
 

新型コロナウィルス感染症対策について 

 

① 基本的な感染対策（マスク着用、三密回避、手洗い、消毒など）を守ること。 

② 各日に大学構内に入構できるのは、その日に競技に出場する競技者のみとする。マネー

ジャーや付添い、保護者等の観戦での入構はできない。団体の場合は引率者2名まで入

構を許可するが、個人参加の場合の付添いは入構できない。 

③ 正門にて1人ずつ入構チェックを行う。具体的には、 

① 競技者または引率者であるかの確認 

② マスク着用の確認 

③ サーモグラフィによる検温 

④ 体調管理チェックシート（指定様式をHPよりダウンロード、印刷、記入する

こと）の確認 

を行い、これらに不備や問題がなければ入構証（リストバンド）を発行する。 

④ 入構証（リストバンド）はその日に限り有効とする。入構証はいつでも見せられるよう

に常時着用しておくこと。再入構の際には入構証を見せること。 

⑤ ウォームアップ中と競技中以外はマスクを着用すること。招集時もマスクを着用するこ

と。 



 男子3000m
審 判 長：

記録主任：

12月5日 11:00 

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

ｵｸﾉ ﾖｼｶﾂ ﾁﾊﾞ ﾕｲﾄ

1 1496 奥野　喜勝(2) 岩沼高等学園 1 651 千葉　唯登(2) 利府高校
ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ ｵｶｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾀ

2 4028 千葉　優多(0) 石巻RC 2 1002 岡崎　文太(2) 仙台大明成高校

ｶﾈｺ ｶｲﾄ ﾎﾝｺﾞｳ ｶｲﾘ

3 1000 金子　海人(2) 仙台大明成高校 3 662 本郷　海琉(1) 利府高校
ｷﾑﾗ ｿｳﾀ ﾏﾐﾔ ﾖｼﾏｻ

4 1018 木村　颯汰(3) 仙台大明成高校 4 636 間宮　義雅(3) 利府高校
ﾋﾉ ﾘｭｳﾄ ｶﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ

5 658 日野　龍杜(1) 利府高校 5 997 鎌田　鋼星(1) 仙台大明成高校

ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ ｷｸﾁ ｱｷﾗ

6 4118 岡澤　佑樹(0) 多賀城駐屯地陸上部 6 1015 菊地　彬(3) 仙台大明成高校

ｲｼﾀﾞ　ﾘｭｳﾄ ｺﾝ ｲﾂｷ

7 157 石田　琉人(1) 花巻東高校 7 984 金　樹(2) 仙台大明成高校

ﾖｼﾉ ﾕｳﾔ ｲﾄｳ　ｺｳｾｲ

8 4027 芳野　裕哉(0) 石巻RC 8 861 伊藤　光成(1) 聖和学園高校

ｱｼﾉ ﾀｲｷ ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ

9 379 芦野　泰規(2) 仙台大学 9 1009 早川　拓海(2) 仙台大明成高校

ｻﾄｳ ﾕｳﾔ ﾁﾊﾞ ｲﾌﾞｷ

10 4129 佐藤　湧也(0) 多賀城駐屯地陸上部 10 998 千葉　伊吹(2) 仙台大明成高校

ｱｵﾉ ﾌｳﾀ ｷｸﾁ　ｼｮｳ

11 987 青野　楓太(1) 仙台大明成高校 11 148 菊池　笙(2) 花巻東高校
ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ｿｳﾏ ｹﾝｽｹ

12 4124 斎藤　寛之(0) 多賀城駐屯地陸上部 12 397 相馬　健佑(1) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ　ｿｳﾀ ｷｸﾁ ｹﾝ

13 863 高橋　壮太(1) 聖和学園高校 13 4112 菊池　健(0) 多賀城駐屯地陸上部

ｻﾄｳ　ﾘｮｳ ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝﾄ

14 867 佐藤　遼(1) 聖和学園高校 14 650 小野寺　賢翔(2) 利府高校
ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳ ｲﾄｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

15 386 内山　凌(3) 仙台大学 15 999 伊藤　元太朗(3) 仙台大明成高校

ﾊﾏﾅｶ ｺｳﾀ ｸｻｵｶﾄﾓﾔ

16 383 濱中　浩太(2) 仙台大学 16 1037 草岡知哉(2) 東北高校
ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ ｶﾝﾉｹﾝｾｲ

17 988 杉本　健太(1) 仙台大明成高校 17 1047 菅野賢星(1) 東北高校
ﾑｻｼ ﾕｳﾔ ｲﾘｴ ﾕｱﾝ

18 3286 武藏　祐哉(0) 宮城陸協 18 983 入江　柚安(1) 仙台大明成高校

ﾂﾁﾔ　ｱｷﾄ ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾅﾘ

19 868 土屋　陽斗(1) 聖和学園高校 19 986 井上　輝政(1) 仙台大明成高校

ﾖﾈﾔ ﾄｷｵ ｵﾉﾃﾞﾗ ｿｳﾀ

20 4128 米谷　怜士(0) 多賀城駐屯地陸上部 20 158 小野寺 颯太(1) 花巻東高校
ｸｶﾞ ｾｲﾔ ｲﾀﾊﾞｼ  ﾋﾛﾄ

21 4123 久我　聖也(0) 多賀城駐屯地陸上部 21 4237 板橋　弘人(0) TEAMみちのく

ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ ｱｻﾉ ﾀﾞｲｷ

22 4127 櫻井　昂平(0) 多賀城駐屯地陸上部 22 1017 浅野　大輝(3) 仙台大明成高校

記録 記録



 男子3000m
審 判 長：

記録主任：

12月5日 11:00 

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾀｶﾀﾞ　ﾊﾙﾄ

1 920 高田　遥斗(1) 仙台育英学園高

ｵｵﾆｼ　ｼｭｳﾀﾛｳ

2 924 大西　柊太朗(1) 仙台育英学園高

ﾀｶﾊｼ　ﾐﾄﾞｳ

3 947 髙橋　海童(2) 仙台育英学園高

ﾊﾏｶﾜ　ｼｭﾝﾄ

4 923 浜川　舜斗(1) 仙台育英学園高

ｼｮｳｼﾞ　ｺｳﾖｳ

5 917 庄司　晃葉(1) 仙台育英学園高

ﾓﾘ　ｶｽﾞﾄ

6 919 森　和翔(1) 仙台育英学園高

ﾑﾗｶﾐ　ﾋﾅﾀ

7 943 村上　向日葵(2) 仙台育英学園高

ﾊﾞﾊﾞ　ﾋﾛﾄ

8 918 馬場　大翔(1) 仙台育英学園高

ﾀｶﾅｼ ｱﾙﾋﾄ

9 631 髙梨　有仁(3) 利府高校
ﾀｶﾊｼ ｶｲ

10 633 高橋　海(3) 利府高校
ｶｾﾄﾞｳ　ｶｹﾙ

11 970 加世堂　懸(1) 仙台育英学園高

ｱﾄﾑﾗ　ｺｳｾｲ

12 921 後村　光星(1) 仙台育英学園高

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｭｳﾝﾀﾛｳ

13 942 渡邉　駿太朗(2) 仙台育英学園高

ｾｷﾈ　ｼｭﾝﾀ

14 946 関根　駿太(2) 仙台育英学園高

ﾑﾁﾘ　ﾃﾞｨﾗﾝｸﾞ

15 925 ムチリ　ディラング(3) 仙台育英学園高

ｻﾄｳ　ﾚﾝ

16 922 佐藤　蓮(1) 仙台育英学園高

ﾐｳﾗ ﾀｸﾄ

17 994 三浦　拓斗(3) 仙台大明成高校

ﾁｶﾞ ｿｳﾀ

18 659 千賀　颯太(1) 利府高校
ﾊﾌﾞ ｹｲﾄ

19 660 土生　慶人(1) 利府高校
ｻｲﾄｳ ｿﾗ

20 657 齊藤　大空(1) 利府高校
ｻｻｷ ﾋﾛﾄ

21 1016 佐々木　敬人(3) 仙台大明成高校

ｲｼﾄﾞｳ ﾙｲ

22 653 石堂　留偉(1) 利府高校

記録
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 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

12月5日 12:05 

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

ﾀｶﾑﾗ ｼｽﾞｵ ｱｶﾞﾂﾏ ｶｽﾞﾕｷ

1 4149 高村　静雄(0) TEAMみちのく 1 3249 我妻　和幸(0) TEAMみちのく

ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾂｷ ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾊﾙ

2 1817 松﨑　立記(1) 石巻高校 2 473 高橋重陽(2) 水沢高校
ﾀﾏｵｳ ｷｽﾞｷ ﾐｳﾗ ｻﾄｼ

3 391 玉應　希築(3) 仙台大学 3 19 三浦　慧士(4) 東北大学
ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ ﾓﾘﾔ　ｼｭｳﾔ

4 1816 八木　優太(1) 石巻高校 4 168 森谷　周弥(1) 花巻東高校
ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ

5 1816 八木　優太(1) 石巻高校 5 279 中村　舜(2) 東北福祉大学

ｶﾄｳ ﾏｻｷ ﾉﾑﾗ ﾄﾜ

6 388 加藤　将貴(3) 仙台大学 6 280 野村　斗和(2) 東北福祉大学

ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

7 380 及川　佑樹(2) 仙台大学 7 289 佐藤　智哉(1) 東北福祉大学

ｴｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ ｳﾗﾔﾏﾖｳｽｹ

8 580 江口　実(1) 東北大学 8 3669 浦山陽介(0) 県南陸協
ｻｶｲ ｹﾝ ｺﾝﾉ ﾖｼｷ

9 32 酒井　健(3) 東北大学 9 4119 紺野　佳輝(0) 多賀城駐屯地陸上部

ｻｻｷ ﾚｲ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

10 4104 佐々木　玲(0) みやぎTFC 10 4114 山田　俊太(0) 多賀城駐屯地陸上部

ﾉﾑﾗｱｷﾋﾛ ｱﾍﾞ　ﾊﾙｷ

11 3631 野村顕弘(0) 県南陸協 11 156 阿部　青希(1) 花巻東高校
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ ｱﾍﾞ　ﾘｸﾄ

12 659 緑川　翔太(1) 東北大学 12 879 安倍　陸翔(2) 聖和学園高校

ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝｽｹ ｲﾜｻｷ ﾀｲﾍｲ

13 49 桑原 健輔(2) 東北大学 13 541 岩崎　泰平(1) 岩手大学
ｱｵﾔｷﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾅｶﾉ  ｶｽﾞﾔ

14 3090 青柳　公大(0) 宮城陸協 14 4234 中野　和也(0) TEAMみちのく

ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ

15 4337 鈴木　唯斗(0) チーム気仙沼 15 50 児玉　健太(2) 東北大学
ｲｶｲ ｹﾝｼﾛｳ ﾐﾔﾉ ﾖｼｷ

16 627 猪飼　挙士郎(1) 仙台大学 16 114 宮野芳樹(3) 岩手大学
ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾄ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

17 246 竹田　康人(2) 東北大学 17 371 佐藤　匠(0) 一関AC
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ ｵｸﾞﾆ　ﾕｳｷ

18 1490 佐藤　和歩(3) 岩沼高等学園 18 147 小國　遊喜(2) 花巻東高校
ｻｻｷ ﾕｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ　ｼｭｳﾄ

19 630 佐々木　優大(1) 仙台大学 19 166 松田　修斗(1) 花巻東高校
ﾊﾔｶﾜ ﾐﾂﾙ ﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞﾙ

20 3291 早川　満(0) 富沢陸さん 20 660 矢嶋　由弦(1) 東北大学
ﾃﾙｲ ｶｽﾞﾄ ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾂｷ

21 382 照井　知殿(2) 仙台大学 21 1817 松﨑　立記(1) 石巻高校

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

12月5日 12:05 

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

ﾊﾂｻﾞﾜ ｽｽﾑ ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾅﾘ

1 175 初澤　晋(0) 石巻高校 1 112 馬場　康生(3) 岩手大学
ﾊﾂｻﾞﾜ ｽｽﾑ ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ

2 175 初澤　晋(0) 石巻高校 2 4122 石川　樹(0) 多賀城駐屯地陸上部

ｽｽﾞｷｵﾄ ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ

3 1026 鈴木響(3) 東北高校 3 3726 金子　正太(0) 上山RC
ﾏﾂﾀﾞﾃ ｶｲ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾔﾄ

4 40 松舘 快(3) 東北大学 4 271 畠山　駿人(3) 東北福祉大学

ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ ﾖｼﾀﾞﾀｸﾛｳ

5 78 三浦　大樹(M1) 東北大学 5 115 吉田拓郎(3) 岩手大学
ﾌﾙﾔﾏ ｹｲﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ

6 272 古山　慧斗(3) 東北福祉大学 6 281 渡邊　泰幸(2) 東北福祉大学

ｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀ ハギノ シオン

7 385 江川　健太(3) 仙台大学 7 0 萩野　紫音(0) 大館北秋陸協

ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ ｲｼｶﾞｷ ﾏｻｷ

8 4020 高橋　健吾(0) 石巻RC 8 25 石垣 雅生(3) 東北大学
ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ﾀﾇﾏ ﾘｮｳ

9 4019 櫻田　浩章(0) 石巻RC 9 17 田沼　怜(4) 東北大学
ﾊﾗ ﾚｵ ｱｶﾞﾂﾏ ﾖｼﾋﾄ

10 125 原　怜央(2) 岩手大学 10 4113 我妻　嘉仁(0) 多賀城駐屯地陸上部

ｲﾄｳ ｹﾞﾝ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

11 117 伊藤　玄(2) 岩手大学 11 319 半澤　拓見(0) 二本松駅伝チーム

ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ ﾓﾐﾔﾏ ﾕｳｽｹ

12 4753 佐藤　栄寿(0) あぶくまAC 12 9450 籾山　雄介(0) 秋田市陸協
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｲﾁ ｸﾄﾞｳﾄﾓｷ

13 108 杉本　祐一(3) 岩手大学 13 503 工藤友喜(0) 盛岡市陸協
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ ﾜｷﾀ ﾖｳﾍｲ

14 304 藤原 悠斗(4) 東北学院大学 14 81 脇田　陽平(M1) 東北大学
ｷｯｶﾜ ｺｳﾀ ﾊｾ ﾀﾂﾔ

15 105 吉川　幸汰(3) 岩手大学 15 4120 長谷　達也(0) 多賀城駐屯地陸上部

ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ ｶｹﾊﾀ　ﾊﾙﾄ

16 4750 菅野　辰也(0) あぶくまAC 16 159 欠端 陽翔(1) 花巻東高校
ﾃﾙｲ ﾋﾛｱｷ ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ

17 99 照井　浩章(4) 岩手大学 17 326 坂本 航規(2) 東北学院大学

ｺﾊﾞﾔｼｼｭｳｼﾞ ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

18 1035 小林秀寿(2) 東北高校 18 68 松田　将大(M2) 東北大学
サトウ カイト ﾏｷﾉ ﾏｻﾋﾛ

19 0 佐藤　海斗(0) 大館北秋陸協 19 38 牧野　雅紘(3) 東北大学
ｽｶﾞﾜﾗ　ｱﾕﾑ ﾁﾊﾞ ﾖｳﾀ

20 862 菅原　歩夢(1) 聖和学園高校 20 347 千葉　洋太(0) 一関AC
ﾓﾄｷ ﾚﾝ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ

21 390 元木　蓮(3) 仙台大学 21 60 八鍬　佳紀(2) 東北大学

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

12月5日 12:05 

5組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ

1 3012 朝倉　和眞(0) 宮城陸協
ｶﾝﾀﾞﾀﾞｲﾁ

2 1032 神田大地(2) 東北高校
ﾏﾂﾀﾞｿｳ

3 1023 松田爽(3) 東北高校
ﾀｶﾊｼｼｮｳﾀ

4 1031 高橋彰太(2) 東北高校
ワタナベ カズヒロ

5 0 渡辺　和博(0) 大館北秋陸協

ﾀｶﾅｼ ﾘｸ

6 381 高梨　陸(2) 仙台大学
ﾌﾙﾀﾞﾃ　ﾕｳ

7 39 古舘　優(0) 花巻AC
ﾌｼﾞﾑﾗ　ｺｳｾｲ

8 478 藤村　晃誠(0) 花巻AC
ｻｲﾄｳｿｳｷ

9 1036 斎藤颯希(2) 東北高校
ｽｽﾞｷﾘｭｳｾｲ

10 1029 鈴木龍星(3) 東北高校
ｻｴｷ ｹﾝﾀ

11 389 佐伯　健太(3) 仙台大学
ｻｶｷﾊﾞﾗﾀｸﾐ

12 1034 榊原巧(2) 東北高校
ｻｸﾗﾊﾞｹｲﾏ

13 1025 櫻庭啓真(3) 東北高校
ﾀﾝﾉｺｳﾀﾛｳ

14 1033 丹野滉太郎(2) 東北高校
ﾖｼﾀﾞｶﾅﾄ

15 1046 吉田奏斗(1) 東北高校
ｼﾗｲｼｺｳｾｲ

16 1024 白石光星(3) 東北高校
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｲﾁ

17 1234 小笠原 太一(0) 産業公害医学研究所

ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ

18 209 土井健太郎(4) 秋田県立大学

ﾆｯﾀ ﾕｳｷ

19 4013 新田　裕貴(0) 石巻RC
ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ

20 4759 一條　博海(0) あぶくまAC
ﾀﾃﾉ ﾕｳﾀ 

21 73 立野　佑太(M1) 東北大学
ﾕﾉｷ ﾕｳﾔ

22 83 柚木 友哉(M2) 東北大学
ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ

23 3987 菅原　直哉(0) 山形市陸協
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男女10000m
審 判 長：

記録主任：

12月5日 09:30 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ

1 4002 大橋　真弥(0) 石巻RC
ｵｵｻﾜ ﾀｲﾁ

2 4240 大澤　太一(0) TEAMみちのく

ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄｼ

3 248 齊藤　寛峻(D3) 東北大学
ﾋｼﾇﾏ ﾖｼﾀﾂ

4 4103 菱沼　嘉竜(0) みやぎTFC
ｱﾍﾞ ﾕｳﾏ

5 540 阿部　佑真(1) 岩手大学
ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

6 583 坂本 順(1) 東北大学
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ

7 48 工藤　大介(2) 東北大学
ｲﾉｳｴ ﾀｲｷ

8 519 井上 大輝(2) 東北大学
ｷﾑﾗ ｼｭｳ

9 7 木村 秀(4) 東北大学
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

10 628 髙橋　祐貴(1) 仙台大学
ｸﾛｽ ﾀﾞｲﾁ

11 8 黒須 大地(4) 東北大学
ｳｽｲ ﾊﾔﾄ

12 3 臼井　駿斗(4) 東北大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ

13 584 渡辺　喬介(1) 東北大学
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

14 3079 斎藤　和也(0) QALab
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ

15 4666 吉田　真人(0) 宮城陸協
ｻﾄｳ ﾀｶﾔ

16 632 佐藤　天哉(1) 仙台大学
ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ

17 93 島田　温彦(0) 石川陸協
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ

18 1012 高橋　葵(4) 岩手大学
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 女子3000m
審 判 長：

記録主任：

12月5日 10:20 

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

ｳﾂﾐ ﾅﾉﾊ ﾜﾀﾅﾍﾞﾅﾁﾙ

1 876 内海　菜羽(2) 常盤木学園高校 1 977 渡邊なちる(2) 東北高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ ｻﾄｳﾕｲ

2 894 山﨑　めい(1) 常盤木学園高校 2 978 佐藤　結唯(2) 東北高校
ｽｽﾞｷ ﾙﾝ ﾖｺﾔﾏｷﾗ

3 872 鈴木　るん(2) 常盤木学園高校 3 987 横山綺星(1) 東北高校
ﾑﾛｲｼﾎ ｼﾊﾞﾀ　ﾘｶ

4 989 室井思歩(1) 東北高校 4 96 柴田　梨花(3) 花巻東高校
ﾁﾀﾞｱｵｲ ｺﾏﾂ ﾘﾅ

5 991 千田采葵(1) 東北高校 5 1093 小松　莉菜(2) 東北福祉大学

ﾀﾀﾞｷﾅｵ ｵｲｶﾜ ｶﾉﾝ

6 988 但木南桜(1) 東北高校 6 1101 及川　花音(1) 東北福祉大学

ｳｼｻﾞﾜ ﾕｳｱ ﾋﾗﾌｼﾞ　ﾅﾅ

7 1085 牛澤　優杏(4) 東北福祉大学 7 105 平藤　楠菜(2) 花巻東高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｷﾞﾉ ｲｾﾔ　ﾐｭｳ

8 597 渡邊　萩乃(1) 利府高校 8 913 伊勢谷　深優(3) 仙台育英学園高

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ　ｻﾗ ｷﾑﾗ　ﾕｶ

9 107 宮林　沙羅(2) 花巻東高校 9 919 木村　優香(1) 仙台育英学園高

ﾔｸﾜ ﾅｵ ﾀｹﾀﾞ　ﾘﾅ

10 1091 八鍬　奈央(3) 東北福祉大学 10 921 武田　莉奈(1) 仙台育英学園高

ﾎﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ﾊﾗ　ﾕｳﾅ

11 874 本多　瑞妃(2) 常盤木学園高校 11 922 原　優奈(3) 仙台育英学園高

ｵｲｶﾜ ﾒｲ ﾅｶﾞｻｶ　ｼｭｳｶ

12 900 及川　愛依(1) 常盤木学園高校 12 925 長坂　柊花(1) 仙台育英学園高

ｻｻｷ　ｱﾔﾅ ﾏﾂﾀﾞ　ｺｺﾅ

13 793 佐々木　彩那(1) 聖和学園高校 13 106 松田　心菜(2) 花巻東高校
ｼｮｳｼﾞ ｳﾗﾗ ﾀｶﾊｼ　ﾁﾋﾛ

14 795 庄司　麗(2) 聖和学園高校 14 111 髙橋　知広(1) 花巻東高校
ｷﾉｼﾀ ﾕｽﾞｷ ﾀﾅｶ ﾘｺ

15 951 木下　柚葵(1) 仙台大明成高校 15 889 田中　璃子(3) 常盤木学園高校

ｱﾗｲ ｻｵﾘ ｲｼｲ ｱｶﾘ

16 788 荒井　沙織(1) 聖和学園高校 16 1098 石井　明里(1) 東北福祉大学

ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶﾚﾝ ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ

17 798 山口　かれん(1) 聖和学園高校 17 881 阿部　ひなた(3) 常盤木学園高校

ｲｾﾔ　ﾎﾉｶ ｲｼｲ ﾐｻﾄ

18 789 伊勢谷　ほの香(1) 聖和学園高校 18 1099 石井　美里(1) 東北福祉大学

ﾀﾏﾀﾞ ﾏﾅ ﾅｶﾈ ﾐｻｷ

19 952 玉田　真菜(1) 仙台大明成高校 19 1096 中根　美咲(2) 東北福祉大学

記録 記録
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 女子5000m
審 判 長：

記録主任：

12月5日 11:40 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳｱ

1 1103 長山　優愛(1) 東北福祉大学

ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾙ

2 1086 須藤　ひかる(4) 東北福祉大学

ｻｲﾄｳ ﾘﾝ

3 1032 齋藤　凜(2) 石巻専修大学

ﾀﾅｶ ｱﾝﾘ

4 1090 田中　杏梨(3) 東北福祉大学

ﾄｻﾞﾜ ｲｵﾘ

5 1035 戸澤　愛織(2) 石巻専修大学

ｶﾅｻﾞﾜ ｶｺ

6 1092 金澤　佳子(2) 東北福祉大学

ﾀｹｳﾁ ﾜｶﾅ

7 1094 武内　わかな(2) 東北福祉大学

ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ

8 1083 五十嵐　徳子(4) 東北福祉大学

ｵﾀﾞｶ ﾅﾂｷ

9 1089 小髙　夏綺(3) 東北福祉大学

ｳｴﾀﾞ ﾏｵ

10 1088 植田　真央　(3) 東北福祉大学

ﾌｫｯｸｽﾏｼﾞﾏ ﾆｲﾅ

11 1038 FOX真島　新菜(1) 石巻専修大学

ｻﾄｳ ｱﾐ

12 1033 佐藤　亜海(2) 石巻専修大学

ﾁﾊﾞ ｻﾕｶ

13 1030 千葉　彩有花(3) 石巻専修大学

ｻﾄｳ ﾕﾐ

14 3108 佐藤　裕美(0) 宮城陸協
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾅ

15 1037 長谷川　日菜(1) 石巻専修大学

ｵｳｷﾞ ﾐﾜ

16 1019 扇子　美和(2) 岩手大学
ｻﾄｳ ﾀｶﾔ ﾐﾂﾞｷ

17 1139 佐藤　美月(3) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ

18 4105 髙橋　彩文(0) みやぎTFC
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ

19 1020 小林　瑞季(2) 岩手大学
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