
 男子100m
審 判 長：
記録主任：

9月28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
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ

1 300 高橋　亨弥(3) 東北学院大学 1 1944 杉山　響輝(3) 石巻西高校
ﾃﾗｼﾀ ﾘｮｳ ｽｶﾞ ﾘｮｳﾔ

2 369 寺下　諒(4) 宮城教育大学 2 393 菅　凌也(4) 岩手大学
ﾏﾂﾓﾄ　ｺｳｼﾞﾛｳ ﾊﾏﾑﾗ　ﾀｶﾄ

3 210 松本　宏二郎(M2) 仙台大学 3 205 浜村　嵩翔(3) 仙台大学
ｾﾀ ﾋﾛｷ ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾏ

4 448 瀬田　博貴(5) 山形大学医学部 4 5187 渋谷涼馬(0) 酒田市陸協
ｻｻｷﾀｸﾏ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ

5 4646 佐々木琢磨(D3) 仙台大TC 5 1276 遠藤　碧(3) 柴田高校
ｼﾏﾔﾏ ﾕｳ ｶﾝﾉ ﾂｸﾞﾙ

6 297 島山　悠(3) 東北学院大学 6 313 菅野　嗣(2) 東北学院大学

ﾋｸﾞﾁ ｼﾞﾝ ﾐﾄ ﾋﾛｱｷ

7 3058 樋口 仁(0) 宮城陸協 7 195 水戸 大了(3) 仙台大学
ﾃﾞｸﾞﾁ ｿｳﾏ ｱｶﾋﾗ ﾕｳﾄ

8 356 出口　颯真(2) 秋田大学 8 64 赤平　悠斗(0) 湯沢雄勝陸協

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 ﾘｭｳﾏ ｻﾄｳ　ﾘｮｳﾀﾛｳ

1 271 阿部 龍真(1) 仙台大学 1 177 佐藤　亮太朗(2) 仙台大学
ﾐﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾔﾅﾊﾞ ｼﾞｮｳ

2 431 美濃　匠太朗(3) 弘前大学 2 197 簗場 丈(3) 仙台大学
ﾋﾗﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ ｷﾝｼｮｳ ﾅｵﾔ

3 522 平山　元太(1) 東北福祉大学 3 527 金生　直哉(5) 福島医大
ﾋｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄ

4 256 樋口 泰誠(1) 仙台大学 4 208 高橋 賢人(M2) 仙台大学
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ﾖﾛｽﾞ ﾀｶﾋﾛ

5 298 鈴木　佑斗(3) 東北学院大学 5 191 萬 昂大(3) 仙台大学
ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ ｻｸﾗｲ　ﾀｶﾋﾛ

6 251 大垣 京也(1) 仙台大学 6 4617 櫻井　貴広(0) AC宮城
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ

7 563 杉山　侑(5) 山形大学医学部 7 666 一條　真広(M2) 岩手大学
ｸﾞﾝｼﾞｱﾂｷ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾄ

8 182 郡司　敦生(2) 仙台大学 8 76 山田　将斗(4) 東北大学学友会陸上部

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
ｼｼﾄﾞ　ﾋﾛﾑ ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ

1 233 宍戸　大夢(4) 仙台大学 1 286 菅原　優斗(2) 仙台西高校
ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ

2 248 佐藤 伸太郎(1) 仙台大学 2 174 髙橋　佑貴(4) 仙台大学
ｵｵｽﾐ ｺﾊｸ ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾏ

3 285 大角　虎白(2) 仙台西高校 3 189 木村 涼馬(2) 仙台大学
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾀｲｶﾞ ﾀｶｷﾞｶﾞｲｱ

4 193 遠藤 大河(3) 仙台大学 4 203 髙木　凱亜(4) 仙台大学
ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾅﾀ ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ

5 2309 小野寺叶多(2) 佐沼高校 5 320 三浦　侑真(2) 東北学院大学

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ ﾀﾏｸﾏ ﾋﾛｷ

6 267 岩田 和樹(1) 仙台大学 6 312 玉熊　紘己(2) 東北学院大学

ﾊﾅﾜ ﾕｳﾄ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ

7 188 塙 悠人(2) 仙台大学 7 176 髙橋 諒(2) 仙台大学
ｼﾅｶﾞﾜ ﾀﾛｳ ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ

8 5022 品川　太郎(0) いわき陸協 8 70 平井　景梧(4) 東北大学学友会陸上部

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：
記録主任：

9月28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
ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ ｻｻｷ　ｼｮｳ

1 91 佐藤　泰河(3) 東北大学学友会陸上部 1 236 佐々木　翔(1) 仙台大学
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ ｺﾒﾀﾆ　ﾋｶﾙ

2 199 中嶋 公貴(3) 仙台大学 2 228 米谷　輝(4) 仙台大学
ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

3 2317 西條尊信(2) 佐沼高校 3 284 渡部　創太(2) 仙台西高校
ｱﾜﾉ ﾊﾙﾄ オカジマダイゴ

4 291 粟野　晴斗(1) 仙台西高校 4 4998 岡島大悟(0) みやぎTFC
ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾄ ｱｶﾞﾂﾏ　ｺｳｽｹ

5 601 吉田　陸人(1) 東北大学学友会陸上部 5 163 我妻　紘介(2) 宮城第一高校

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ｻｸﾗｲ ﾅｵｷ

6 315 鈴木　博登(2) 東北学院大学 6 3835 櫻井　直輝(0) 山形市陸協
ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ ｷｸﾁ　ﾕｳ

7 2318 鎌田優斗(1) 佐沼高校 7 241 菊池　佑(3) 仙台大学
ｳﾒﾂ ｷﾗ ｵｵｲｼ　ｹｲ

8 3081 梅津　祁良(2) 七ヶ宿中学 8 605 大石　慧(1) 仙台大学

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
ﾐｳﾗ ﾖｼﾋﾛ

1 1352 三浦　好央(2) 仙台高専名取 1
ｾｲｼﾞｮｳ　ｿｳﾀ ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾉﾘ

2 1148 西城　颯太(3) 東北生文大高 2 42 山内　啓慎(1) 仙台二中
ｵｵﾀ ﾄｼｷ ﾀｶﾊｼ ｱｼｭｳ

3 190 太田 俊希(3) 仙台大学 3 3241 髙橋　亜秀(1) 大河原中学
ｱﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ ｻﾄｳﾀﾞｲﾁ

4 3511 阿部　大地(0) 宮城陸協 4 2845 佐藤　大地(1) 白石中学
ｷﾑﾗ　ﾀｲｷ ｵｸﾉ ﾖｳﾀ

5 192 木村　汰貴(3) 仙台大学 5 507 奥野陽太(2) 長町中学
ﾀｶﾊｼ　ﾃﾝﾏ ｴﾉﾓﾄ　ﾘｭｳｽｹ

6 612 高橋　天真(1) 仙台大学 6 161 榎本　隆佑(2) 宮城第一高校

ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐｱｷ ﾔｼﾏ ﾅｵｷ

7 701 水野　史章(1) 東北医科薬科大学 7 3603 八島　直毅(1) 角田中
ｻﾄｳ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ﾚﾝ

8 440 佐藤　滉大(1) 東北学院大学 8 44 佐藤　　漣(1) 仙台二中

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：
記録主任：

9月29日 12:10 

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
ﾐﾄﾍﾞ ﾖｼﾋｺ

1 61 水戸部　慶彦(5) 東北大学医学部 1
ｸﾞﾝｼﾞｱﾂｷ ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ

2 182 郡司　敦生(2) 仙台大学 2 251 大垣 京也(1) 仙台大学
ﾐﾄ ﾋﾛｱｷ ｻｻｷﾀｸﾏ

3 195 水戸 大了(3) 仙台大学 3 4646 佐々木琢磨(D3) 仙台大TC
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾀｲｶﾞ ｺﾝﾉ ﾘｸ

4 193 遠藤 大河(3) 仙台大学 4 5199 今野　陸(0) 酒田市陸協
ﾏﾂﾓﾄ　ｺｳｼﾞﾛｳ ﾊﾏﾑﾗ　ﾀｶﾄ

5 210 松本　宏二郎(M2) 仙台大学 5 205 浜村　嵩翔(3) 仙台大学
ﾔﾅﾊﾞ ｼﾞｮｳ ﾄﾖﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 197 簗場 丈(3) 仙台大学 6 916 豊田　凜太郎(3) 仙台育英学園高校

ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ

7 208 高橋 賢人(M2) 仙台大学 7 248 佐藤 伸太郎(1) 仙台大学
ﾔﾏｷ ﾊﾔﾄ ﾋﾗｲ ﾖｼﾋﾄ

8 713 八巻　隼人(3) 東北大学学友会陸上部 8 707 平井　嘉人(1) 東北大学学友会陸上部

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
ｻﾄｳ　ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾎﾘｶﾜ　ｶｽﾞｷ

2 177 佐藤　亮太朗(2) 仙台大学 2 561 堀川　航貴 北上市体育協会

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾔ ｸﾛﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

3 508 小野寺　裕哉(2) 東北福祉大学 3 1420 黒田　大輔(1) 仙台高専名取

ｿﾈ ｶｹﾙ ｷﾀﾞ ﾀｹﾙ

4 643 曽根　翔(2) 利府高校 4 952 喜田　長留(3) 仙台育英学園高校

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

5 267 岩田 和樹(1) 仙台大学 5 1230 齋藤　遥翔(2) 角田高校
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ｲﾄｲ ﾚｵ

6 176 髙橋 諒(2) 仙台大学 6 604 糸井 澪央(1) 仙台大学
ﾊﾅﾜ ﾕｳﾄ ﾀｶｷﾞｶﾞｲｱ

7 188 塙 悠人(2) 仙台大学 7 203 髙木　凱亜(4) 仙台大学
ｺﾏﾂ ｺｳｷ ｵｶﾞﾜ　ﾏﾋﾛ

8 1789 小松　幸暉(3) 八乙女中学 8 2129 小川　茉洸(1) 光南高校

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

1 1
ｺｸﾘｮｳ ｼｭｳﾏ ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾄ

2 508 國領秋磨(2) 長町中学 2 204 髙橋　愛翔(1) 仙台三桜高校

ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾏ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

3 189 木村 涼馬(2) 仙台大学 3 1231 遠藤　広大(2) 角田高校
ｱﾍﾞ ﾘﾝ ｷﾑﾗ　ﾀｲｷ

4 655 阿部　凜　　(1) 利府高校 4 192 木村　汰貴(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾘｸ ｷﾑﾗ ｱｷﾗ

5 306 佐藤　陸(3) 東北学院大学 5 1387 木村　瑛(1) 角田高校
ｻﾄｳ ｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ

6 914 佐藤　丞(3) 仙台育英学園高校 6 199 中嶋 公貴(3) 仙台大学
ｲｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ

7 650 石河　太雅(2) 高砂中学 7 3256 遠藤　琉生(2) 大河原中学
ｵｵﾂｷ ｶｽﾞﾏ ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ

8 1232 大槻　一馬(2) 角田高校 8 663 近藤　希　　(1) 利府高校

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：
記録主任：

9月29日 12:10 

7組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ｼﾏｽﾞ ｷｮｳﾍｲ

2 501 島津京平(1) 長町中学
ﾜｶﾞﾂﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ

3 659 我妻　丞次(2) 高砂中学
ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ

4 541 佐藤　貴謙(2) 中田中
ｽｽﾞｷ ｺﾄﾏﾙ

5 1447 鈴木　琴円(1) 蔵王高校
ﾓｳﾘ ﾁｻﾄ

6 1438 毛利　千聖(1) 角田高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ

7 72 山口　優次郎(2) 仙台二中
ｽｽﾞｷ ｹｲｾｲ

8 54 鈴木　啓生(2) 仙台二中

記録



 男子400m
審 判 長：
記録主任：

9月28日 11:30 

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

1 1
ﾀｶﾀﾞﾏ ﾚﾝﾄ

2 181 高玉 蓮斗(2) 仙台大学 2
ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄ ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾊﾙｷ

3 208 高橋 賢人(M2) 仙台大学 3 540 城島　陽樹(3) 福島医大
ﾏﾂﾓﾄ　ｺｳｼﾞﾛｳ ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾁ

4 210 松本　宏二郎(M2) 仙台大学 4 60 白鳥　海知(5) 東北大学学友会陸上部

ｺﾝﾉ ﾀｸﾏ ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ

5 5082 今野拓磨(0) 酒田市陸協 5 623 佐藤　史弥(4) 宮城教育大学

ｱｿ ﾋｲﾛ ﾀｶｻﾜ ｶｽﾞｷ

6 194 阿蘇 秀朗(3) 仙台大学 6 407 高沢 一希(2) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ｷｭｳｼﾞ

7 174 髙橋　佑貴(4) 仙台大学 7 75 山田　球児(4) 東北大学学友会陸上部

ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ ｷｸﾁ　ｹｲﾏ

8 196 高橋 郁人(3) 仙台大学 8 262 菊池　慧真(1) 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

1 1

2 2
ｷﾑﾗ　ﾀｲｷ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾃﾝｺﾞ

3 192 木村　汰貴(3) 仙台大学 3 2322 岩渕天胡(1) 佐沼高校
ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾄ ｻｲﾄｳ ｿﾗ

4 1310 吉田　陸人(1) 柴田高校 4 2337 斎藤奏空(1) 佐沼高校
ｻﾄｳｼﾞｭﾝ ｽｽﾞｷ ﾘｸ

5 3158 佐藤淳(0) 宮城陸協 5 656 鈴木　利空(2) 高砂中学
ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸﾄ

6 506 佐藤広大(2) 長町中学 6 53 本田　陸人(2) 仙台二中
ﾐｳﾗ ﾀｸﾐ トバ　カイト

7 3619 三浦　匠(2) 角田中 7 2209 戸羽　海翔(2) 南中山中学
ﾐｳﾗ ﾀｹﾙ ｶﾘﾉ ﾘｭｳｶﾞ

8 2323 三浦健瑠(1) 佐沼高校 8 3242 狩野　琉牙(1) 大河原中学

記録 記録

記録 記録



 男子800m
審 判 長：
記録主任：

9月28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

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾝｾｲ

1 316 鈴木 智仁(0) 福島大TC 1 6206 長澤　信誠(0) 神町自衛隊
ｶﾄｳ　ｱｷﾗ ﾀｶﾊｼ　ﾘｷﾄ

2 165 加藤　輝(2) 仙台大学 2 613 髙橋　力斗(1) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ

3 174 髙橋　佑貴(4) 仙台大学 3 6096 吉田　賢太(4) 山形大学医学部

ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ ﾀｶｷ ｺｳｽｹ

4 156 菅原　遥 仙台大学 4 535 高木　孝亮(5) 福島医大
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ ﾏﾂｵｶ ﾖｳﾀ

5 169 渡辺　晟名(3) 仙台大学 5 128 松岡　陽太(2) 東北大学学友会陸上部

ｵｲｶﾜ　ﾕｳｷ ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ

6 253 及川　佑樹(1) 仙台大学 6 4500 板橋　弘人(0) TEAMみちのく

ｱｼﾉ　ﾀｲｷ ﾏﾂｶﾜ　ｱﾔﾄ

7 603 芦野　泰規(1) 仙台大学 7 260 松川　彩人(1) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ ｳﾁﾔﾏ　ﾘｮｳ

8 55 佐藤　宏夢(M1) 東北大学学友会陸上部 8 641 内山　凌(2) 仙台大学

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾅｶﾆｼ ｹｲｽｹ

1 71 中西　啓介(2) 仙台二中
ﾀｹﾀﾞ ｿｳｼ

2 553 武田　壮司(2) 中田中
ﾅｶﾏ ｼｹﾞｵ

3 3571 中間　茂雄(0) 水ランRedblus

ｶﾅｻﾞﾜ　ﾀｲﾖｳ

4 155 金沢　太陽(2) 宮城第一高校

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ

5 561 和泉　陽大(3) 松園中学
ﾊﾔｻｷ ｶｽﾞｷ

6 720 早崎　寿起(1) 東北医科薬科大学

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

7 1301 斉藤　和哉(2) 柴田高校
ｺﾀﾞﾃ ﾄｳｲ

8 531 小舘　透維(2) 中田中

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

1組

2組

3組



 男子1500m
審 判 長：
記録主任：

9月29日 11:30 

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

ｳﾁﾔﾏ　ﾘｮｳ ｳﾐﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ

1 641 内山　凌(2) 仙台大学 1 699 海野　凜太郎(1) 東北医科薬科大学

ｶﾄｳ　ｱｷﾗ ｽｴﾅｶﾞ ﾂｶｻ

2 165 加藤　輝(2) 仙台大学 2 700 末永　司(1) 東北医科薬科大学

ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ ｻﾄｳ ﾙｲ

3 4805 菅野　辰也(0) あぶくまAC 3 10 佐藤　月帝(1) 仙台一中
ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ｲﾄｳ ｺｳｾｲ

4 6223 山本　竜一郎 山形陸協 4 1785 伊藤　光成(3) 八乙女中学
ｵｲｶﾜ　ﾕｳｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾄ

5 253 及川　佑樹(1) 仙台大学 5 678 松本　日翔(1) 高砂中学
ﾀｶﾊｼ　ｼｮｳﾀ ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ

6 1047 髙橋　彰太 東北高校 6 277 土井　和成(3) 東北医科薬科大学

ﾕﾉｷ ﾕｳﾔ ﾁﾊﾞ ﾋﾅﾀ

7 476 柚木　友哉(M1) 東北大学学友会陸上部 7 1238 千葉　陽太(1) 角田高校
ｶﾄｳ ﾋﾛﾄﾓ ﾖｼﾀﾞ ﾕﾜ

8 562 加藤　大智(3) 山形大学医学部 8 8 吉田　優和(1) 仙台一中
ｱｼﾉ　ﾀｲｷ ﾆｼﾑﾗ ｶﾝ

9 603 芦野　泰規(1) 仙台大学 9 6 西村　貫(2) 仙台一中
ﾀｶﾊｼ　ﾘｷﾄ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｲﾄ

10 613 髙橋　力斗(1) 仙台大学 10 1446 榊原　大翔(1) 蔵王高校
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ ｶﾄｳ　ﾏｻｷ

11 6244 佐藤　俊也(0) 神町自衛隊 11 151 加藤　将貴(2) 仙台大学
ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ ｸｻｶﾕｷﾄ

12 639 坂本　航規(1) 東北学院大学 12 2844 日下裕樹斗(2) 白石中学
ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ ｸｻｶ ｼｵﾝ

13 4811 佐々木　優治(0) あぶくまAC 13 525 日下　志遠(2) 中田中
ﾏﾂｶﾜ　ｱﾔﾄ ｵｵｴ ﾊﾙﾄ

14 260 松川　彩人(1) 仙台大学 14 52 大江　遥士(2) 仙台二中
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾔ

15 169 渡辺　晟名(3) 仙台大学 15 1234 大槻　丈弥(2) 角田高校
ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ

16 156 菅原　遥 仙台大学

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：

9月29日 09:40 

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

スズキ　ヒサト ﾓﾘ ﾏﾅﾄ

1 1801 鈴木　尚登(2) 石巻高校 1 0 森　麗斗(3) 高砂中学
ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝｾｲ ﾏﾂﾅｶﾞ ｲﾀﾙ

2 0 米山　兼生(3) 高砂中学 2 0 松永　格(3) 高砂中学
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ﾊﾔｼ ｿｳｺﾞ

3 6229 斎藤　龍生(0) 神町自衛隊 3 1305 林　聡吾(2) 柴田高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾏｻ ｻｲﾄｳ ﾚｵﾏ

4 3498 渡部　功将(0) 西置賜陸協 4 1439 斉藤 鈴大真(1) 柴田高校
ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ

5 1035 松田　爽(2) 東北高校 5 0 渡邊　大登(3) 高砂中学
ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ ｻｻﾔ ｲｯｷ

6 6204 赤城　大地(0) 神町自衛隊 6 671 笹谷　一綺(2) 高砂中学
ｸｻｵｶ ﾄﾓﾔ

7 1055 草岡　知弥(1) 東北高校
ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝﾄ

8 658 小野寺　賢翔(1) 利府高校
ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ

9 661 畠山　朝陽(1) 利府高校
ｻｻｷ ﾕｳﾀ

10 1277 佐々木 優大(3) 柴田高校
ｷｻﾗ ﾏｻﾊﾙ

11 1306 木皿　雅晴(2) 柴田高校
ｵｵｲｼ ｸﾛｳﾄﾞ

12 1442 大石　蔵人(1) 柴田高校
ﾏｴﾔﾏ ｶｲﾄ

13 528 前山　海音(3) 岩手中学
 ﾆｼｷﾄﾞ ﾏｵﾔ

14 198 錦戸　昴雅(3) 下橋中
ﾀﾅｶ　ﾕｳﾔ

15 924 田中　佑弥(3) 北松園中学
ｱｵｷ ﾕｳﾍｲ

16 0 青木　優平(3) 高砂中学

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：

9月29日 10:40 

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

ｺﾝﾉ ﾀｲﾍｲ ｲﾄｳﾘｸﾎ

1 4129 今野　泰平(0) おおさきRC 1 4740 伊藤陸歩(1) 横手清陵学院高校

ｾﾝｺﾞｸ ﾕｳﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ

2 4133 千石　優太(0) おおさきRC 2 4294 遠藤　直樹(0) 石巻RC
ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ ｸﾏｶﾞｲ　ｼﾝｺﾞ

3 1049 丹野　滉太郎(1) 東北高校 3 159 熊谷　真吾(3) 仙台大学
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ｸﾛｻﾜ　ﾀﾂﾉｽｹ

4 1042 鈴木　夢叶(2) 東北高校 4 606 黒沢　竜之介(1) 仙台大学
ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ ﾓﾘﾔﾘｸ

5 1028 今野　大輝(3) 東北高校 5 4729 森屋流空(2) 横手清陵学院高校

サクラダ ヒロアキ ｻｻｷｹﾝﾀﾛｳ

6 4313 櫻田 浩章(0) 石巻RC 6 4719 佐々木健太郎(2) 横手清陵学院高校

ｻﾄｳﾚｵ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｸｵ

7 4723 佐藤怜央(2) 横手清陵学院高校 7 78 若林　郁生(4) 東北大学学友会陸上部

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ ｼﾓﾑﾗ ｱｻﾐ

8 1051 小林　秀寿(1) 東北高校 8 160 下村　旭生(2) 宮城第一高校

ｻﾄｳ ｹﾝﾀ ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ

9 1032 佐藤　健太(3) 東北高校 9 4218 大泉　智弘(0) 西村山地区陸協

ｽｽﾞｷ ｵﾄ ﾅｶﾉ ｱｻﾄ

10 1038 鈴木　響(2) 東北高校 10 1437 中野　朝斗(1) 角田高校
ｵﾊﾞﾀ ｿﾗﾄ ﾜｶﾞ ﾎﾏﾚ

11 1040 小畑　空斗(2) 東北高校 11 4212 和賀　誉(0) 西村山地区陸協

ﾀｹｳﾁﾊﾙﾄ

12 4746 武内温翔(1) 横手清陵学院高校

ｳｼﾞｲｴ ﾀﾞｲｷ

13 649 氏家　大希(2) 利府高校
ﾁﾊﾞ ﾕｲﾄ

14 665 千葉　唯登(1) 利府高校
ｶﾝﾉ ﾀｸﾛｳ

15 4953 菅野　拓郎(0) TEAMみちのく

ﾐｳﾗ ﾘﾝﾀ

16 1283 三浦 凜太(3) 柴田高校
ｵｵﾂｶ ｶｹﾙ

17 1284 大塚 翔(3) 柴田高校
ｻﾄｳ ｶｲﾄ

18 1289 佐藤 海斗(3) 柴田高校
ｺｳｽｲ ｹﾞﾝ

19 1303 湖　絃(2) 柴田高校
ｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ

20 1304 伊澤　孝太(2) 柴田高校

記録 記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

1組

2組



 男子110mH
審 判 長：
記録主任：

9月28日 10:30 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾞｲ

2 6094 井上　侑大(4) 山形大学医学部

ﾀﾞｻｲ ﾀﾂﾄ

3 441 太細　龍人(1) 東北学院大学

ﾖﾛｽﾞ ﾀｶﾋﾛ

4 191 萬 昂大(3) 仙台大学
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ

5 607 児玉 英樹(1) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ｿｳ

6 2320 高橋創(1) 佐沼高校
ﾋｺｻｶ ｺｳｷ

7 3121 彦坂　幸毅(0) 宮城陸協

記録



 男子110mYH(9.14m/0.914m)
審 判 長：
記録主任：

9月28日 10:20 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ワタナベ コウタ

4 5514 渡邉　幸太(2) 東向陽台中学

ｸﾄﾞｳ ｹﾝｾｲ

5 509 工藤絢成(2) 長町中学
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾓﾄｷ

6 59 萩原　　基(2) 仙台二中

記録



 男子400mH
審 判 長：
記録主任：

9月29日 13:00 

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

2 2
ｵｲｶﾜ ﾁﾋﾛ

3 269 及川 千博(1) 仙台大学 3
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ ｲｼﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

4 607 児玉 英樹(1) 仙台大学 4 632 石田　紳太郎(1) 東北学院大学

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

5 377 吉田　匠見(3) 宮城教育大学 5 664 山口　修平(1) 岩手大学
ｵﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ ﾎｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ

6 366 折林　優太(4) 宮城教育大学 6 1418 星塚　聖斗(3) 仙台高専名取

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ

7 1229 窪田　悠介(2) 角田高校 7 187 遠藤 颯太(2) 仙台大学

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

2

3
ｼﾗｲｼ ｹﾞﾝﾀ

4 2316 白石元太(2) 佐沼高校
ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

5 1411 後藤　憲太郎(3) 仙台高専名取

ﾀﾅｶ ｱｵｲ

6 1414 田中　葵(2) 仙台高専名取

ｻｲﾄｳ　ｺｳｷ

7 2130 齋藤　光樹(1) 光南高校

記録 記録

記録



 男子4X100mR

9月28日 09:40 

1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 資格記録 51.4 3ﾚｰﾝ 資格記録 43.4

(  ) (  ) 44 ｻﾄｳ ﾚﾝ (  ) 2309 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾅﾀ
(  ) (  ) 54 ｽｽﾞｷ ｹｲｾｲ (  ) 2317 ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｶﾉﾌﾞ
(  ) (  ) 72 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ (  ) 2315 ﾋｻﾐﾂ ｺｳﾀﾞｲ
(  ) (  ) 59 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾓﾄｷ (  ) 2318 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ
(  ) (  ) 42 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾉﾘ (  ) 2320 ﾀｶﾊｼ ｿｳ
(  ) (  ) 71 ﾅｶﾆｼ ｹｲｽｹ (  ) 2308 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 資格記録 42.00 5ﾚｰﾝ 資格記録 43.51 6ﾚｰﾝ 資格記録 45.1

(  ) 233 ｼｼﾄﾞ　ﾋﾛﾑ (  ) 527 ｷﾝｼｮｳ ﾅｵﾔ (  ) 1414 ﾀﾅｶ ｱｵｲ
(  ) 228 ｺﾒﾀﾆ　ﾋｶﾙ (  ) 535 ﾀｶｷ ｺｳｽｹ (  ) 1352 ﾐｳﾗ ﾖｼﾋﾛ
(  ) 230 ｳﾁﾀﾞ　ﾋﾛﾀｶ (  ) 540 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾊﾙｷ (  ) 1412 ｻｻｷ ｹｲｽｹ
(  ) 229 ｸﾛﾌﾞﾁ　ｺｳﾀ (  ) 543 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ (  ) 1420 ｸﾛﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
(  ) (  ) (  )
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

7ﾚｰﾝ 資格記録 46.8 8ﾚｰﾝ 資格記録 47.0

(  ) 507 ｵｸﾉ ﾖｳﾀ (  ) 163 ｱｶﾞﾂﾏ　ｺｳｽｹ
(  ) 508 ｺｸﾘｮｳ ｼｭｳﾏ (  ) 161 ｴﾉﾓﾄ　ﾘｭｳｽｹ
(  ) 509 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｾｲ (  ) 164 ﾀｶﾊｼ　ｺｳｾｲ
(  ) 506 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ (  ) 155 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾀｲﾖｳ
(  ) (  )
(  ) (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5

3 6

奥野陽太(2)
國領秋磨(2)
工藤絢成(2)
佐藤広大(2)

宮城一高
我妻　紘介(2)
榎本　隆佑(2)
高橋　幸聖(2)
金沢　太陽(2)

仙台高専名取
田中　葵(2)
三浦　好央(2)
佐々木　啓介(2)

黒田　大輔(1)

長町中

仙台大学
宍戸　大夢(4)
米谷　輝(4)
内田　裕崇(4)
黒渕　晃太(4)

福島医大
金生　直哉(5)
高木　孝亮(5)
城島　陽樹(3)
菊地　亮介(2)

中西　啓介(2)

佐沼高校
小野寺叶多(2)
西條尊信(2)
久光浩大(1)
鎌田優斗(1)
高橋創(1)
高橋昌汰(2)

仙台二中
佐藤　　漣(1)
鈴木　啓生(2)
山口　優次郎(2)

萩原　　基(2)
山内　啓慎(1)



 男子4X400mR

9月29日 13:40 

3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 資格記録 3:23.67

(  ) (  ) 527 ｷﾝｼｮｳ ﾅｵﾔ
(  ) (  ) 535 ﾀｶｷ ｺｳｽｹ
(  ) (  ) 538 ｱｶﾏ ﾓﾄﾔ
(  ) (  ) 540 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾊﾙｷ
(  ) (  ) 543 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ
(  ) (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録

1

福島医大
金生　直哉(5)
高木　孝亮(5)
赤間　元弥(3)
城島　陽樹(3)
菊地　亮介(2)



 男子走高跳
審 判 長：
記録主任：

9月29日 11:30 

　

ｶﾝﾉ　ｼｮｳｺﾞ

1 235 菅野　翔吾(3) 仙台大学
ｻｶﾞﾗ　ﾘｭｳｼﾞ

2 236 相良　龍+F3:F19慈(3) 仙台大学
ｵｵｲｼ　ｹｲ

3 605 大石　慧(1) 仙台大学
ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ

4 59 山下　一也(M1) 東北大学学友会陸上部

ｵｵﾐﾅﾄ　ｺｳｽｹ

5 255 大湊　晃介(3) 仙台大学
ﾔﾉ ｲｽﾞﾙ

6 1756 矢野　出竜(2) 日大東北高校
ｷｸﾀ ﾘｮｳ

7 317 菊田　亮(2) 東北学院大学
ｺﾄﾌﾞｷ ﾕｳｲﾁ

8 321 寿　優一(2) 東北学院大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ

9 40 渡邉　勁太　(2) 仙台一中
ｺﾒﾀﾆ　ﾋｶﾙ

10 228 米谷　輝(4) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ　ﾙｲ

11 220 高橋　瑠威(2) 仙台大学
ｱｶﾏ ﾓﾄﾔ

12 538 赤間　元弥(3) 福島医大
ﾃﾞﾝﾎﾟｳ　ﾀｸﾐ

13 224 傳法　卓己(3) 仙台大学
ｺﾀﾞﾏ　ｷｽｲ

14 265 児玉　綺粋(1) 仙台大学
ﾄﾓﾘ　ｱｽｷ

15 615 友利　未来希(1) 仙台大学
ｻﾄｳ　ﾀｸﾐ

16 255 佐藤　匠(1) 仙台大学
ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ

17 634 安藤　翼(1) 東北学院大学
ｻﾄｳ ｼｭﾝ

18 464 佐藤　駿(2) 山形大学
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀ

19 25 吉田　優歌(3) 仙台一中
ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾁ

20 223 中島　大地(3) 仙台大学

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 男子棒高跳
審 判 長：
記録主任：

9月28日 10:00 

　

ｺﾞﾄｳ ﾙｲ

1 2311 後藤琉希(1) 佐沼高校
ｷｸﾁ　ﾕｳ

2 241 菊池　佑(3) 仙台大学
ﾐﾔｳﾁ　ｱﾂｼ

3 250 宮内　敦史(1) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾕﾀｶ

4 640 佐藤　豊(1) 東北学院大学
ﾐｳﾗ　ﾕｷﾔ

5 619 三浦　遂也(1) 仙台大学
ｻﾄｳ ｾｲﾔ

6 61 佐藤　聖哉(2) 黒沢尻工業高校
ｶﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ

7 226 加藤　大地(2) 仙台大学
ﾋｻﾐﾂ ｺｳﾀﾞｲ

8 2315 久光浩大(1) 佐沼高校
ﾐﾔｹ ｻﾄｼ

9 464 三宅　怜(0) 北上GAC
ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ

10 409 刈谷　春樹(2) 岩手大学
ｼﾊﾞｻｷ　ｶｹﾙ

11 243 柴崎　翔(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ

12 4096 佐藤 康平(0) MSC
ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

13 213 金澤 有磨(3) 仙台大学

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 男子走幅跳
審 判 長：
記録主任：

9月28日 13:30 

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

ｸﾄﾞｳ　ﾕｳｶﾞ

1 242 工藤　悠雅(3) 仙台大学
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾄ

2 488 川上　雄人(4) 東北福祉大学
ｶﾝ　ﾊﾙｷ

3 2131 菅　遥貴(1) 光南高校
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ

4 43 阿部　一晶(1) 仙台二中
ｻｻｷ　ｼｮｳ

5 236 佐々木　翔(1) 仙台大学
ﾏｴｶﾜ　ｼｮｳﾄ

6 578 前川　政人 北上市体育協会
ﾀｻｷ ﾜﾀﾙ

7 1744 田崎　渉(2) 日大東北高校
ｼｼﾄﾞ　ﾋﾛﾑ

8 233 宍戸　大夢(4) 仙台大学
ｻﾄｳ　ﾀｸﾐ

9 255 佐藤　匠(1) 仙台大学
ｻｻﾉ ﾕｳｶﾞ

10 444 笹野　優我(2) 東北工業大学
ﾀｻｷ　ﾄﾓﾔ

11 273 田崎　智哉(1) 仙台大学
ｵｵﾉ ﾏｻﾀｶ

12 113 大野　誠尚(2) 東北大学学友会陸上部

ﾀｶﾊｼ　ﾃﾝﾏ

13 612 高橋　天真(1) 仙台大学
ｵｵﾆｼ　ﾕｳﾀ

14 239 大西　悠太(3) 仙台大学
ｵｵﾐﾅﾄ　ｺｳｽｹ

15 255 大湊　晃介(3) 仙台大学
ﾔﾀﾞ　ﾀｸﾐ

16 245 矢田　拓誠(3) 仙台大学
ｵｶｻﾞｷ　ｹｲﾀ

17 218 岡崎　圭太(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾊﾙﾔ

18 1755 佐藤　晴哉(2) 日大東北高校
ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾁ

19 223 中島　大地(3) 仙台大学
ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾂｵ

20 4246 宮本達夫(0) 東北大学医学部
ﾌﾅｷ ﾀｹﾛｳ

21 690 船木　武郎(1) 東北工業大学
ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾌﾐ

22 217 髙橋　将史　(3) 仙台大学
ﾃﾞﾝﾎﾟｳ　ﾀｸﾐ

23 224 傳法　卓己(3) 仙台大学
ｻﾄｳ　ｼﾞｮｳｼﾞ

24 869 佐藤　丈治(3) 聖和学園高校
ｷｸﾁ　ｹｲﾏ

25 262 菊池　慧真(1) 仙台大学
ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ

26 202 阿部　泰成(2) 仙台三桜高校
ｸﾛﾌﾞﾁ　ｺｳﾀ

27 229 黒渕　晃太(4) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

28 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大学



 男子三段跳
審 判 長：
記録主任：

9月29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

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

1 2308 高橋昌汰(2) 佐沼高校
ﾈﾓﾄ ｶｽﾞｷ

2 302 根本　和希(3) 東北学院大学
ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｼ

3 216 髙橋　和志(3) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾌﾐ

4 217 髙橋　将史　(3) 仙台大学
ｵｶｻﾞｷ　ｹｲﾀ

5 218 岡崎　圭太(3) 仙台大学
ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ

6 457 三宅　大誠(3) 山形大学
ﾁﾊﾞ ｲﾂｷ

7 710 千葉　樹(0) 一関AC



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：
記録主任：

9月29日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ　ﾅｵﾋﾛ

1 256 石川　有宏(1) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲ

2 137 渡邊　大(3) 仙台大学
ｻﾄｳ　ﾄｼｷ

3 257 佐藤　敏希(1) 仙台大学
ｸﾜﾊﾗ　ﾀｲｶﾞ

4 136 桒原　泰雅(3) 仙台大学
ﾇﾉｶﾜ　ｱｷﾗ

5 146 布川　輝(3) 仙台大学



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：
記録主任：

9月28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

ｶﾂﾔﾏ ﾀｸﾄ

1 86 嘉津山　拓登(3) 東北大学学友会陸上部

ﾋｶﾞｼﾀﾞ　ﾀｶﾋﾄ

2 618 東田　貴仁(1) 仙台大学
ﾔﾏｷ　ｱｵｲ

3 272 八巻　梧(1) 仙台大学
ｲｼｶﾜ　ﾅｵﾋﾛ

4 256 石川　有宏(1) 仙台大学
ｺﾂｶﾞｲ　ﾄｳﾏ

5 274 小番　透馬(1) 仙台大学
ｶﾈｺ　ﾖｼｷ

6 131 金子　慶輝(4) 仙台大学
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾜﾀﾙ

7 139 遠藤　航(3) 仙台大学
ｻｲ　ﾋﾛｷ

8 259 齋　大輝(1) 仙台大学
ﾏｽｺ　ﾄﾓｷ

9 138 増子　友樹(3) 仙台大学
ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾔ

10 130 鈴木　佑弥(M2) 仙台大学



U20 男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：
記録主任：

9月29日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲ　ﾋﾛｷ

1 259 齋　大輝(1) 仙台大学



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：
記録主任：

9月28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

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

1 1413 鈴木　智也(3) 仙台高専名取



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：
記録主任：

9月28日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ　ﾄｵﾙ

1 140 佐藤　達(3) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘﾝﾀﾛｳ

2 141 渡辺　凛太郎(3) 仙台大学



男子やり投(800g)
審 判 長：
記録主任：

9月29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

ｻﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

1 1240 佐山　椋太(1) 角田高校
ｽｽﾞｷ　ﾋｶﾙ

2 275 鈴木　光(1) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ

3 1311 渡邊 汐音(1) 柴田高校
ﾀｶﾉ ｼｭﾝ

4 1235 髙野　駿(2) 角田高校
ﾐｳﾗ ｿｳﾀ

5 2314 三浦颯太(2) 佐沼高校
ｶﾅｳﾁ　ﾀﾞｲ

6 142 叶内　大(3) 仙台大学
ｵｵｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ

7 111 大浦　裕一朗(2) 東北大学学友会陸上部

ｻｲﾄｳ　ﾕｳｷ

8 608 齊藤　悠希(1) 仙台大学
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ　ﾀｸﾔ

9 145 宮林　拓也(3) 仙台大学
ﾀﾃ ｼｮｳｺﾞ

10 509 舘　省吾(2) 東北福祉大学
ｻｸﾗｺｳｼﾞ ｿｳﾀ

11 268 櫻小路 蒼汰(1) 仙台大学
ﾅﾝｼﾞｮｳ　ｹﾞﾝ

12 616 南條　元(1) 仙台大学
ﾌｼﾞﾜﾗ　ｷｮｳ

13 132 藤原　響(4) 仙台大学
ｱｲｻﾞﾜ　ﾕｳｷ

14 143 相澤　諭希(3) 仙台大学
ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ

15 4211 宮田 航(0) 西村山地区陸協
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｴｲ

16 150 渡部　世瑛(2) 仙台大学
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｽｸ

17 144 小林　匡(3) 仙台大学
ｲﾀｶﾞｷ　ｶﾅﾀ

18 133 板垣　哉太(4) 仙台大学
ﾆｲﾂﾏ　ﾀｸﾐ

19 135 新妻　拓巳(4) 仙台大学



 男子十種競技 100m
審 判 長：
記録主任：

9月28日 09:30 

(風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

4 611 清水嶋  優平(1) 仙台大学
ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

5 4487 阿部　誠(0) TGR
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

6 211 久慈 悠太(2) 仙台大学



 男子十種競技 走幅跳
審 判 長：
記録主任：

9月28日 10:10 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

1 4487 阿部　誠(0) TGR
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

2 211 久慈 悠太(2) 仙台大学
ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

3 611 清水嶋  優平(1) 仙台大学



 男子十種競技 砲丸投(7.260kg)
審 判 長：
記録主任：

9月28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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

1 611 清水嶋  優平(1) 仙台大学
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

2 211 久慈 悠太(2) 仙台大学
ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

3 4487 阿部　誠(0) TGR



 男子十種競技 走高跳
審 判 長：
記録主任：

9月28日 12:30 

ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

1 4487 阿部　誠(0) TGR
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

2 211 久慈 悠太(2) 仙台大学
ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

3 611 清水嶋  優平(1) 仙台大学

m
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 男子十種競技 400m
審 判 長：
記録主任：

9月28日 14:00 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

3 611 清水嶋  優平(1) 仙台大学
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

4 211 久慈 悠太(2) 仙台大学
ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

5 4487 阿部　誠(0) TGR



 男子十種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：
記録主任：

9月29日 09:30 

(風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

6 211 久慈 悠太(2) 仙台大学
ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

7 4487 阿部　誠(0) TGR
ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

8 611 清水嶋  優平(1) 仙台大学



 男子十種競技 円盤投(2.000kg)
審 判 長：
記録主任：

9月29日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

1 4487 阿部　誠(0) TGR
ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

2 611 清水嶋  優平(1) 仙台大学
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

3 211 久慈 悠太(2) 仙台大学



 男子十種競技 棒高跳
審 判 長：
記録主任：

9月29日 11:00 

ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

1 611 清水嶋  優平(1) 仙台大学
ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

2 4487 阿部　誠(0) TGR
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

3 211 久慈 悠太(2) 仙台大学

m
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 男子十種競技 やり投(800g)
審 判 長：
記録主任：

9月29日 12:15 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

1 4487 阿部　誠(0) TGR
ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

2 611 清水嶋  優平(1) 仙台大学
ｸｼﾞ ﾕｳﾀ

3 211 久慈 悠太(2) 仙台大学



 男子十種競技 1500m
審 判 長：
記録主任：

9月29日 14:00 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録



 女子100m
審 判 長：
記録主任：

9月28日 11:20 

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾀﾀﾞ ﾐﾊﾙ

1 1210 吉田 春夏(1) 仙台大学 1 1013 多田　心春(1) 北上中学
ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｺ ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂｷ

2 1260 北村　桃子(1) 柴田高校 2 505 宮本夏希(2) 長町中学
ｲｽﾞﾐ　ｶﾅ ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ

3 92 和泉　佳奈(1) 宮城第一高校 3 180 田澤　優希(2) 仙台三桜高校

ﾀﾝﾉ　ﾘｻ ｻｻｷ ﾋｶﾘ

4 1071 丹野　璃紗(3) 仙台大学 4 663 佐々木　陽彩(2) 江釣子中学
ｵﾊﾞﾗ ｱﾝ ｶﾝﾉ ﾏﾕ

5 1095 小原　杏(3) 東北学院大学 5 187 菅野　麻優(1) 仙台三桜高校

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ ｻﾄｳ ﾕﾒ

6 1251 渡辺　琉希愛(3) 柴田高校 6 483 佐藤結芽(1) 長町中学
ｲﾀﾉ ｱﾔｶ ﾑｸｼ ﾐﾊﾙ

7 1074 板野 彩花(3) 仙台大学 7 1022 六串　海遥(1) 甲子中学
ﾎｽﾞﾐ　ﾊﾙｶ ｻﾜﾀﾞ ｼｲｺ

8 2460 穂積　遼(2) 光南高校 8 1050 澤田　思惟子(1) 下橋中

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
ｻｸﾗｵｶ ﾋﾖﾘ ﾎﾝﾀﾞ ｱｲ

2 115 櫻岡　日和(2) 宮城第一高校 2 3251 本田　あい(1) 大河原中学
ﾆｼｺﾘ ﾊﾉﾝ ｺﾝﾉ カレン

3 3601 錦織　葉音(3) 角田中 3 3081 今野　かれん(1) 七ヶ宿中学
ﾄｸﾅｶﾞ　ｱｶﾘ ｻﾝﾍﾞ ｱﾔﾅ

4 112 徳永　朱莉(2) 宮城第一高校 4 3242 三瓶　綾菜(2) 大河原中学
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｶ ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ

5 1030 小野寺　優花(2) 桜町中 5 3243 髙橋　由奈(1) 大河原中学
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｴ ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ

6 508 永沼愛恵(2) 長町中学 6 3241 高橋　侑来(2) 大河原中学
ｵｵﾀ ｽﾐﾚ ｱﾗｶﾜ ｺｳﾒ

7 3607 太田　純澪(1) 角田中 7 3605 荒川　小梅(1) 角田中
ｷﾑﾗ ｳｷ ｷﾅﾒ ﾙｶ

8 3245 木村　優姫(1) 大河原中学 8 3620 木滑　瑠香(2) 角田中

記録 記録

記録 記録



 女子200m
審 判 長：
記録主任：

9月29日 12:40 

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｳﾂﾉﾐﾔ　ｱｲﾘ ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ

1 1064 宇都宮　あいり(2) 仙台大学 1 10 小野寺　慶(2) 仙台一中
ﾎｻｶ ﾕｷ ﾀｶﾊｼ　ｻﾔ

2 184 保坂　結貴(2) 仙台三桜高校 2 97 髙橋　沙耶(1) 宮城第一高校

ﾀﾝﾉ　ﾘｻ ｽｸﾞﾘ ﾊﾙｶ

3 1071 丹野　璃紗(3) 仙台大学 3 7 村主　晴香(1) 仙台一中
ｵｲｶﾜ ﾕｳｶ ﾇﾉﾔ ｷｴｶ

4 1091 及川　優花(1) 仙台大学 4 485 布屋希恵果(1) 長町中学
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅ ｵｵﾀ ﾅﾂｷ

5 2532 橋本　羽奈(3) 郡山四中 5 191 太田　菜月(1) 仙台三桜高校

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ

6 971 菅原　夕七(3) 東北高校 6 596 三浦　遥華(1) 利府高校
ﾔﾊﾀ ｻｱﾔ ｻｲﾄｳ ﾐｵ

7 1086 八幡 紗彩(1) 仙台大学 7 513 斉藤美桜(2) 長町中学
ｻﾄｳ ﾋﾅ ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾄﾐ

8 188 佐藤　姫菜(1) 仙台三桜高校 8 1221 南部　瞳(2) 角田高校

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾖｼﾀﾞ　ｱｶﾈ

2 524 吉田　茜(1) 中田中
ﾖｼﾀﾞ ﾘｱ

3 73 吉田　莉空(2) 仙台二中
ﾋｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

4 1223 樋口　和奏(1) 角田高校
ﾊｷﾞﾀ ｱﾔｶ

5 2324 萩田彩花(2) 佐沼高校
ｻｻｷ ﾄﾓｶ

6 178 佐々木　朋佳(2) 仙台三桜高校

ｲﾄｳ ﾏｲｶ

7 72 伊藤　舞香(2) 仙台二中
ﾑﾗﾀ ｼｵﾝ

8 673 村田　詩音(2) 高砂中学

記録 記録

記録



 女子400m
審 判 長：
記録主任：

9月28日 11:50 

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

1 1

2 2
ｳﾂﾉﾐﾔ　ｱｲﾘ

3 1064 宇都宮　あいり(2) 仙台大学 3
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ ｲｼﾔﾏ ｱﾔｶ

4 1098 渡部　さやか(3) 東北学院大学 4 190 石山　彩花(1) 仙台三桜高校

ﾀﾆﾑﾗ ｱﾔﾅ ｷｼｶﾞﾐ ﾑﾂﾐ

5 181 谷村　彩名(2) 仙台三桜高校 5 1288 岸上　陸美(2) 名取高校
ｻﾄｳ ﾕﾘｺ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｳ

6 1183 佐藤　有里子(3) 福島医大 6 1294 小笠原　美羽(1) 名取高校
ﾀﾆｶﾜ ﾋﾄﾐ ｺﾃﾞﾗ ｼﾎ

7 1289 谷川　仁美(2) 名取高校 7 3398 小寺　志歩(1) 宮城陸協
ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾔ ﾀｶﾊｼ　ｱｶﾘ

8 183 畠山　茅(2) 仙台三桜高校 8 95 高橋　朱里(1) 宮城第一高校

記録 記録



 女子800m
審 判 長：
記録主任：

9月28日 12:35 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録



 女子1500m
審 判 長：
記録主任：

9月29日 11:40 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾅｶﾈ ﾐｻｷ

1 1170 中根　美咲(1) 東北福祉大学

ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ

2 6165 大場　なつみ(2) 田尻中学
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾕｶﾘ

3 2461 遠藤由香里(2) 光南高校
ｻｶﾞﾜ　ｶﾘﾝ

4 2459 佐川　花梨(2) 光南高校
ｻｻｷ ｻｴ

5 284 佐々木　咲笑(3) 東華中学
ｲｾﾔ ﾎﾉｶ

6 283 伊勢谷　ほの香(3) 東華中学
ﾏｴﾀﾞ　ﾐﾊﾈ

7 1049 前田　望羽(2) 一関中
ｵｵﾊﾞ  ﾊﾙ

8 6166 大場　はる(1) 田尻中学
ﾊﾚｻﾜ ｾﾅ

9 291 東華中学
ﾊﾚｻﾜ ﾋﾅ

10 290 東華中学
ｻﾄｳ　ﾐｽﾞｷ

11 1062 佐藤　美月(2) 仙台大学
ｲｼｶﾜ　ｱｲﾘ

12 114 石川　あいり(2) 宮城第一高校

ｷｸﾁ ﾙﾅ

13 1226 菊地　琉名(1) 角田高校
ｻﾄｳﾓｴｶ

14 2843 佐藤　萌佳(2) 白石中学
ｲｼｲ ﾊﾅ

15 288 石井　花奈(2) 東華中学
ﾌｾ ｸﾙﾐ

16 42 布施　久瑠美(1) 仙台二中
ﾂﾙﾐｴﾚﾅ

17 2847 鶴見英玲奈(1) 白石中学
ﾁﾊﾞ ﾕｶｺ

18 2307 千葉由香子(1) 佐沼高校
ｵｵｲ　ﾜｶﾅ

19 1225 大井　和奏(2) 角田高校
ﾁﾊﾞｶｵﾙｺ

20 2848 千葉　薫子(1) 白石中学
ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾅ

21 1224 濱田　菜菜(1) 角田高校
ﾜｸﾂﾒｲ

22 2846 和久津芽生(1) 白石中学

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：

9月29日 10:10 

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

ｺｲｹ ｱﾔｶ ﾐﾔｷﾞ ﾋﾅﾀ

1 4159 小池　彩加(0) 大和田住宅仙台 1 185 宮城　陽向(2) 仙台三桜高校

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ

2 1154 榊原　遥(4) 東北福祉大学 2 1254 伊藤千尋(2) 柴田高校
ﾌﾙｶﾜ ｴﾘ ｶｶﾞﾔﾉﾉ

3 1155 古川　恵理(4) 東北福祉大学 3 4753 加賀屋乃音(1) 横手清陵学院高校

ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾘ

4 1158 五十嵐　徳子(3) 東北福祉大学 4 186 山田　珠莉(2) 仙台三桜高校

ﾂﾁﾔ ﾘﾅ ｶﾜﾊﾗ ｻﾔｶ

5 1169 土屋　里菜(1) 東北福祉大学 5 194 川原　沙華(1) 仙台三桜高校

ｳｼｻﾞﾜ ﾕｳｱ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｷ

6 1159 牛澤　優杏(3) 東北福祉大学 6 193 小野寺　美希(1) 仙台三桜高校

ｺﾏﾂ ﾘﾅ ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ

7 1167 小松　莉菜(1) 東北福祉大学 7 1295 川村　菜津美(1) 名取高校
ﾔｸﾜ ﾅｵ ﾄﾐﾅｶﾞﾐｽﾞｷ

8 1165 八鍬　奈央(2) 東北福祉大学 8 1253 富永水月(2) 柴田高校
ﾀｹｳﾁ ﾜｶﾅ ｶﾝﾉ ﾊﾅ

9 1168 武内　わかな(1) 東北福祉大学 9 1259 菅野 花(1) 柴田高校
ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ ｵｵﾇﾏ ﾊﾙｷ

10 286 長坂　柊花(3) 東華中学 10 648 大沼　悠生(3) 高砂中学
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ ｻｲﾄｳ ﾓﾓｶ

11 981 山崎　彩菜(2) 東北高校 11 1258 齋藤　百花(1) 柴田高校
ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ

12 6834 本間　未来(0) 北村山女子駅伝チーム

ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾗﾝ

13 973 泉田　蘭(3) 東北高校
ﾁﾀﾞ ｱｵｲ

14 319 千田　采葵(3) 東華中学
ﾓﾝﾏ ｱﾔﾈ

15 1227 門間　彩寧(2) 角田高校
ｵｳｷﾞ ﾐﾜ

16 1223 扇子　美和(1) 岩手大学

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：

9月29日 10:25 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｳｴﾀﾞ ﾏｵ

1 1162 植田　真央(2) 東北福祉大学

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ

2 583 渡部　百映(3) 利府高校

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：

9月28日 10:10 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾀｶﾊｼ　ｺﾊﾙ

2 96 高橋　小晴(1) 宮城第一高校

ｱﾓｳ ｻﾔｶ

3 1139 阿毛　清夏(4) 山形大学
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ

4 1210 吉田 春夏(1) 仙台大学
ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ

5 182 中村　寧々(2) 仙台三桜高校

ｻﾜﾀﾞ　ｶﾘﾝ

6 94 澤田　果林(1) 宮城第一高校

ｷｸﾁ ｷｴ

7 1287 菊池　紀恵(2) 名取高校

記録



 女子100mMH(8.0m/0.762m)
審 判 長：
記録主任：

9月28日 10:00 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾐｳﾗ ｱｻﾐ

2 3252 三浦　亜紗美(1) 大河原中学
ｻｸﾗｲﾘﾉ

3 2841 櫻井　梨乃(2) 白石中学
ｻｲﾄｳﾕﾘｱ

4 2856 齋藤結利亜(2) 白石中学
ｸﾗﾀ ｱｶﾘ

5 510 倉田あかり(2) 長町中学
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｶ

6 509 山崎浬香(2) 長町中学
ｻﾄｳ ﾘﾐ

7 3606 佐藤　莉魅(1) 角田中
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｱｵｲ

8 71 小金澤　葵(2) 仙台二中

記録



 女子400mH
審 判 長：
記録主任：

9月29日 13:10 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｻﾄｳ ｲｵﾘ

3 2310 佐藤衣織(1) 佐沼高校
ﾊｶﾞ ﾐｻｷ

4 1222 芳賀　美咲(1) 角田高校
ｶﾐﾑﾗ ﾐｸ

5 929 上村　未来(3) 仙台育英学園高校

ｻﾄｳ ｼｵﾘ

6 1297 佐藤　栞(1) 名取高校

記録



 女子4X100mR

9月28日 09:50 

1組
2ﾚｰﾝ 資格記録 54.20 3ﾚｰﾝ 資格記録 51.65 4ﾚｰﾝ 資格記録 49.8

(  ) 2308 ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ (  ) 483 ｻﾄｳ ﾕﾒ (  ) 180 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ
(  ) 2306 ﾀﾀﾞﾉ ﾐﾕ (  ) 485 ﾇﾉﾔ ｷｴｶ (  ) 181 ﾀﾆﾑﾗ ｱﾔﾅ
(  ) 2325 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ (  ) 505 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂｷ (  ) 183 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾔ
(  ) 2324 ﾊｷﾞﾀ ｱﾔｶ (  ) 508 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｴ (  ) 184 ﾎｻｶ ﾕｷ
(  ) 2327 ﾊﾌﾞ ﾐｽﾞﾎ (  ) 510 ｸﾗﾀ ｱｶﾘ (  ) 187 ｶﾝﾉ ﾏﾕ
(  ) 2326 ﾁﾊﾞ ｽｽﾞﾈ (  ) (  ) 190 ｲｼﾔﾏ ｱﾔｶ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

5ﾚｰﾝ 資格記録 52.30 6ﾚｰﾝ 資格記録 54.8

(  ) 112 ﾄｸﾅｶﾞ　ｱｶﾘ (  ) 1287 ｷｸﾁ ｷｴ
(  ) 117 ﾀｶﾊｼ　ﾐﾂｷ (  ) 1288 ｷｼｶﾞﾐ ﾑﾂﾐ
(  ) 92 ｲｽﾞﾐ　ｶﾅ (  ) 1289 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾄﾐ
(  ) 94 ｻﾜﾀﾞ　ｶﾘﾝ (  ) 1294 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｳ
(  ) 96 ﾀｶﾊｼ　ｺﾊﾙ (  ) 1295 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ
(  ) 97 ﾀｶﾊｼ　ｻﾔ (  ) 1297 ｻﾄｳ ｼｵﾘ
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

2組
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 資格記録 59.4 4ﾚｰﾝ 資格記録 55.35

(  ) (  ) 3620 ｷﾅﾒ ﾙｶ (  ) 71 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｱｵｲ
(  ) (  ) 3605 ｱﾗｶﾜ ｺｳﾒ (  ) 72 ｲﾄｳ ﾏｲｶ
(  ) (  ) 3606 ｻﾄｳ ﾘﾐ (  ) 73 ﾖｼﾀﾞ ﾘｱ
(  ) (  ) 3607 ｵｵﾀ ｽﾐﾚ (  ) 42 ﾌｾ ｸﾙﾐ
(  ) (  ) (  )
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

5ﾚｰﾝ 資格記録 56.8 6ﾚｰﾝ 資格記録 58.1

(  ) 2842 ﾀｶﾊｼﾙｶ (  ) 3245 ｷﾑﾗ ｳｷ
(  ) 2854 ｻﾄｳﾗﾝ (  ) 3243 ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ
(  ) 2856 ｻｲﾄｳﾕﾘｱ (  ) 3242 ｻﾝﾍﾞ ｱﾔﾅ
(  ) 2855 ｽｽﾞｷﾓﾓｱ (  ) 3252 ﾐｳﾗ ｱｻﾐ
(  ) 2841 ｻｸﾗｲﾘﾉ (  )
(  ) (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2

3

大河原中
木村　優姫(1)
髙橋　由奈(1)
三瓶　綾菜(2)
三浦　亜紗美(1)

白石中
髙橋　琉花(2)
佐藤　らん(2)
齋藤結利亜(2)
鈴木　百愛(2)
櫻井　梨乃(2)

角田中
木滑　瑠香(2)
荒川　小梅(1)
佐藤　莉魅(1)
太田　純澪(1)

仙台二中
小金澤　葵(2)
伊藤　舞香(2)
吉田　莉空(2)
布施　久瑠美(1)

高橋　小晴(1)
髙橋　沙耶(1)

名取高校
菊池　紀恵(2)
岸上　陸美(2)
谷川　仁美(2)
小笠原　美羽(1)

川村　菜津美(1)

佐藤　栞(1)

石山　彩花(1)

宮城第一高校
徳永　朱莉(2)
髙橋　美輝(2)
和泉　佳奈(1)
澤田　果林(1)

仙台三桜高
田澤　優希(2)
谷村　彩名(2)
畠山　茅(2)
保坂　結貴(2)
菅野　麻優(1)

千葉鈴音(2)

長町中学
佐藤結芽(1)
布屋希恵果(1)
宮本夏希(2)
永沼愛恵(2)
倉田あかり(2)

佐沼高校
石川晴香(1)
只野美夢(1)
鈴木ももか(2)
萩田彩花(2)
土生瑞穂(2)



 女子4X400mR

9月29日 13:30 

3ﾚｰﾝ 資格記録 4:28.0 4ﾚｰﾝ 資格記録 4:09.18 5ﾚｰﾝ 資格記録 4:26.70

(  ) 1287 ｷｸﾁ ｷｴ (  ) 188 ｻﾄｳ ﾋﾅ (  ) 2306 ﾀﾀﾞﾉ ﾐﾕ
(  ) 1288 ｷｼｶﾞﾐ ﾑﾂﾐ (  ) 191 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ (  ) 2327 ﾊﾌﾞ ﾐｽﾞﾎ
(  ) 1289 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾄﾐ (  ) 179 ｻﾄｳ ﾕｳ (  ) 2326 ﾁﾊﾞ ｽｽﾞﾈ
(  ) 1294 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｳ (  ) 180 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ (  ) 2310 ｻﾄｳ ｲｵﾘ
(  ) 1295 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ (  ) 182 ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ (  ) 2323 ｷｶﾜﾀﾞ ﾏｲ
(  ) 1297 ｻﾄｳ ｼｵﾘ (  ) (  ) 2308 ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録

1

2

3

石川晴香(1)

佐沼高校
只野美夢(1)
土生瑞穂(2)
千葉鈴音(2)
佐藤衣織(1)
木川田茉維(2)

佐藤　栞(1)

仙台三桜高校
佐藤　姫菜(1)
太田　菜月(1)
佐藤　優(2)
田澤　優希(2)
中村　寧々(2)

名取高校
菊池　紀恵(2)
岸上　陸美(2)
谷川　仁美(2)
小笠原　美羽(1)

川村　菜津美(1)



 女子走高跳
審 判 長：
記録主任：

9月29日 10:30 

　

ｻﾄｳ ﾕｳ

1 179 佐藤　優(2) 仙台三桜高校
ｷｶﾜﾀﾞ ﾏｲ

2 2323 木川田茉維(2) 佐沼高校
ｱｶｶﾞﾜ ﾏｲ

3 1221 赤川　舞(1) 岩手大学
ﾌﾙﾔ ﾉﾉｶ

4 358 古矢　野々香(3) 福島医大

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：

9月28日 10:00 

　

ｲﾄｳ　ｱﾐｻ

1 1083 伊藤　亜美沙(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



 女子走幅跳
審 判 長：
記録主任：

9月28日 11:00 

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

ｽｽﾞｷﾓﾓｱ

1 2855 鈴木　百愛(2) 白石中学
ｵﾊﾞﾀ ﾏﾋﾛ

2 1255 小畑　茉尋(2) 柴田高校
ﾊﾔｼ ｺﾘﾝ

3 116 林　心凜(2) 宮城第一高校
ﾀｶﾊｼﾙｶ

4 2842 髙橋　琉花(2) 白石中学
ｺﾞﾄｳ　ﾋﾛｵ

5 1080 後藤　ひろお(2) 仙台大学
ｻﾄｳﾗﾝ

6 2854 佐藤　らん(2) 白石中学
ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ

7 2325 鈴木ももか(2) 佐沼高校
ﾖｼﾀﾞ　ｱｶﾘ

8 1077 吉田　明星(2) 仙台大学
ｼﾊﾞ　ｱﾝｼﾞｭ

9 2217 芝　杏珠(1) 光南高校
ﾌｼﾞﾉ ﾉｿﾞﾐ

10 1262 藤野　希　(1) 柴田高校
ｻｻｷ ﾄﾓｺ

11 195 佐々木　智子(1) 仙台三桜高校
ｻﾄｳ　ｻｸﾗ

12 2462 佐藤　さくら(1) 光南高校
ｸﾛﾀﾞ ﾁﾋﾛ

13 3249 黒田　千裕(1) 大河原中学



 女子三段跳
審 判 長：
記録主任：

9月29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

ﾔﾏﾅｶ ｱﾆｶ

1 231 山中　愛仁果(3) 盛岡第一高校
ｷﾑﾗ ﾐﾅ

2 176 木村　海(2) 仙台三桜高校
ｵｵﾂｷ ｱｵｲ

3 592 大槻　葵(1) 利府高校
ﾀｶﾊｼ　ﾐﾂｷ

4 117 髙橋　美輝(2) 宮城第一高校
ﾖｼﾀﾞ　ｱｶﾘ

5 1077 吉田　明星(2) 仙台大学
ｺﾊﾞﾘ　ﾘｶｺ

6 2458 小針　里佳子(2) 光南高校



一般･高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：
記録主任：

9月29日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｼﾜｻﾞｶ ｻｸﾗ

1 189 柏坂　さくら(1) 仙台三桜高校
ﾐｻﾜ　ｱﾔﾉ

2 1087 三澤　彩乃(1) 仙台大学



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：
記録主任：

9月28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

ｳｼﾞｲｴ ﾊﾙｶ

1 320 氏家　遥香(3) 東華中学
ｺﾝﾄﾞｳ　ｱｷ

2 1056 近藤　安希(3) 仙台大学
ｲﾄｶﾞ　ﾋﾒｶ

3 1055 糸賀　媛香(3) 仙台大学
ﾋｸﾞﾁ　ﾉｿﾞﾐ

4 1057 樋口　望美(3) 仙台大学
ﾄﾂｶ　ﾕｳ

5 1054 戸塚　優(3) 仙台大学



 女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：
記録主任：

9月28日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｼ　ｷｮｳｶ

1 1053 星　京香(4) 仙台大学
ﾏﾂﾉ ﾕｱ

2 1263 松野 結愛(1) 柴田高校



 女子やり投(600g)
審 判 長：
記録主任：

9月29日 11:30 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾘﾅ

1 2309 佐藤りな(1) 佐沼高校
ﾅｶﾑﾗ　ｷﾐｶ

2 1059 中村　公香(2) 仙台大学
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｺ

3 196 山田　美子(1) 仙台三桜高校
ｺﾞﾄｳ ﾊﾅｶ

4 177 後藤　花佳(2) 仙台三桜高校
ﾅﾄﾘ　ｼｵﾘ

5 1058 名取　詩織(2) 仙台大学
ｲﾀﾉ ｱﾔｶ

6 1074 板野 彩花(3) 仙台大学
ﾐｻﾜ　ｱﾔﾉ

7 1087 三澤　彩乃(1) 仙台大学


