｻﾄｳ ｱﾐ ｻｸﾗｵｶ ﾋﾖﾘ

8 1281 佐藤　亜美(2) 名取高校 8 115 櫻岡　日和(1) 宮城一高

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

1 1

ｷｻﾗ ｱﾉ ﾊﾚｻﾜ ｾﾅ

2 408 木皿　朱紀(2) 仙台商業高 2 291 晴澤　星菜(1) 東華中
ﾊﾝｻﾞﾜﾙﾅ ﾂｼﾏ ﾊﾅｶ

3 430 半沢　瑠菜(1) 松陵中 3 415 對馬　花佳(1) 仙台商業高
ﾄﾞｲ ﾓﾓｺ ｺｾｷ ｻﾖ

4 1210 土井　萌々子(2) 白石高校 4 638 小関　紗世(1) 多賀城高
ｻｻｷ ﾘｺ ﾊﾔｻｶ ﾅﾐ

5 104 佐々木　璃子(2) 宮城一高 5 285 早坂　南美(2) 東華中
ﾅｶﾑﾗｻｸﾗ ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ

6 428 中村　桜(1) 松陵中 6 595 鈴木　くるみ(1) 利府高校
ｵﾀﾞｼﾏ ﾎﾉｶ ｶﾉ ﾁｻﾄ

7 594 小田嶋　穗乃香(1) 利府高校 7 108 狩野　千聡(2) 宮城一高
ｶﾜﾄ ﾊﾙﾅ ﾓﾘ ｱｲﾘ

8 319 川渡　遥南(1) 仙台東高 8 367 森　愛莉(1) 仙台高校

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

8月18日

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

ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ ﾀｶﾊｼ ﾐｸ

2 557 後藤　美咲(1) 宮城広瀬高校 2 1331 高橋　美空(1) 名取北高
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｱｶﾘ ﾂﾀﾞ ｻﾔｶ

3 363 小金澤　あかり(1) 仙台高校 3 562 津田　莢佳(1) 宮城広瀬高校

ｶﾝﾉ ｵﾄﾐ ﾔｼﾏ ｱｷﾗ

4 287 菅野　乙珠(1) 東華中 4 1216 八島 爽 白石高校
ｶﾜﾑﾗ ﾕｱ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ

5 555 川村　夢愛(1) 宮城広瀬高校 5 650 原田　瑞穂(1) 多賀城高
ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾄﾐ ﾊﾔｻｶ ﾏﾘ

6 1225 南部　瞳(1) 角田高校　 6 366 早坂　麻里(1) 仙台高校
ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ ｶﾏﾀ ﾕｱ

7 558 藤田　真央(1) 宮城広瀬高校 7 2525 鎌田　結愛(1) 館中　
ﾄﾀﾞ ﾓｴｶ ｲｼｶﾜ ｺｺﾛ

8 57 戸田　萌香(1) 仙台二高 8 1327 石川　こころ(1) 仙台高専名取

記録 記録



 女子200m
審 判 長：

記録主任：

8月19日

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

ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ

1 1255 髙橋　奈々(2) 柴田高校 1 982 菅原　夕七(2) 東北高校
ﾐｳﾗ ﾕﾅ ｵｵﾊﾗ ﾘﾝﾘﾝ

2 1257 三浦　由奈(2) 柴田高校 2 942 大原　麟々(2) 仙台育英
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅｺ ﾔﾊﾀ ｻｱﾔ

3 590 川原　日菜子(2) 利府高校 3 974 八幡　紗彩(3) 東北高校
ﾑｼｬ ｶｵﾘ ﾀﾝﾉ ﾘｻ

4 1119 武者　香織(2) 仙台大学 4 1130 丹野　璃紗(2) 仙台大学
ﾌﾅﾔﾏ ﾋｶﾙ ｻｸﾗｲ ﾅﾂﾐ

5 658 舟山　輝(1) 利府高校 5 939 櫻井　夏美(2) 仙台育英
ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｺ

6 592 和田　夏海(2) 利府高校 6 46 金森　由布子(1) 仙台二高

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

ｸｻｶ ﾕｳｶ ｼｮｳ ｺｺﾛﾋﾄﾐ

1 987 日下　優香(1) 東北高校 1 45 章　宇瞳(2) 仙台二高
ﾏｴｶﾜ ｺﾋﾛ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ

2 59 前川　こひろ(1) 仙台二高 2 101 岩淵　春花(2) 宮城一高
ｻｸﾗｵｶ ﾋﾖﾘ ｵｵﾄﾓ ﾚｲﾅ

3 115 櫻岡　日和(1) 宮城一高 3 984 大友　玲奈(1) 東北高校
ｼｶﾞ ｱｶﾘ ｻﾄｳ ﾒｲ

4 632 志賀　あかり(2) 多賀城高 4 647 佐藤　萌衣(1) 多賀城高
ﾊﾔｻｶ ｱﾔ ﾊｻﾞﾏ ﾒｲ

5 985 早坂　彩(1) 東北高校 5 360 間　萌(2) 仙台高校
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ ﾄﾞｲ ﾓﾓｺ

6 986 高橋　桜(1) 東北高校 6 1210 土井　萌々子(2) 白石高校

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

ｻｻｷ ﾘｺ ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ

1 104 佐々木　璃子(2) 宮城一高 1 557 後藤　美咲(1) 宮城広瀬高校

ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ ｽｶﾞｲ ｺﾄﾈ

2 640 高橋　若那(1) 多賀城高 2 1274 菅井　琴音(1) 名取北高
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｸ ｶﾉ ﾁｻﾄ

3 1267 五十嵐　美玖(2) 名取北高 3 108 狩野　千聡(2) 宮城一高
ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾅ ﾅﾗ ﾓﾓﾅ

4 1271 遠藤　世奈(1) 名取北高 4 1048 奈良　萌々夏(2) 東北学院榴ヶ岡

ｺｾｷ ｻﾖ ｲｽﾞﾐ ｻｴ

5 638 小関　紗世(1) 多賀城高 5 1278 泉　紗英(2) 名取高校
ｻﾄｳ ﾘｺ ｵﾉ ｾﾝﾘ

6 316 佐藤　莉子(1) 仙台東高 6 563 小野　茜莉(1) 宮城広瀬高校

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 女子400m
審 判 長：

記録主任：

8月18日

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

ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ｿｳ ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲﾘ

1 640 兜森　颯(2) 利府高校 1 1221 宇都宮　あいり(1) 仙台大学
ｲﾅﾊﾞ ｷﾗﾗ ﾊﾔｶﾜ ﾘｾ

2 1138 稲葉　きらら(4) 東北福祉大 2 930 早川　梨聖(2) 仙台育英
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ ﾊｻﾞﾏ ﾒｲ

3 982 菅原　夕七(2) 東北高校 3 360 間　萌(2) 仙台高校
ﾔﾊﾀ ｻｱﾔ ｻﾄｳ ﾏﾔ

4 974 八幡　紗彩(3) 東北高校 4 940 佐藤　舞彩(2) 仙台育英
ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ

5 1122 後藤　瑞貴(2) 仙台大学 5 101 岩淵　春花(2) 宮城一高
ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ ｻｸﾗｲ ﾕｳｶ

6 287 中村　桜(2) 仙台西高 6 635 櫻井　祐花(2) 多賀城高

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

ｲｶﾞﾗｼ ﾐｸ

1 1267 五十嵐　美玖(2) 名取北高 1

ｲｼｲ ﾋﾅ ｽｶﾞｲ ｺﾄﾈ

2 6901 石井　陽菜(3) 福島県立医学 2 1274 菅井　琴音(1) 名取北高
ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ

3 640 高橋　若那(1) 多賀城高 3 49 佐藤　ひより(1) 仙台二高
ｶﾗﾊｼ ｱﾝｼﾞ ﾏｴｻﾜ ﾆｲﾅ

4 946 唐橋　あんじ(1) 仙台育英 4 60 前澤　仁那(1) 仙台二高
ｶﾄｳ ﾌﾐﾅ ｱﾘｶﾞ ﾗﾝ

5 948 加藤　史菜(1) 仙台育英 5 361 有賀　蘭(1) 仙台高校
ｲﾄｳ ﾘﾝ ﾀﾆｶﾜ ﾋﾄﾐ

6 648 伊藤　凜(1) 多賀城高 6 1286 谷川　仁美(1) 名取高校

記録 記録

記録 記録



 女子800m
審 判 長：

記録主任：

8月18日 

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

ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ ｵｵｲｽﾞﾐ ｾｲｶ

1 382 千葉　栞那(1) 仙台工業高 1 1268 大泉　星香(2) 名取北高
ﾔﾏｷ ｶﾘﾝ ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ

2 294 八巻　かりん(2) 仙台西高 2 297 中川　綺乃(1) 仙台西高
ｵﾉ ｱｲﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ

3 1205 小野　愛莉(2) 白石高校 3 633 渡邊　帆乃佳(2) 多賀城高
ヤマダ　スズカ ｻﾜｸﾞﾁ ﾘｵｺ

4 1052 山田　鈴夏(2) 東北学院榴ヶ岡 4 165 澤口　凛音子(1) 仙台二華高
ﾖｼﾓﾄ ﾁﾅﾐ ｷｸﾁ ﾁﾄｾ

5 48 吉本　知那美(2) 仙台二高 5 40 菊地　ちとせ(2) 仙台二高
ｲｼｲ ﾋﾅ ﾖｼﾓﾄ ｱﾐ

6 6901 石井　陽菜(3) 福島県立医学 6 416 義元　あみ(1) 仙台商業高
ｲﾄｳ ｻﾔｶ ﾆｲﾂﾞﾏ ﾎﾉｶ

7 1213 伊東　沙也香(1) 白石高校 7 1283 新妻　ほのか(2) 名取高校
イシガキミワ ｲﾄｳ ﾘﾝ

8 1127 石垣　美和(2) 仙台大学 8 648 伊藤　凜(1) 多賀城高

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

ﾖｺﾀ ﾅﾅﾐ ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ

1 1272 横田　奈々美(1) 名取北高 1 1263 伊藤　千尋(1) 柴田高校
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐﾂﾞｷ ｵｵﾄﾓ ﾏｱｺ

2 1262 富永　水月(1) 柴田高校 2 1025 大友　万杏子(4) 聖ウルスラ学院英知

ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ ﾔﾏﾄ ﾅｵ

3 49 佐藤　ひより(1) 仙台二高 3 1245 大和　奈央(1) 柴田農林川崎

ﾎｼﾅ ﾏﾕ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾝ

4 412 保科　真由(1) 仙台商業高 4 641 中島　シオン(1) 多賀城高
ｲﾉｳｴ ﾐｸ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ

5 634 井上　実玖(2) 多賀城高 5 170 山本　彩夏(1) 仙台二高
ﾏｴｻﾜ ﾆｲﾅ ｺﾝﾉ ｱｲ

6 60 前澤　仁那(1) 仙台二高 6 384 今野　愛(1) 仙台工業高
ｷｼｶﾞﾐ ﾑﾂﾐ ｵｵﾄﾓ ﾋｵﾘ

7 1285 岸上　陸美(1) 名取高校 7 1279 大友　妃織(2) 名取高校
ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ

8 2526 鈴木　一伽(1) 館中　

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



 女子1500m
審 判 長：

記録主任：

8月19日 

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

ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾚｱ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾏﾅﾐ

1 587 中島　クレア(3) 利府高校 1 1215 永沼　愛深(1) 白石高校
ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ

2 582 奥山　瑞希(3) 利府高校 2 5518 山崎　愛奈(3) 東向陽台中
ｽｶﾞﾀ ﾙﾅ ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ

3 598 菅田　瑠那(1) 利府高校 3 382 千葉　栞那(1) 仙台工業高
ｱﾘﾔ ﾒｸﾞﾐ ｷｸﾁ ﾁﾄｾ

4 158 有谷　萌(1) 仙台二華高 4 40 菊地　ちとせ(2) 仙台二高
ﾀｶﾊｼ ﾏｲｺ ﾔｴｶﾞｼﾜ ｼｵﾝ

5 105 高橋　麻衣子(4) 福島県立医学 5 5517 八重柏栞音(3) 東向陽台中
ｵﾉ ｱｲﾘ サトウ　ミヅキ

6 1205 小野　愛莉(2) 白石高校 6 1224 佐藤　美月(1) 仙台大学
ｺﾝﾉ ﾅﾅ ｻﾄｳ ﾌｳｶ

7 159 今野　菜那(1) 仙台二華高 7 675 佐藤　風花(1) 塩釜高校
ﾀﾀﾐｻｼ ｶﾚﾝ ｵﾔﾏ ｱｻﾋ

8 5505 畳指カレン(1) 東向陽台中 8 39 小山　麻妃(2) 仙台二高
ｽｽﾞｷ ﾐｵﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ

9 5511 鈴木　未栞(3) 東向陽台中 9 591 渡部　百映(2) 利府高校
フジオカ　アオイ ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ

10 1124 藤岡　葵(2) 仙台大学 10 157 鈴木　みのり(2) 仙台二華高
ｵｵﾄﾓ ﾏｱｺ ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ

11 1025 大友　万杏子(4) 聖ウルスラ学院英知 11 114 石川　あいり(1) 宮城一高
ｵｵﾄﾓ ﾊﾙｶ ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾈ

12 585 大友　春花(3) 利府高校 12 1214 後藤　萌音(1) 白石高校
ｻﾄｳ ﾋﾅ ﾃﾙｲ ﾕｳﾘ

13 5510 佐藤　妃菜(3) 東向陽台中 13 5520 照井　悠里(3) 東向陽台中
ヤマダ　スズカ ﾔﾏｷ ｶﾘﾝ

14 1052 山田　鈴夏(2) 東北学院榴ヶ岡 14 294 八巻　かりん(2) 仙台西高
ｵｶﾞﾀ ｱｽﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ

15 1055 尾方　彩純(1) 東北学院榴ヶ岡 15 633 渡邊　帆乃佳(2) 多賀城高
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘｺ ﾏﾅﾍﾞ ﾐｻｷ

16 5519 吉田友里子(3) 東向陽台中 16 5492 真鍋　望咲(1) 東向陽台中
ｷﾑﾗ ﾐｽﾞﾊ ｲﾄｳ ｻﾔｶ

17 41 木村　瑞葉(2) 仙台二高 17 1213 伊東　沙也香(1) 白石高校

記録 記録



 女子1500m
審 判 長：

記録主任：

8月19日 

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲﾜｷ ﾊﾙｶ

1 5496 岩城　暖花(1) 東向陽台中
ﾔｽｶﾞﾋﾗ ｶﾉﾝ

2 643 安ヶ平　果穏(1) 多賀城高
ﾄｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ

3 5487 戸川　瑞月(1) 東向陽台中
ｼﾗｲｼ ｴﾘ

4 359 白石　愛梨(2) 仙台高校
ﾀﾌﾞﾁ ﾐﾅ

5 5494 田渕　美那(1) 東向陽台中
ﾔﾏﾄ ﾅｵ

6 1245 大和　奈央(1) 柴田農林川崎

ｼｶﾞ ｴｲﾐ

7 54 志賀　瑛美(1) 仙台二高
ｽｶﾞﾏ ｶｴﾃﾞ

8 639 須釜　楓(1) 多賀城高
ﾖｼﾀﾞ ﾘｻｺ

9 5488 吉田里彩子(1) 東向陽台中
ｵｵｲｽﾞﾐ ｾｲｶ

10 1268 大泉　星香(2) 名取北高
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐﾂﾞｷ

11 1262 富永　水月(1) 柴田高校
ﾀｶﾊｼ ﾘﾉ

12 1273 髙橋　璃乃(1) 名取北高
ｺﾝﾉ ｻｸﾗ

13 386 今野　桜(1) 仙台工業高
ｺﾝﾉ ｱｲ

14 384 今野　愛(1) 仙台工業高
ｻﾄｳ ﾕｳｶ

15 1209 佐藤　優花(2) 白石高校
ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ

16 1263 伊藤　千尋(1) 柴田高校
ｲﾉｳｴ ﾐｸ

17 634 井上　実玖(2) 多賀城高

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

1組

2組

3組



 女子3000m
審 判 長：

記録主任：

8月17日 

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

ﾕｷ　ｻｸﾗ ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

1 1074 幸　さくら(1) 東北生活文化大学高 1 582 奥山　瑞希(3) 利府高校
ﾁﾊﾞ ﾅｵ ｻﾄｳ ﾅｺﾞﾐ

2 106 千葉　菜央(2) 宮城一高 2 215 佐藤　和(3) 北上私立南中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ ｵｵﾄﾓ ﾊﾙｶ

3 591 渡部　百映(2) 利府高校 3 585 大友　春花(3) 利府高校
ｺﾝﾉ ﾐﾕ ｱﾘﾔ ﾒｸﾞﾐ

4 424 今野　実夢(2) 仙台商業高 4 158 有谷　萌(1) 仙台二華高
ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾈ ｷﾑﾗ ﾐｽﾞﾊ

5 1214 後藤　萌音(1) 白石高校 5 41 木村　瑞葉(2) 仙台二高
ｺｽﾐ ｶﾂﾞｷ ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｹﾙ

6 637 小角　神月(2) 多賀城高 6 1361 森口　壮竜(1) 福島南高
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾏﾅﾐ ｲﾄｳ ﾊﾙｶ

7 1215 永沼　愛深(1) 白石高校 7 315 伊藤　晴香(2) 東華中
ｻﾄｳ ﾏﾘｱ ﾁﾀﾞ ｱｵｲ

8 645 佐藤　真理彩(1) 多賀城高 8 319 千田　采葵(2) 東華中
ﾂｶﾓﾄ ﾐﾊﾙ ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾚｱ

9 55 塚本　美陽(1) 仙台二高 9 587 中島　クレア(3) 利府高校
ｼｶﾞ ｴｲﾐ ｵｶﾞﾀ ｱｽﾐ

10 54 志賀　瑛美(1) 仙台二高 10 1055 尾方　彩純(1) 東北学院榴ヶ岡

ｱﾍﾞ ｷﾗﾗ ﾀｶﾊｼ ﾏｲｺ

11 100 阿部　綺星(2) 宮城一高 11 105 高橋　麻衣子(4) 福島県立医学

ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾐ ｲｾﾔ ﾎﾉｶ

12 318 小野寺　彩心(2) 東華中 12 283 伊勢谷　ほの香(2) 東華中
ｼﾗｲｼ ｴﾘ ﾒｸﾞﾛ ﾆｷ

13 359 白石　愛梨(2) 仙台高校 13 317 目黒　仁稀(2) 東華中
ｲｼｲ ﾊﾅ ｵｶﾀﾞ ｱｲﾘ

14 288 石井　花奈(1) 東華中 14 422 岡田　愛梨(2) 仙台商業高
ホリコシ　ミオリ ｼｮｳｼﾞ ｳﾗﾗ

15 1024 堀越　美織(M2) 聖ウルスラ学院英知 15 311 庄司　麗(3) 東華中
ｲｼｲ ﾋﾅ ｵﾔﾏ ｱｻﾋ

16 6901 石井　陽菜(3) 福島県立医学 16 39 小山　麻妃(2) 仙台二高
ｺﾝﾉ ﾅﾅ

17 159 今野　菜那(1) 仙台二華高

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



 女子5000m
審 判 長：

記録主任：

8月17日

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾁﾊﾞ ﾕﾘﾅ

1 1026 千葉　悠里奈(4) 石巻専修大学

ﾏｷﾉ ｱﾔ

2 1025 牧野　あや(4) 石巻専修大学

ｼｮｳｼﾞ ｺﾄﾐ

3 1027 庄司　琴美(3) 石巻専修大学

ﾌｶﾀﾞ ﾗﾅ

4 1189 深田　蘭菜(2) 石巻専修大学

ﾃﾗｳｼ ﾜｶﾅ

5 1021 寺牛　若菜(4) 石巻専修大学

ｴﾉｷ ﾁﾊﾙ

6 1028 榎　千遥(1) 山形大学
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾓｴ

7 1041 畠山　萌(1) 石巻専修大学

ﾁﾊﾞ ｻﾕｶ

8 1043 千葉　彩有花(1) 石巻専修大学

ﾀﾝﾉ ﾁﾋﾛ

9 1044 丹野　稚妃路(1) 石巻専修大学

ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ

10 1190 樋口　亜沙美(2) 石巻専修大学

ｽｶﾞｲ ﾐﾚｲ

11 0 須貝　美鈴(1) 山形大学
ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ

12 1061 飯田　夏生(4) 東北大学
ｸﾘﾊﾗ ﾕｲ

13 1209 栗原　唯(M1) 東北大学
フジオカ　アオイ

14 1124 藤岡　葵(2) 仙台大学
サトウ　ミヅキ

15 1224 佐藤　美月(1) 仙台大学

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録



 女子100mH
審 判 長：

記録主任：

8月18日

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

ﾋｷﾒ ﾓﾓｶ ｻﾄｳ ｴﾐｶ

2 151 蟇目　百香(2) 仙台二華高 2 1207 佐藤　笑佳(2) 白石高校
ﾏｴｶﾜ ﾐﾉﾘ ﾔｽﾑﾛ ﾐｻｷ

3 301 前川　みのり(2) 仙台東高 3 944 安室　美咲(2) 仙台育英
ｵｲｶﾜ ﾕｳｶ ｼｮｳ ｺｺﾛﾋﾄﾐ

4 1247 及川　優花(3) 柴田高校 4 45 章　宇瞳(2) 仙台二高
ﾄｸﾀ ｼｵﾘ ﾊｼﾓﾄ ﾐｻﾄ

5 1131 德田　志織(2) 仙台大学 5 413 橋本　美里(1) 仙台商業高
ｵﾉ ｶﾝﾅ ｲﾉｳｴ ｱﾕ

6 102 小野　かんな(2) 宮城一高 6 385 井上　明優(1) 仙台工業高
ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ ﾀﾆ ﾎﾉｶ

7 596 金子　ひなた(1) 利府高校 7 1047 谷　萌花(2) 東北学院榴ヶ岡

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾅ

2 1271 遠藤　世奈(1) 名取北高
ﾐﾂﾓﾘ ｺﾉﾐ

3 282 三森　木実(2) 東華中
ｻｲﾄｳ ﾁｻﾄ

4 947 齋藤　千聖(1) 仙台育英
ﾓﾘ ｱｲﾘ

5 367 森　愛莉(1) 仙台高校
ｷｸﾁ ｷｴ

6 1284 菊池　紀恵(1) 名取高校
ﾇﾏﾀ ｱﾔｶ

7 1287 沼田　彩加(1) 名取高校

記録 記録

記録



 女子100mJH(8.0m/0.762m)
審 判 長：

記録主任：

8月18日

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

3

ﾊﾝｻﾞﾜﾙﾅ

4 430 半沢　瑠菜(1) 松陵中

記録



 女子100mYH(8.5m/0.762m)
審 判 長：

記録主任：

8月18日

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

3

ﾊﾝｻﾞﾜﾅﾅﾐ

4 425 半沢　菜々美(3) 松陵中

記録



 女子400mH
審 判 長：

記録主任：

8月19日  

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

ｲﾅﾊﾞ ｷﾗﾗ ｻｲﾄｳ ﾁｻﾄ

2 1138 稲葉　きらら(4) 東北福祉大 2 947 齋藤　千聖(1) 仙台育英
ｻｸﾗｲ ﾕｳｶ ｼｶﾏ ﾋﾛﾅ

3 635 櫻井　祐花(2) 多賀城高 3 934 色摩　優那(1) 仙台育英
ｻﾜｻﾄ ｻﾂｷ ｷｸﾁ ﾘﾅ

4 1083 澤里　さつき(3) 八戸学院大学 4 289 菊地　梨那(2) 仙台西高
ﾀﾆ ﾎﾉｶ ｻﾄｳ ﾜｶﾅ

5 1047 谷　萌花(2) 東北学院榴ヶ岡 5 43 佐藤　和香奈(2) 仙台二高

記録 記録



 女子4X100mR

8月18日

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 987 ｸｻｶ ﾕｳｶ (  ) 155 ｵｻﾀﾞ ﾐｵ
(  ) (  ) 982 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ (  ) 151 ﾋｷﾒ ﾓﾓｶ
(  ) (  ) 984 ｵｵﾄﾓ ﾚｲﾅ (  ) 160 ﾅｶﾏﾙ ｲｽﾞﾐ
(  ) (  ) 986 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ (  ) 165 ｻﾜｸﾞﾁ ﾘｵｺ
(  ) (  ) 985 ﾊﾔｻｶ ｱﾔ (  ) 163 ｷﾑﾗ ﾚﾅ
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 408 ｷｻﾗ ｱﾉ (  ) 1260 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ (  ) 46 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｺ
(  ) 413 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻﾄ (  ) 1257 ﾐｳﾗ ﾕﾅ (  ) 43 ｻﾄｳ ﾜｶﾅ
(  ) 417 ｲﾅﾊﾞ ｱﾔｶ (  ) 1255 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ (  ) 59 ﾏｴｶﾜ ｺﾋﾛ
(  ) 410 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾅ (  ) 1261 ﾌｼﾞﾉ ﾕﾒ (  ) 58 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ
(  ) 420 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾖ (  ) (  )
(  ) 415 ﾂｼﾏ ﾊﾅｶ (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) (  ) 1052 ヤマダ　スズカ

(  ) (  ) (  ) 1047 ﾀﾆ ﾎﾉｶ
(  ) (  ) (  ) 1048 ﾅﾗ ﾓﾓﾅ
(  ) (  ) (  ) 1054 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅｶ
(  ) (  ) (  ) 1056 ﾊﾔｼ ｺﾉﾝ
(  ) (  ) (  ) 1055 ｵｶﾞﾀ ｱｽﾐ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 115 ｻｸﾗｵｶ ﾋﾖﾘ (  ) 305 ｵｵﾀ ｱﾔｶ (  ) 362 ｶﾘﾉ ｺﾄﾈ
(  ) 102 ｵﾉ ｶﾝﾅ (  ) 301 ﾏｴｶﾜ ﾐﾉﾘ (  ) 360 ﾊｻﾞﾏ ﾒｲ
(  ) 104 ｻｻｷ ﾘｺ (  ) 316 ｻﾄｳ ﾘｺ (  ) 367 ﾓﾘ ｱｲﾘ
(  ) 108 ｶﾉ ﾁｻﾄ (  ) 319 ｶﾜﾄ ﾊﾙﾅ (  ) 365 ﾀｶﾊｼ ｱﾝ
(  ) (  ) 315 ｷｸﾀ ﾕｲｺ (  ) 358 ｵｵﾀﾂﾒ ﾘﾝ
(  ) (  ) 318 ﾋｷﾁ ｱﾕﾐ (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2

3

菊田　結子(1)
引地　歩実(1)

仙台高校
狩野　琴音(1)
間　萌(2)
森　愛莉(1)
高橋　杏(1)
大立目　琳(2)

宮城一高
櫻岡　日和(1)
小野　かんな(2)

佐々木　璃子(2)

狩野　千聡(2)

仙台東高校
太田　彩花(2)
前川　みのり(2)

佐藤　莉子(1)
川渡　遥南(1)

山田　鈴夏(2)
谷　萌花(2)
奈良　萌々夏(2)

岩本　菜々果(1)

林　心暖(1)
尾方　彩純(1)

仙台二高
金森　由布子(1)

佐藤　和香奈(2)

前川　こひろ(1)

中嶋　美咲(1)

東北学院榴ケ岡

對馬　花佳(1)

柴田高校女子Ａ
渡辺　琉希愛(2)

三浦　由奈(2)
髙橋　奈々(2)
藤野　夢(1)

仙台商業高校
木皿　朱紀(2)
橋本　美里(1)
稲葉　彩日(1)
小野寺　絢奈(1)

相澤　加代(2)

仙台二華高
長田　美桜(2)
蟇目　百香(2)
仲丸　泉美(1)
澤口　凛音子(1)

木村　玲奈(1)

東北高
日下　優香(1)
菅原　夕七(2)
大友　玲奈(1)
高橋　桜(1)
早坂　彩(1)



 女子4X100mR

8月18日

3組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) (  ) 563 ｵﾉ ｾﾝﾘ
(  ) (  ) (  ) 555 ｶﾜﾑﾗ ﾕｱ
(  ) (  ) (  ) 557 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ
(  ) (  ) (  ) 562 ﾂﾀﾞ ｻﾔｶ
(  ) (  ) (  ) 558 ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 345 ｵｵﾀ ﾋｶﾙ (  ) 1274 ｽｶﾞｲ ｺﾄﾈ (  ) 1281 ｻﾄｳ ｱﾐ
(  ) 382 ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ (  ) 1267 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｸ (  ) 1286 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾄﾐ
(  ) 384 ｺﾝﾉ ｱｲ (  ) 1272 ﾖｺﾀ ﾅﾅﾐ (  ) 1284 ｷｸﾁ ｷｴ
(  ) 386 ｺﾝﾉ ｻｸﾗ (  ) 1271 ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾅ (  ) 1285 ｷｼｶﾞﾐ ﾑﾂﾐ
(  ) 383 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾄｶ (  ) 1266 ｺﾝﾉ ﾐﾊﾙ (  ) 1279 ｵｵﾄﾓ ﾋｵﾘ
(  ) (  ) 1331 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2

3

高橋　美空(1)

名取高
佐藤　亜美(2)
谷川　仁美(1)
菊池　紀恵(1)
岸上　陸美(1)
大友　妃織(2)

名取北
菅井　琴音(1)
五十嵐　美玖(2)

横田　奈々美(1)

遠藤　世奈(1)
今野　美晴(2)

仙台工高
太田　　輝(1)
千葉　栞那(1)
今野　愛(1)
今野　桜(1)
片桐　琴香(1)

宮城広瀬高校
小野　茜莉(1)
川村　夢愛(1)
後藤　美咲(1)
津田　莢佳(1)
藤田　真央(1)



 女子4X400mR

8月19日 

1組
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
(  ) 42 ｻｲｼﾞｮｳ ｴﾘｶ (  ) 1052 ヤマダ　スズカ (  ) 1260 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ
(  ) 43 ｻﾄｳ ﾜｶﾅ (  ) 1047 ﾀﾆ ﾎﾉｶ (  ) 1257 ﾐｳﾗ ﾕﾅ
(  ) 44 ｻﾜﾀﾞ ﾏﾕｺ (  ) 1048 ﾅﾗ ﾓﾓﾅ (  ) 1255 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ
(  ) 48 ﾖｼﾓﾄ ﾁﾅﾐ (  ) 1054 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅｶ (  ) 1261 ﾌｼﾞﾉ ﾕﾒ
(  ) (  ) 1055 ｵｶﾞﾀ ｱｽﾐ (  )
(  ) (  ) 1056 ﾊﾔｼ ｺﾉﾝ (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

5ﾚｰﾝ
(  ) 420 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾖ
(  ) 410 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾅ
(  ) 417 ｲﾅﾊﾞ ｱﾔｶ
(  ) 411 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾉ
(  ) 413 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻﾄ
(  ) 415 ﾂｼﾏ ﾊﾅｶ
[  ]
[  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2

3

2組
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
(  ) 1281 ｻﾄｳ ｱﾐ (  ) 363 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｱｶﾘ (  ) 101 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ
(  ) 1283 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾎﾉｶ (  ) 360 ﾊｻﾞﾏ ﾒｲ (  ) 102 ｵﾉ ｶﾝﾅ
(  ) 1285 ｷｼｶﾞﾐ ﾑﾂﾐ (  ) 361 ｱﾘｶﾞ ﾗﾝ (  ) 106 ﾁﾊﾞ ﾅｵ
(  ) 1279 ｵｵﾄﾓ ﾋｵﾘ (  ) 365 ﾀｶﾊｼ ｱﾝ (  ) 100 ｱﾍﾞ ｷﾗﾗ
(  ) (  ) 367 ﾓﾘ ｱｲﾘ (  ) 115 ｻｸﾗｵｶ ﾋﾖﾘ
(  ) (  ) (  ) 104 ｻｻｷ ﾘｺ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

5ﾚｰﾝ
(  ) 590 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅｺ
(  ) 592 ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ
(  ) 596 ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ
(  ) 595 ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ
(  ) 593 ｽｽﾞｷ ﾘﾘ
(  ) 594 ｵﾀﾞｼﾏ ﾎﾉｶ
[  ]
[  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2

3

鈴木　華凛(1)
小田嶋　穗乃香(1)

佐々木　璃子(2)

利府高校
川原　日菜子(2)

和田　夏海(2)
金子　ひなた(1)

鈴木　くるみ(1)

宮城一高
岩淵　春花(2)
小野　かんな(2)

千葉　菜央(2)
阿部　綺星(2)
櫻岡　日和(1)

仙台高校
小金澤　あかり(1)

間　萌(2)
有賀　蘭(1)
高橋　杏(1)
森　愛莉(1)

對馬　花佳(1)

名取高
佐藤　亜美(2)
新妻　ほのか(2)

岸上　陸美(1)
大友　妃織(2)

仙台商業高校
相澤　加代(2)
小野寺　絢奈(1)

稲葉　彩日(1)
高橋　雪乃(1)
橋本　美里(1)

尾方　彩純(1)
林　心暖(1)

柴田高校女子Ａ
渡辺　琉希愛(2)

三浦　由奈(2)
髙橋　奈々(2)
藤野　夢(1)

仙台二高
西條　絵莉香(2)

佐藤　和香奈(2)

澤田　万由子(2)

吉本　知那美(2)

東北学院榴ケ岡
山田　鈴夏(2)
谷　萌花(2)
奈良　萌々夏(2)

岩本　菜々果(1)



 女子走高跳
審 判 長：

記録主任：

8月19日

　

ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾘ

1 112 徳永　朱莉(1) 宮城一高
ﾊﾔｼ ｺﾉﾝ

2 1056 林　心暖(1) 東北学院榴ヶ岡
ｵｵﾂｷ ｻﾅ

3 1244 大槻　沙菜(1) 柴田農林川崎
ﾌﾀﾏｾ ﾄｳｺ

4 53 二間瀬　薫子(1) 仙台二高
ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ

5 326 鈴木　聖弥(2) 仙台東高
ｸﾆﾍﾞ ｱﾐ

6 51 國部　彩心(1) 仙台二高
ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ

7 636 木村　真智(3) 利府高校
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｵ

8 296 相澤　りお(1) 仙台西高
ｱｲﾊﾗ ｶﾉﾝ

9 113 相原　かのん(1) 宮城一高
ﾏｴｶﾜ ﾐﾉﾘ

10 301 前川　みのり(2) 仙台東高
ｵｲｶﾜ ｱﾐ

11 119 及川　亜美(1) 宮城一高
ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅｶ

12 1054 岩本　菜々果(1) 東北学院榴ヶ岡
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｱｶﾘ

13 363 小金澤　あかり(1) 仙台高校
ﾊﾔｻｶ ﾏﾘ

14 366 早坂　麻里(1) 仙台高校
ｷﾀｼﾞﾏ ﾈﾈ

15 500 北島 寧々(2) 泉館山高
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾂﾞｷ

16 680 菅原　みづき(1) 塩釜高校
ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ

17 558 藤田　真央(1) 宮城広瀬高校
ｵﾀﾞｼﾏ ﾎﾉｶ

18 594 小田嶋　穗乃香(1) 利府高校
ﾐｳﾗ ﾚｲﾅ

19 47 三浦　玲奈(2) 仙台二高

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18日

　

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ

1 381 遠藤　彩華(3) 仙台工業高
ﾁﾊﾞ ﾋﾅﾀ

2 286 千葉　陽(2) 仙台西高
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｵ

3 296 相澤　りお(1) 仙台西高
ﾊﾔｼ ｺﾉﾝ

4 1056 林　心暖(1) 東北学院榴ヶ岡
ｺﾝﾉ ｻｸﾗ

5 386 今野　桜(1) 仙台工業高
ｵｻﾀﾞ ﾐｵ

6 155 長田　美桜(2) 仙台二華高
ﾅﾗ ﾓﾓﾅ

7 1048 奈良　萌々夏(2) 東北学院榴ヶ岡

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18日 

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

ｶﾜﾑﾗ ﾕｱ

1 555 川村　夢愛(1) 宮城広瀬高校
ｷｸﾀ ﾕｲｺ

2 315 菊田　結子(1) 仙台東高
ﾂｼﾏ ﾊﾅｶ

3 415 對馬　花佳(1) 仙台商業高
ｸﾏﾀﾞ ｺﾏﾁ

4 1369 熊田　小町(1) 福島南高
ｺﾞﾄｳ ｼﾖｵ

5 1256 後藤　正緒(2) 柴田高校
ｵｵﾂｷ ｻﾅ

6 1244 大槻　沙菜(1) 柴田農林川崎
ｱｲｻﾞﾜ ｶﾖ

7 420 相澤　加代(2) 仙台商業高
ｻﾄｳ ﾚｲｶ

8 50 佐藤　玲佳(1) 仙台二高
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ

9 58 中嶋　美咲(1) 仙台二高
ｻﾄｳ ﾐﾕｳ

10 418 佐藤　美夕(1) 仙台商業高
ｵｵﾀ ｱﾔｶ

11 305 太田　彩花(2) 仙台東高
ﾔｼﾏ ｱｷﾗ

12 1216 八島 爽 白石高校
ﾊﾚｻﾜ ﾋﾅ

13 290 晴澤　陽菜(1) 東華中
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕﾘ

14 56 東條　有季(1) 仙台二高
ｽｽﾞｷ ﾘﾘ

15 593 鈴木　華凛(1) 利府高校
ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾉ

16 411 高橋　雪乃(1) 仙台商業高
ﾅｶﾏﾙ ｲｽﾞﾐ

17 160 仲丸　泉美(1) 仙台二華高
ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾅ

18 410 小野寺　絢奈(1) 仙台商業高
ﾜﾀﾗｲ ﾙﾅ

19 292 渡來　瑠菜(1) 東華中
ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ

20 595 鈴木　くるみ(1) 利府高校
ｻｻｷ ｻｴ

21 284 佐々木　咲笑(2) 東華中
ﾀﾀﾞ ﾁﾋﾛ

22 300 多田　千紘(2) 仙台西高
ﾀｶﾊｼ ｱﾝ

23 365 高橋　杏(1) 仙台高校
ｵﾊﾞﾀ ﾏﾋﾛ

24 1264 小畑　茉尋(1) 柴田高校
ｲﾅﾊﾞ ｱﾔｶ

25 417 稲葉　彩日(1) 仙台商業高



 女子三段跳
審 判 長：

記録主任：

8月19日

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 ｼﾖｵ

1 1256 後藤　正緒(2) 柴田高校
ﾁﾊﾞ ﾋﾅﾀ

2 286 千葉　陽(2) 仙台西高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ

3 1060 渡邊　朝美(M2) 東北大学
ｸﾏﾀﾞ ｺﾏﾁ

4 1369 熊田　小町(1) 福島南高
ﾂﾀﾞ ｻﾔｶ

5 562 津田　莢佳(1) 宮城広瀬高校
ﾀｶﾊｼ ｱﾝ

6 365 高橋　杏(1) 仙台高校
ｻﾜﾀﾞ ﾏﾕｺ

7 44 澤田　万由子(2) 仙台二高
ｵｵﾀ ｱﾔｶ

8 305 太田　彩花(2) 仙台東高
ｻｲｼﾞｮｳ ｴﾘｶ

9 42 西條　絵莉香(2) 仙台二高
ｼﾏﾑﾗ ﾏﾐ

10 941 島村　真未(2) 仙台育英
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾗ

11 648 吉田　悠良(2) 利府高校



一般･高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月19日

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 ﾐﾊﾙ

1 1266 今野　美晴(2) 名取北高
ｻﾄｳ ﾄﾓｺ

2 290 里沼　智子(2) 仙台西高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｵ

3 409 遠藤　美桜(1) 仙台商業高
ﾜﾀﾞ ﾌﾐｺ

4 360 和田　史子(0) 宮城マスターズ
ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾄｶ

5 383 片桐　琴香(1) 仙台工業高
ｱｷﾊﾞ ｼﾞｭﾘ

6 1211 秋葉　珠莉(1) 白石高校
ｵｸﾞﾛ ｽﾐｶ

7 983 小黒　純華(2) 東北高校
ﾐｳﾗ　ﾕｳ

8 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：

8月19日

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

ﾁﾊﾞ ｶｵﾙｺ

1 316 千葉　薫子(2) 東華中
ｳｼﾞｲｴ ﾊﾙｶ

2 320 氏家　遥香(2) 東華中



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月18日

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

ﾜﾀﾞ ﾌﾐｺ

1 360 和田　史子(0) 宮城マスターズ
ﾋｷﾁ ｱﾕﾐ

2 318 引地　歩実(1) 仙台東高
ｵｵﾀﾂﾒ ﾘﾝ

3 358 大立目　琳(2) 仙台高校
ﾁﾊﾞ ﾅｵ

4 164 千葉　菜央(1) 仙台二華高
ﾏﾂｷ ﾕﾒ

5 678 松木　祐芽(1) 塩釜高校
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ

6 1333 髙橋　真里(1) 名取北高
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｺ

7 309 山田　美子(3) 東華中
ｵｵｳﾗ ﾏﾕｷ

8 317 大浦　真由紀(1) 仙台東高
ｶﾒｲ ｱｻ

9 161 亀井　安紗(1) 仙台二華高
ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ

10 1206 齋藤　和奏(2) 白石高校
ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾄｶ

11 383 片桐　琴香(1) 仙台工業高
ｻｻｷ ﾕｳﾐ

12 212 佐々木　優海(1) 仙台向山高
ｷﾞｮｳﾄｸ ﾏﾘｱ

13 6414 行德　麻理愛(2) 相馬東高
ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ

14 595 鈴木　くるみ(1) 利府高校
ｸﾄﾞｳｶﾎｺ

15 8526 工藤　梨帆子(3) 矢本一中
ｻﾄｳ ｻﾄﾐ

16 1208 佐藤　聡美(2) 白石高校
ｵｸﾞﾛ ｽﾐｶ

17 983 小黒　純華(2) 東北高校
ｶﾝﾉ ﾏｲ

18 938 菅野　舞(3) 仙台育英
ﾊｷｱｲ ﾐｻ

19 945 吐合　美彩(2) 仙台育英
ｺﾝﾄﾞｳ　ｱｷ

20 1114 近藤　安希(2) 仙台大学
ｲﾄｶﾞ　ﾋﾒｶ

21 1116 糸賀　媛香(2) 仙台大学
ﾋｸﾞﾁ　ﾉｿﾞﾐ

22 1113 樋口　望美(2) 仙台大学
ﾄﾂｶ　ﾕｳ

23 1117 戸塚　優(2) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ　ｻﾔｶ

24 1105 高橋　沙也加(4) 仙台大学



 女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

8月18日  

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

ﾜﾀﾞ ﾌﾐｺ

1 360 和田　史子(0) 宮城マスターズ
ｺﾝﾉ ﾐﾊﾙ

2 1266 今野　美晴(2) 名取北高
ｻﾄｳ ｻﾄﾐ

3 1208 佐藤　聡美(2) 白石高校
ﾜｶﾏﾂ ﾕｷﾅ

4 1259 若松　由貴奈(2) 柴田高校
ｵｵﾊｼ ﾌｳｶ

5 1359 大橋　風花(2) 福島南高
ﾏﾂｻﾞｷ ｱｽｶ

6 6419 松崎　明日香(2) 相馬東高
ﾎｼ　ｷｮｳｶ

7 1110 星　京香(3) 仙台大学
ﾎｼ　ｷｮｳｶ

8 1110 星　京香(3) 仙台大学
ﾈﾓﾄ　ｲﾌﾞｷ

9 1109 根本　伊ぶき(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ

10 584 佐藤　はるか(3) 利府高校
ｽｽﾞｷ ｶｲﾈ

11 6411 相馬東高



 女子やり投(600g)
審 判 長：

記録主任：

8月19日 

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

ﾖﾈｶﾜ ﾚﾝﾅ

1 314 米川　蓮奈(1) 仙台東高
ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ

2 596 金子　ひなた(1) 利府高校
ｽｽﾞｷ ﾚﾝｹﾞ

3 364 鈴木　恋華(1) 仙台高校
ﾜﾀﾞ ﾌﾐｺ

4 360 和田　史子(0) 宮城マスターズ
ｶﾜﾑﾗ ﾕｱ

5 555 川村　夢愛(1) 宮城広瀬高校
ｵｵﾀﾂﾒ ﾘﾝ

6 358 大立目　琳(2) 仙台高校
ｱｷﾊﾞ ｼﾞｭﾘ

7 1211 秋葉　珠莉(1) 白石高校
ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ

8 1206 齋藤　和奏(2) 白石高校
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ

9 1333 髙橋　真里(1) 名取北高
ｲﾅﾊﾞ ｱﾔｶ

10 417 稲葉　彩日(1) 仙台商業高
ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅｶ

11 1054 岩本　菜々果(1) 東北学院榴ヶ岡
ﾉｻﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ

12 4033 野澤　円香(4) 東北大医学
ﾅﾄﾘ　ｼｵﾘ

13 1133 名取　詩織(1) 仙台大学


