
 男子800m
審 判 長：

記録主任：

7月27日 18:35 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｱﾗﾀ　ｹｲｽｹ

2 50 荒田　啓輔 東北大学学友会陸上競技部

ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ

3 174 高橋　祐貴(4) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ

4 169 渡辺　晟名(3) 仙台大学
ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ

5 156 菅原　遥(4) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋｶﾙ

6 6702 渡辺　光 新庄地区陸協

ｻﾄｳ　ﾕｳﾄ

7 171 佐藤　優斗(4) 仙台大学
ｲﾜﾅﾐ　ﾀﾂﾋｺ

8 52 岩波　発彦 東北大学学友会陸上競技部

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

7月27日 16:55 

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

ｼｼﾄﾞ ﾕｳﾄ ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ

1 466 宍戸　勇翔(3) 仙台商業高校 1 4498 中野　和也(0) TEAM　みちのく

ｵｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾑ ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾃﾞ

2 135 尾形　希(1) 仙台第三高校 2 1217 江口　友秀(1) 白石高校
ｵｵﾀ ﾋｶﾙ ｵｻﾀﾞ ｺｳｷ

3 345 太田　　輝(2) 仙台東高校 3 63 長田　公喜(4) 東北大学学友会陸上競技部

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾔ ﾑｻｼ ﾕｳﾔ

4 137 髙橋　俊哉(1) 仙台第三高校 4 3445 武藏　祐哉(0) 白石高校教員

ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ ｻﾝｼﾞｮｳ　ﾋﾋﾞｷ

5 405 後藤　優月(1) 仙台高校 5 610 三條　響生(1) 仙台大学
スズキヒサト ｻﾄｳ ｹﾝﾀ

6 1801 鈴木尚登(2) 宮城陸協 6 1032 佐藤　健太(3) 東北高校
ﾐﾂｲ  ﾋﾛﾄ ｵｵｼﾏ ﾕｳﾔ

7 132 三井　洸(1) 仙台第三高校 7 1339 大嶋　祐也(3) 名取高校
ミシナ ユウヤ ｸﾏｶﾞｲ　ｼﾝｺﾞ

8 6213 三品 裕也(0) 神町自衛隊 8 159 熊谷　真吾(3) 仙台大学
ﾎｯﾀ ｱﾕﾑ ｽｽﾞｷ ｵﾄ

9 1216 堀田　歩夢(2) 白石高校 9 1038 鈴木　響(2) 東北高校
ｼﾓﾑﾗ ｱｻﾐ ｻｻｷ ｺｳｷ

10 160 下村　旭生(2) 宮城第一高校 10 1341 佐々木　孝基(3) 名取高校
ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ ｶﾝﾉ ﾀｸﾛｳ

11 133 遠藤　潤(1) 仙台第三高校 11 4953 菅野　拓郎(0) TEAM　みちのく

ﾀﾆｳﾁ ｺﾀﾛｳ ｲﾜｲ ｺｳｽｹ

12 484 谷内　児太郎(2) 仙台商業高校 12 3139 岩井　康祐(2) 宇都宮北高校

ホシリョウタ ｵｵﾄﾓ ﾘｮｳ

13 1825 星亮太(2) 宮城陸協 13 768 大友　　涼(2) 山形県立米沢工業高等学校

ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ｲﾜｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ

14 1208 柿崎　諒介(2) 白石高校 14 338 岩清水　航平(2) 仙台東高校
ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾔ ｳｽｲ ﾊﾔﾄ

15 1234 大槻　丈弥(2) 角田高校 15 84 臼井　駿斗(3) 東北大学学友会陸上競技部

ﾅｶﾉ ｱｻﾄ ﾏﾙﾔﾏ　ｹｲｼﾞ

16 1437 中野　朝斗(1) 角田高校 16 166 丸山　圭司(2) 仙台大学
ｵｵﾑｶｲ ｹﾝﾀ ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ

17 348 大向　健太(2) 仙台東高校 17 592 児玉　健太(1) 東北大学学友会陸上競技部

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ ﾓﾄｷ　ﾚﾝ

18 408 山本　弥士(1) 仙台高校 18 153 元木　蓮(2) 仙台大学
ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ ｸﾛｻﾜ　ﾀﾂﾉｽｹ

19 6676 早田　洋平(0) 相馬市駅伝チーム 19 606 黒沢　竜之介(1) 仙台大学
ｶﾄｳｼｭﾝｷ ｴｶﾞﾜ　ｹﾝﾀ

20 1367 加藤駿希(3) 伊具高校 20 152 江川　健太(2) 仙台大学
ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾋｺ ｵｵﾀ ﾀｶﾉﾘ

21 6675 山内　亮彦(0) 相馬市駅伝チーム 21 3341 太田　孝紀(0) あぶくまAC
ｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ

22 2407 伊藤　昴(0) チーム気仙沼 22 4294 遠藤　直樹(0) 石巻RC
ﾂﾎﾞｲ ｹﾝﾀ ｼｵﾔ　ｱｷﾋﾄ

23 4053 坪井　健太(0) チーム気仙沼 23 168 塩谷　晃仁(3) 仙台大学
ｻｻｷ ﾊﾙ ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝ

24 324 佐々木　陽(1) 仙台東高校 24 4299 相澤　賢(0) 石巻RC
ｻﾄｳ ｲﾂｷ ｺﾝﾀ ﾓﾄｷ

25 320 佐藤　　樹(1) 仙台東高校 25 771 今田　元貴(2) 山形県立米沢工業高等学校

ｻﾉ ｶﾅﾀ ｱｶﾞﾂﾏ ﾕｳｽｹ

26 315 佐野　航向(1) 仙台東高校 26 47 吾妻　祐介(6) 東北大学学友会陸上競技部

ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ ﾁﾀﾞ ﾚﾝﾀ

27 467 和田　拓真(3) 仙台商業高校 27 6673 千田　蓮太(0) 相馬市駅伝チーム

コイケ アキラ ﾓﾘﾔ ｷｮｳﾍｲ

28 6239 小池 彰(0) 神町自衛隊 28 3492 森谷　享平(0) 西置賜地区陸協

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

7月27日 16:55 

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

ｶﾈｺｺｳﾀ ﾐｳﾗ ﾀｸﾄ

1 3051 金子康太(0) 米沢市陸協 1 994 三浦　拓斗(2) 明成高校
ﾉﾑﾗ ﾄﾜ ｻｻｷ ﾋﾛﾄ

2 519 野村　斗和(1) 東北福祉大学 2 1016 佐々木　敬人(2) 明成高校
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾀｼﾛ ﾅｵｷ

3 308 岩渕　大翼(3) 東北学院大学 3 3519 田代　直希(0) 郡山自衛隊
ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ

4 4805 菅野　辰也(0) あぶくまAC 4 4811 佐々木　優治(0) あぶくまAC
ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ ｾﾝｺﾞｸ ﾕｳﾀ

5 442 加藤　龍也(1) 東北学院大学 5 4133 千石　優太(0) おおさきRC
サトウタクミ ﾓﾘﾔ　ｼｭｳﾍｲ

6 4009 佐藤工(0) 広瀬川RC 6 6410 森谷　修平 山形市役所　

ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

7 639 坂本　航規(1) 東北学院大学 7 4807 佐藤　栄寿(0) あぶくまAC
ｷｸﾁ ｱｷﾗ ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ

8 1015 菊地　彬(2) 明成高校 8 981 阿部　輝(3) 明成高校
ｺﾞﾄｳ ｺｳｶﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ

9 767 後藤　光雅(3) 山形県立米沢工業高等学校 9 494 遠藤　佑弥(3) 東北福祉大学

ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ

10 4500 板橋　弘人(0) TEAM　みちのく 10 6228 大塚　翔太(0) 神町自衛隊
ｶﾄｳﾋﾛﾄﾓ ｻｸﾗﾊﾞ ｹｲﾏ

11 562 加藤大智(3) 山形大学医学部陸上部 11 1037 櫻庭　啓真(2) 東北高校
ｵﾊﾞﾀ ｿﾗﾄ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

12 1040 小畑　空斗(2) 東北高校 12 1047 高橋　彰太(1) 東北高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄ ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

13 1051 小林　秀寿(1) 東北高校 13 1048 神田　大地(1) 東北高校
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ﾀｶﾉ ﾋｶﾙ

14 1039 佐藤　翔太(2) 東北高校 14 3499 高野　光(0) 西置賜地区陸協

ｵｶｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾀ ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

15 1002 岡崎　文太(1) 明成高校 15 4318 櫻田　浩章(0) 石巻RC
ｸﾜﾊﾗ ﾕｳﾄ ｻﾄｳ　ﾄﾓﾔ

16 290 桑原　悠人(4) 東北学院大学 16 865 佐藤　智哉(3) 聖和高校
ﾀｶhｼ ﾋｶﾙ ﾅｲﾄｳ ｹﾝﾀ

17 294 髙橋　陽(4) 東北学院大学 17 3497 内藤　健太(0) 西置賜地区陸協

ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾝﾉ ｲｯﾍﾟｲ

18 1049 丹野　滉太郎(1) 東北高校 18 4118 今野　一平(0) おおさきRC
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

19 1042 鈴木　夢叶(2) 東北高校 19 1041 鈴木　龍星(2) 東北高校
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ

20 309 藤原　悠斗(3) 東北学院大学 20 1050 榊原　巧(1) 東北高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ｶﾝﾉ ｹﾝﾄ

21 6688 山本　崚介(0) MAX　PROJECT 21 637 菅野　研人(1) 東北学院大学

ﾏﾂﾊﾞﾗｼﾝﾔ ｻｻﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ

22 462 松原慎也(3) 山形大学医学部陸上部 22 1030 笹部　駿介(3) 東北高校
ｿﾈ ﾀｹﾋﾛ ｻｲﾄｳ ｿｳｷ

23 4117 曽根　赴紘(0) おおさきRC 23 1052 齋藤　颯希(1) 東北高校
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ

24 4319 高橋　裕貴(0) 石巻RC 24 1028 今野　大輝(3) 東北高校
ｷｸﾁ ﾊﾙｷ ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳｽｹ

25 4244 菊地　春紀(0) 西村山陸協 25 985 永倉　秀涼(3) 明成高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ ｻｲﾓﾄ ﾀｹﾙ

26 518 渡邊　泰幸(1) 東北福祉大学 26 983 斉本　岳(3) 明成高校
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ ﾂﾁﾀﾞ ｶｲﾄ

27 49 藤原　啓(6) 東北大学学友会陸上競技部 27 769 土田　嘉惟斗(2) 山形県立米沢工業高等学校

ﾆｯﾀ ｶﾂｼﾞ ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾞﾝｷ

28 3572 新田　勝士(0) 水ラン 28 4054 小野寺　元気(0) チーム気仙沼

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

7月27日 16:55 

5組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｵｵﾀﾆ ｱﾀﾙ

1 3215 大谷　克(0) 南陽市役所
カワノベ　ケイ

2 3118 川野部　桂(0) 米沢市陸協
ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ

3 3097 朝倉　和眞(0) 宮城陸協
ｼﾞｮｾﾌ ｵﾝｻﾘｺﾞ

4 3501 Joseph Onsarigo(0) 西置賜地区陸協

ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ

5 6410 森谷 修平(0) 山形市役所
ﾆｲﾀﾞﾃ ﾕｳｼﾞ

6 2040 新舘　裕司(0) 宮城陸協
ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ

7 4812 一條　博海(0) あぶくまAC
ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ

8 4296 大橋　真弥(0) 石巻RC
ｲｼｲ ﾀﾂｷ

9 4295 石井　辰樹(0) 石巻RC
ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕｳ

10 61 古舘　優(0) 花巻AC
ｻﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ

11 502 三條　拓士(3) 東北福祉大学

ﾏｾﾄﾓﾔ

12 128 間瀬智哉(3) 愛知大学
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ

13 4309 鈴木　拓樹(0) 石巻RC
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾗ

14 642 吉田　悠良(3) 利府高校
ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾀｶ

15 311 千葉　一天(2) 東北学院大学

ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ

16 3259 中津川　遥也(0) 東北福祉大学

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ

17 454 渡辺　誠也(4) 山形大学
ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ

18 491 松田　健汰(4) 東北福祉大学

ﾇﾏﾀ ｱｻﾋ

19 307 沼田　旭陽(3) 東北学院大学

ﾄｷﾀ ｿｳｼ

20 342 時田　爽志(4) 秋田大学
ｵｵﾀ ｶﾂﾔ

21 4586 太田　勝也(0) 多賀城自衛隊

ﾋﾉ ﾔｽﾏｻ

22 295 日野　泰正(4) 東北学院大学

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ

23 694 中村　舜(1) 東北福祉大学

ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾀﾂﾔ

24 997 大栁　達哉(3) 明成高校
ｲｼﾄﾞｳ ｿﾗ

25 636 石堂　爽空(3) 利府高校
ﾐｳﾗ ﾄｼｷ

26 4570 三浦　寿輝(0) YKK　AP東北

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾔﾄ

27 513 畠山　駿斗(2) 東北福祉大学

ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ

28 6208 本間　渉(0) 神町自衛隊
ﾌﾙﾔﾏ ｹｲﾄ

29 514 古山　慧斗(2) 東北福祉大学

記録



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

7月27日 16:55 
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 男子3000m
審 判 長：

記録主任：

7月27日 15:30 

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

ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ オガワ カズキ

1 4589 櫻井　昴平(0) 多賀城自衛隊 1 6242 小川 和輝(0) 神町自衛隊
ｺﾝﾉ ﾚｲﾔ ｵﾉﾃﾞﾗ　ｹﾝｼﾝ

2 1398 昆野　玲也(2) 宮城県農業高校 2 866 小野寺　謙心(3) 聖和高校
ｲﾀﾊﾞｼ ｺｳｾｲ ｱﾏﾉ　ｼﾝﾉｽｹ

3 1401 板橋　孝誠(1) 宮城県農業高校 3 878 天野　真之介(2) 聖和高校
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ ﾆﾍｲ ｹﾝｽｹ

4 1395 遠藤　尊(2) 宮城県農業高校 4 6245 二瓶　健将(0) 神町自衛隊
ｻﾄｳ ﾄﾓｷ ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ

5 1213 佐藤　朋樹(2) 白石高校 5 5512 鈴木　慶伍(2) 富谷市立東向陽大中学校

ｼﾁｼﾞ ｶﾝﾀ ﾁﾊﾞ ｲﾌﾞｷ

6 1331 七字　勘汰(1) 名取北高校 6 998 千葉　伊吹(1) 明成高校
ｶﾝﾉ ﾀｸﾄ ｲﾊﾞ ｺｳﾖｳ

7 5511 菅野　卓杜(2) 富谷市立東向陽大中学校 7 766 井場　広洋(3) 山形県立米沢工業高等学校

ｻﾄｳ ｿｳﾀ ﾋﾛｾ ｵｳｶﾞ

8 5516 佐藤　蒼太(2) 富谷市立東向陽大中学校 8 773 広瀬　桜雅(1) 山形県立米沢工業高等学校

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ ｼﾌﾞﾔ ﾀﾞｲｺﾞ

9 1783 中村　優李(1) 仙台市立八乙女中学校 9 5486 澁谷　大悟(3) 富谷市立東向陽大中学校

ﾓﾘﾔ ﾊﾙﾄ ｶﾈｺ ｶｲﾄ

10 1772 守屋　晴斗(2) 仙台市立八乙女中学校 10 1000 金子　海人(1) 明成高校
ｵｵﾊﾞ ｹｲｽｹ ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ

11 1782 大場　啓助(1) 仙台市立八乙女中学校 11 1321 菅原　匠真(2) 名取北高校
ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ ｶｶﾞﾜ ﾘｵﾝ

12 605 及川　優喜(2) 宮城広瀬高校 12 770 加川　莉遠(2) 山形県立米沢工業高等学校

ﾋﾉｽｷﾞ ﾘｸ オグラ リョウマ

13 602 日野杉　陸(2) 宮城広瀬高校 13 6241 小椋 涼馬(0) 神町自衛隊
ﾐﾄ ﾊﾙﾄ ｲﾄｳ ｺｳｾｲ

14 1771 水戸　大翔(2) 仙台市立八乙女中学校 14 1785 伊藤　光成(3) 仙台市立八乙女中学校

ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ ｲ　ﾕｳｹﾞﾝ

15 343 千葉　一稀(2) 仙台東高校 15 3073 李　裕弦 宮城陸協
ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾀ ｶﾜﾏﾀ ｶｲ

16 1329 土谷　亮太(1) 名取北高校 16 1322 川股　佳生(2) 名取北高校
ｻﾄｳ ﾘｵ ﾖﾈﾔﾏ　ﾕｷﾉﾌﾞ

17 620 佐藤　瑠音(1) 宮城広瀬高校 17 0 米山　幸伸 宮城陸協
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｷ ｸｶﾞ ｾｲﾔ

18 623 大久保　友貴(1) 宮城広瀬高校 18 4585 久我　聖也(0) 多賀城自衛隊

ｸﾄﾞｳ ｹｲﾀ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ

19 617 工藤　慶大(1) 宮城広瀬高校 19 772 伊藤　大輝(1) 山形県立米沢工業高等学校

ﾊﾔｼ ｿｳｺﾞ ﾃﾙｲ　ｶｽﾞﾄ

20 1305 林　聡吾(男) 柴田高校 20 614 照井　知殿(1) 仙台大学
ｻｲﾄｳ ﾚｵﾏ ｷｸﾁ ﾋｶﾘ

21 1439 斉藤 鈴大真(男) 柴田高校 21 101 菊地　　輝(2) 仙台第三高校

ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｷ

22 1366 橋本　琉葵(1) 白石高校
ﾉﾀﾞ ｺｳｽｹ

23 1220 野田　康介(1) 白石高校
ｸｷﾞﾆ ｼｭﾝｽｹ

24 337 釘野　峻輔(2) 仙台東高校
ｵｵｲｼ ｸﾛｳﾄﾞ

25 1442 大石　蔵人(男) 柴田高校
ｻｻｷ ﾕｳﾀ

26 1277 佐々木 優大(男) 柴田高校

記録 記録



 男子3000m
審 判 長：

記録主任：

7月27日 15:30 

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

マツダ マサト ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ

1 1254 松田 将東(3) 天童第二中学校 1 4296 大橋　真弥(0) 石巻RC
ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ

2 1009 早川　拓海(1) 明成高校 2 3097 朝倉　和眞(0) 宮城陸協
ｵｵｷ ｿｳﾔ ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ

3 635 大木　漱也(3) 利府高校 3 6410 森谷 修平(0) 山形市役所
ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ ｵｵﾀﾆ ｱﾀﾙ

4 4584 石川　　樹(0) 多賀城自衛隊 4 3215 大谷　克(0) 南陽市役所
ﾀﾏｵｳ　ｷﾂﾞｷ ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ

5 161 玉應　希築(2) 仙台大学 5 4812 一條　博海(0) あぶくまAC
ｳｼﾞｲｴ ﾀﾞｲｷ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ

6 649 氏家　大希(2) 利府高校 6 4309 鈴木　拓樹(0) 石巻RC
ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝﾄ ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

7 658 小野寺　賢翔(1) 利府高校 7 656 野沢　悠真(1) 利府高校
ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ ﾏﾐﾔ ﾖｼﾏｻ

8 661 畠山　朝陽(1) 利府高校 8 646 間宮　義雅(2) 利府高校
ｻﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ ﾀｶﾊｼ ｶｲ

9 4592 佐藤　信之助(0) 多賀城自衛隊 9 648 高橋　海(2) 利府高校
ｶﾄｳ　ﾏｻｷ ｲｼﾄﾞｳ ｿﾗ

10 151 加藤　将貴 仙台大学 10 636 石堂　爽空(3) 利府高校
ﾁﾊﾞ ﾕｲﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾕﾗ

11 665 千葉　唯登(1) 利府高校 11 642 吉田　悠良(3) 利府高校
ｻｻｷ ｼｭﾝﾀ ﾐｳﾗ ﾄｼｷ

12 194 佐々木　俊太(1) 仙台二華高校 12 4570 三浦　寿輝(0) YKK　AP東北

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ミシナ ユウヤ

13 6205 吉田　周平(0) 神町自衛隊 13 6213 三品 裕也(0) 神町自衛隊
ｲﾄｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｭｳｾｲ

14 999 伊藤　元太郎(1) 明成高校 14 160 山田　琉生(2) 仙台大学
ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ ﾀｶﾅｼ ｱﾙﾋﾄ

15 193 杉本　智紀(1) 仙台二華高校 15 647 髙梨　有仁(2) 利府高校
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ オオカワラ　ユウヘイ

16 49 藤原　啓(6) 東北大学学友会陸上競技部 16 266 大河原　雄平(0) 紫波郡陸協
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ﾂﾎﾞｲ ｹﾝﾀ

17 4576 山田　俊太(0) 多賀城自衛隊 17 4053 坪井　健太(0) チーム気仙沼

ｷﾑﾗ ｿｳﾀ ﾆｯﾀ ﾕｳｷ

18 1018 木村　颯汰(2) 明成高校 18 4305 新田　裕貴(0) 石巻RC
ｵﾉ ｵﾐﾄ ｱｻﾉ ﾀﾞｲｷ

19 4588 小野　臣仁(0) 多賀城自衛隊 19 1017 浅野　大輝(2) 明成高校
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ ｱﾍﾞ　ﾘｸﾄ

20 6244 佐藤　俊也(0) 神町自衛隊 20 879 安倍　陸翔(1) 聖和高校
ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ ﾔﾏﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ

21 1776 新野　歩武(2) 仙台市立八乙女中学校 21 880 山田　瑞貴(1) 聖和高校
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ ｴﾝﾄﾞｳ　ﾂﾊﾞｻ

22 104 鈴木　瑛士(2) 仙台第三高校 22 158 遠藤　翼(2) 仙台大学
ｲﾅﾊﾞ　ｼﾝﾉｽｹ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

23 881 稲葉　慎之輔(1) 聖和高校 23 6229 斎藤　龍生(0) 神町自衛隊
ムラヤマ ショウ ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ

26 6217 村山 頌(0) 神町自衛隊 24 6204 赤城　大地(0) 神町自衛隊
ﾐｳﾗ ﾘﾝﾀ

27 1283 三浦 凜太(男) 柴田高校

記録 記録
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男子10000m
審 判 長：

記録主任：

7月27日 18:40 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶﾄ

1 3024 山本　嵩人(0) 福岡陸協
ﾄｷﾀ ｿｳｼ

2 342 時田　爽志(4) 秋田大学
ﾏﾂﾀﾞﾃ ｶｲ

3 755 松舘　快(2) 東北大学学友会陸上競技部

ｲｼｶﾞｷ ﾏｻｷ

4 109 石垣　雅生(2) 東北大学学友会陸上競技部

ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ

5 74 三浦　大樹(4) 東北大学学友会陸上競技部

ｷﾑﾗ ｼｭｳ

6 88 木村　秀(3) 東北大学学友会陸上競技部

ﾜｷﾀ ﾖｳﾍｲ

7 79 脇田　陽平(4) 東北大学学友会陸上競技部

ﾀﾇﾏ ﾘｮｳ

8 101 田沼　怜(3) 東北大学学友会陸上競技部

ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ

9 1035 松田　爽(2) 東北高校
ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｲｷ

10 1031 林田　海輝(3) 東北高校
ｺﾝﾉ ｽﾅｵ

11 1027 今野　純(3) 東北高校
ｺﾝﾉ ゲンキ

12 1026 今野　元揮(3) 東北高校
ｲﾅｹ ﾞﾀｶﾄ

13 1025 稲毛　崇斗(3) 東北高校
ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾀｶ

14 311 千葉　一天(2) 東北学院大学

ﾇﾏﾀ ｱｻﾋ

15 307 沼田　旭陽(3) 東北学院大学

ﾕﾉｷ ﾕｳﾔ

16 476 柚木　友哉(M1) 東北大学学友会陸上競技部

ﾏｷﾉ ﾏｻﾋﾛ

17 127 牧野　雅紘(2) 東北大学学友会陸上競技部

ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

18 291 伊藤　和哉(4) 東北学院大学

ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝ

19 4299 相澤　賢(0) 石巻RC
ﾐｳﾗｿｳｼ

20 119 三浦颯士(3) 愛知大学
ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ

21 4811 佐々木　優治(0) あぶくまAC
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾍｲ

22 503 原田　悠平(3) 東北福祉大学

ｾﾝｺﾞｸ ﾕｳﾀ

23 4133 千石　優太(0) おおさきRC
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ

24 49 藤原　啓(6) 東北大学学友会陸上競技部

ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ

25 3259 中津川　遥也(0) 東北福祉大学

ｲｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

26 505 石田　響(3) 東北福祉大学

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ

27 517 鈴木　勇汰郎(1) 東北福祉大学

ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

28 501 佐藤　翔太(3) 東北福祉大学

ｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ

29 1304 伊澤　孝太(男) 柴田高校
ｵｵﾂｶ ｶｹﾙ

30 1284 大塚 翔(男) 柴田高校
ｷｻﾗ ﾏｻﾊﾙ

31 1306 木皿　雅晴(男) 柴田高校
ｺｳｽｲ ｹﾞﾝ

32 1303 湖　絃(男) 柴田高校
ｻﾄｳ ｶｲﾄ

33 1289 佐藤 海斗(男) 柴田高校

記録
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審 判 長：

記録主任：

7月27日 18:40 
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 女子5000m
審 判 長：

記録主任：

7月27日 16:30 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｺｲｹ ｱﾔｶ

1 4708 小池　彩加(0) 大和田住宅仙台

ﾌﾙｶﾜ ｴﾘ

2 1155 古川　恵里(4) 東北福祉大学

ﾀﾅｶ ｱﾝﾘ

3 1164 田中　杏梨(2) 東北福祉大学

ｶﾅｻﾞﾜ ｶｺ

4 1166 金澤　佳子(1) 東北福祉大学

ｼｮｳｼﾞ ｺﾄﾐ

5 1172 庄司　琴美(4) 石巻専修大学

ﾀｹｳﾁ ﾜｶﾅ

6 1168 武内　わかな(1) 東北福祉大学

ﾄｻﾞﾜ ｲｵﾘ

7 1180 戸澤　愛織(1) 石巻専修大学

ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ

8 1158 五十嵐　徳子(3) 東北福祉大学

ｻｲﾄｳ ﾘﾝ

9 1177 齋藤　凜(1) 石巻専修大学

ｺﾏﾂ ﾘﾅ

10 1167 小松　莉菜(1) 東北福祉大学

ﾀﾀﾞ ｼｵﾘ

11 974 多田　汐里(3) 東北高校
ｻﾄｳ ﾕｲ

12 987 佐藤　結唯(1) 東北高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁﾙ

13 986 渡邉　なちる(1) 東北高校
ﾊﾔｼ ｵﾄｶ

14 980 林　瞳花(3) 東北高校
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ

15 981 山崎　彩菜(3) 東北高校
ｳｼｻﾞﾜ ﾕｳｱ

16 1159 牛澤　優杏(3) 東北福祉大学

ｴﾉｷﾁﾊﾙ

17 1196 榎千遥(3) 山形大学医学部陸上部

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ

18 1154 榊原　遥(4) 東北福祉大学

ﾁﾊﾞ ｻﾕｶ

19 1175 千葉　彩有花(2) 石巻専修大学

ｳｴﾀﾞ ﾏｵ

20 1162 植田　真央(2) 東北福祉大学

ｻｸﾗﾊﾞ ﾐｸ

21 1106 桜庭　美紅(4) 秋田大学
ｻﾄｳ ﾖｼﾉ

22 1179 佐藤　佳乃(1) 石巻専修大学

ﾔｸﾜ ﾅｵ

23 1165 八鍬　奈央(2) 東北福祉大学

ｻﾄｳ ｱﾐ

24 1178 佐藤　亜海(1) 石巻専修大学

ｽｶﾞｲ　ﾋｶﾘ

25 1193 須貝　光(3) 宮城教育大学

ｸﾛﾀﾞ ﾅﾅ

26 1096 黒田　奈那(3) 東北学院大学

ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾅ

27 1176 宮本　春菜(2) 石巻専修大学

記録
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 女子3000m
審 判 長：

記録主任：

7月27日 15:00 

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

ｱｲﾊﾗ ﾊﾙﾅ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ

1 595 相原　遥南(1) 利府高校 1 1169 土屋　里菜(1) 東北福祉大学

ｲﾄｳ ｶﾉﾝ ﾅｶﾈ ﾐｻｷ

2 1786 伊東　奏音(2) 仙台市立八乙女中学校 2 1170 中根　美咲(1) 東北福祉大学

ﾏﾅﾍﾞ ﾐｻｷ ﾁﾊﾞ　ﾐｸ

3 5492 真鍋　望咲(2) 富谷市立東向陽大中学校 3 796 千葉　未来(1) 聖和高校
ｹﾑﾘﾔﾏ ﾅｵ ﾉﾀﾞ ｼｵﾘ

4 5493 煙山　奈生(2) 富谷市立東向陽大中学校 4 15 野田　栞莉(0) 花巻AC
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾏﾅﾐ ｽｶﾞﾀ ﾙﾅ

5 1210 永沼　愛深(2) 白石高校 5 590 菅田　瑠那(2) 利府高校
ﾌｼﾞﾀ ﾕｲ ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾗﾝ

6 5506 藤田　結衣(2) 富谷市立東向陽大中学校 6 973 泉田　蘭(3) 東北高校
ﾏﾙ ｱｲﾋ ﾆｼｷﾄﾞ ｶｴﾅ

7 5499 丸　　愛陽(2) 富谷市立東向陽大中学校 7 975 錦戸　楓南(3) 東北高校
ｵﾊﾞﾀ ﾊｽﾐ サトウミウナ

8 5490 小畑　羽澄(2) 富谷市立東向陽大中学校 8 4811 佐藤美海(1) 岩沼中学校
ｼｮｳｼﾞ ﾕｷﾉ ﾀﾀﾐｻｼ ｶﾚﾝ

9 1780 東海林　雪乃(1) 仙台市立八乙女中学校 9 5505 畳指カレン(2) 富谷市立東向陽大中学校

ｵｵﾀ ﾋﾅ ｼﾐｽﾞ  ﾏｲ

10 1213 太田　陽菜(1) 白石高校 10 4578 清水　　舞(0) 多賀城自衛隊

ｵﾉ ﾕｷﾅ ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ

11 1214 小野　倖奈(1) 白石高校 11 91 池田　リン(1) 宮城第一高校

ﾖｼﾉ ｱｲｶ ﾋﾙﾀ ﾅｵ

12 5486 吉野　愛椛(2) 富谷市立東向陽大中学校 12 63 蛭田　菜央(1) 仙台商業高校

ｵｻﾀﾞ ﾕﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ

13 0 長田　優那(1) 岩沼市立岩沼西中学校 13 583 渡部　百映(3) 利府高校
ﾀﾌﾞﾁ ﾐﾅ ｲﾄｳ ｻﾔｶ

14 5494 田渕　美那(2) 富谷市立東向陽大中学校 14 1208 伊東　沙也香(2) 白石高校
ﾄｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾈ

15 5487 戸川　瑞月(2) 富谷市立東向陽大中学校 15 1209 後藤　萌音(2) 白石高校
ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾕｷ ﾂﾈｶﾜ ﾎﾉｶ

16 6672 米山　美幸(0) 相馬市駅伝チーム 16 74 恒川　穂花(2) 仙台第三高校

ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ ｼｼｳﾁ ﾕｶｺ

17 1254 伊藤千尋(女) 柴田高校 17 84 猪内優花子(2) 仙台第三高校

ｶﾝﾉ ﾊﾅ ｱﾗｲ ｻｵﾘ

18 1259 菅野 花(女) 柴田高校 18 3281 荒井　沙織(3) 金ヶ瀬中学校

ﾄﾐﾅｶﾞﾐｽﾞｷ ｲﾜｷ ﾊﾙｶ

19 1253 富永水月(女) 柴田高校 19 5496 岩城　暖花(2) 富谷市立東向陽大中学校

ﾀｶﾊｼ ﾘﾉ

20 1276 髙橋　璃乃(2) 名取北高校
ｻｲﾄｳ ｿﾗ

21 1278 齋藤　租楽(1) 名取北高校
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ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｵﾀﾞｶ ﾅﾂｷ

1 1163 小髙　夏綺(2) 東北福祉大学

ﾐｳﾗ ｶﾅ

2 1157 三浦　佳奈(3) 東北福祉大学

ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾙ

3 1156 須藤　ひかる(3) 東北福祉大学

ｷｸﾁ ﾊﾙｴ

4 3892 菊地　春恵(0) 西村山陸協
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