
所属名 陸協登録番号  競技者名(フルネーム)   競技者名(フリガナ)※カタカナ 参加競技
岩手大 444 細川　颯太 ホソカワ　ソウタ 男子棒高跳
岩手大 443 原　怜央 ハラ　レオ 男子10000m
岩手大 448 岩崎　泰平 イワサキ　タイヘイ 男子10000m
岩手大 465 蓑輪 好一郎 ミノワ　コウイチロウ 男子走幅跳
岩手大 465 蓑輪　好一郎 ミノワ　コウイチロウ 男子100m
岩手大 50 小林　瑞季 コバヤシ　ミズキ 女子5000m
金沢工業大 474 北原銀太 キタハラ　ギンタ 男子十種競技
仙台高専広瀬 429 横尾　晟希 ヨコオ　マサキ 男子100m
仙台高専広瀬 430 一戸　李勁 イチノヘ　リク 男子400mH(0.914m)
仙台高専広瀬 431 早坂　碧唯 ハヤサカ　アオイ 男子100m
東海大北海道 1232 佐藤　風雅 　サトウ　フウガ 男子走幅跳
東海大北海道 28 土肥　慧 ドイ　サトル 男子走幅跳
東海大北海道 682 伊藤　千洸 イトウ　チヒロ 男子走幅跳
東海大北海道 36 小野　惟斗 オノ　ユイト 男子走幅跳
東北学院大学 166 太細　龍人 ダサイ　タツト 男子110mH(1.067m)
東北学院大学 162 坂本　航規 サカモト　コウキ 男子1500m
東北学院大学 182 関　尚輝 セキ　ナオキ 男子1500m
東北学院大学 185 塚村　航大 ツカムラ　コウダイ 男子800m
東北学院大学 475 小田　翔太 オダ　ショウタ 男子800m
東北学院大学 1059 菅原　有咲 スガワラ　アリサ 女子400m
東北工大 244 佐々木　駿 ササキ　シュン 男子100m
東北工大 申請中 髙橋　孝河 タカハシ　コウガ 男子100m
東北工大 申請中 末谷　幸士 スエヤ　コウシ 男子100m
東北工大 247 松岡　龍星 マツオカ　リュウセイ 男子800m
東北工大 247 松岡　龍星 マツオカ　リュウセイ 男子1500m
東北大 27 大根田　浩司 オオネダ　コウジ 男子100m
東北大 135 小出　寿啓 コイデ　トシヒロ 男子十種競技
東北大 488 倉部　彰土 クラベ　アヤト 男子十種競技
東北大 402 西尾　陸大 ニシオ　リクト 男子100m
東北大 36 尾崎　祐太 オザキ　ユウタ 男子800m
東北大 8 野田　耀司 ノダ　ヨウジ 男子100m
東北大 8 野田　耀司 ノダ　ヨウジ 男子200m
東北大 8 野田　耀司 ノダ　ヨウジ 男子棒高跳
東北大 570 阿部　竜胆 アベ　リンドウ 男子400m
東北大 1005 菅田　理乃 スガタ　リノ 女子4X400mR
東北大 1008 原田　萌々子 ハラダ　モモコ 女子4X400mR
東北大 1001 山崎　萌々子 ヤマザキ　モモコ 女子4X400mR
東北大 576 西里　碧澄 ニシザト　ヘキト 男子100m
東北大 576 西里　碧澄 ニシザト　ヘキト 男子110mH(1.067m)
東北大 7 大塚　光陽 オオツカ　コウヤ 男子1500m
東北大 5 富田　綾人 トミタ　アヤト 男子800m
東北大 397 川手　拓朗 カワテ　タクロウ 男子100m
東北大 569 常陸　悠成 ヒタチ　ユウセイ 男子走幅跳
東北大 1177 菊地　志乃 キクチ　シノ 女子100m
東北大 144 久保田　大聖 クボタ　タイセイ 男子三段跳
東北大 18 細島　慎友 ホソジマ　ノリトモ 男子100m
東北大 645 大村　将伸 オオムラ　マサノブ 男子400m
東北大 482 坂元　泰 サカモト　タイ 男子走幅跳
東北大 47 佐藤　芳樹 サトウ　ヨシキ 男子100m
東北大 47 佐藤　芳樹 サトウ　ヨシキ 男子400m
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東北大院 571 米井　潤風 ヨネイ　ウルフ 男子十種競技
東北大院 11 加地　拓弥 カジ　タクヤ 男子200m
東北大院 11 加地　拓弥 カジ　タクヤ 男子110mH(1.067m)
東北大院 143 谷口　尚大 タニグチ　ナオヒロ 男子800m
東北大院 1002 柄澤　菜々美 カラサワ　ナナミ 女子4X400mR
東北大院 137 松岡　陽太 マツオカ　ヨウタ 男子800m
東北大院 672 高倉　直幸 タカクラ　チサキ 男子800m
東北大院 34 柴原　朋也 シバハラ　トモヤ 男子100m
東北大院 34 柴原　朋也 シバハラ　トモヤ 男子200m
東北大院 34 柴原　朋也 シバハラ　トモヤ 男子十種競技
東北大医陸 4207 佐々木　勇杜 ササキ　ユウト 男子100m
東北大医陸 4207 佐々木　勇杜 ササキ　ユウト 男子400m
東北福祉大個人 4647 安食　光琉 アジキ　ヒカル 男子800m
東北福大 97 菊池　拓哉 キクチ　タクヤ 男子100m
東北福大 97 菊池　拓哉 キクチ　タクヤ 男子400m
東北福大 103 小野垣　蒼太 オノガキ　ソウタ 男子走幅跳
東北福大 104 佐藤　翔哉 サトウ　ショウヤ 男子400m
東北福大 105 髙橋　和真 タカハシ　カズマ 男子100m
東北福大 107 佐藤　瑠生樹 サトウ　ルイキ 男子200m
新潟医療福祉大 118 笠松　広輔 カサマツ　コウスケ 男子十種競技
新潟医療福祉大 183 片桐　涼 カタギリ　リョウ 男子十種競技
新潟医療福祉大 145 風間　未来 カザマ　ミライ 男子十種競技
新潟医療福祉大 117 織田　英訓 オダ　ヒデノリ 男子十種競技
新潟医療福祉大 165 中澤　颯太 ナカザワ　ソウタ 男子十種競技
新潟医療福祉大院 95 大浦　拓徳 オオウラ　タクト 一般男子砲丸投(7.260kg)
新潟医療福祉大院 95 大浦　拓徳 オオウラ　タクト 一般男子円盤投(2.000kg)
八戸学院大 1055 菊池　亮 キクチ　リョウ 一般男子円盤投(2.000kg)
八戸学院大 1060 成田　智弥 ナリタ　トモヤ 男子800m
八戸学院大 1062 賀美　正剛 カミ　セイゴウ 男子200m
八戸学院大 1252 逸見　堅悟 ヘンミ　ケンゴ 一般男子砲丸投(7.260kg)
八戸学院大 1256 若林　大河 ワカバヤシ　タイガ 男子走幅跳
広経大 1347 谷　和幸 タニ　カズユキ 男子十種競技
宮城教育大 1053 佐藤　和香奈 サトウ　ワカナ 女子1500m
宮城教育大 151 米田　陽人 ヨネタ　ハルト 男子100m
宮城教育大 151 米田　陽人 ヨネタ　ハルト 男子200m
宮城教育大 1051 藤代　彩佳 フジシロ　アヤカ 女子100m
宮城教育大 1051 藤代　彩佳 フジシロ　アヤカ 女子400m
宮城教育大 1054 伊藤　二千翔 イトウ　ニチカ 女子円盤投(1.000kg)
宮城教育大 1191 高橋    小晴 タカハシ　コハル 女子100m
宮城教育大 632 金沢　太陽 カナザワ　タイヨウ 男子100m
宮城教育大 152 赤間　雄飛 アカマ　ユウヒ 男子100m
宮城教育大 650 伊藤　アキラ イトウ　アキラ 男子三段跳
宮城教育大 159 後藤　拓海 ゴトウ　タクミ 男子400m
山形大 6058 本吉岬希 モトヨシ　ミサキ 男子100m
山形大 6058 本吉岬希 モトヨシ　ミサキ 男子200m
山形大 6048 中島崇 ナカジマ　タカシ 男子400m
山形大 6064 櫻井伸吾 サクライ　シンゴ 男子400m
山形大 6066 大村力 オオムラ　チカラ 男子1500m
山形大 683 ⾧尾遼 ナガオ　リョウ 男子走幅跳
山形大 683 ⾧尾遼 ナガオ　リョウ 男子三段跳
山形大 427 平田拓真 ヒラタ　タクマ 男子800m
山形大 378 石川　友貴 イシカワ　ユウキ 男子800m
山形大 538 渡辺　悠月 ワタナベ　ユヅキ 男子800m
松本大 508 金子　周平 カネコ　シュウヘイ 一般男子砲丸投(7.260kg)
仙台高専名取 669 黒田　大輔 クロダ　ダイスケ 男子400m
仙台高専名取 669 黒田　大輔 クロダ　ダイスケ 男子200m

2 / 5 ページ



所属名 陸協登録番号  競技者名(フルネーム)   競技者名(フリガナ)※カタカナ 参加競技
仙台大学 258 藤井 大祐 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 男子100m
仙台大学 261 杉山 響輝 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 男子100m
仙台大学 438 若槻　猛 ワカツキ　タケシ 男子100m
仙台大学 333 大上 直起 ｵｵｶﾐ ﾅｵｷ 男子100m
仙台大学 441 渡邊 陽太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ 男子100m
仙台大学 257 岩田　和樹 ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 男子100m
仙台大学 248 大垣 京也 ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ 男子100m
仙台大学 255 信夫 龍成 ｼﾉﾌﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子100m
仙台大学 286 本田龍之神 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｼﾝ 男子100m
仙台大学 256 樋口 泰誠 ﾋｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 男子100m
仙台大学 266 松本 充広 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 男子100m
仙台大学 313 高橋　洸成 タカハシ　コウセイ 男子100m
仙台大学 254 根本 洋輔 ﾈﾓﾄ ﾖｳｽｹ 男子100m
仙台大学 415 ⾧澤 春喜 ナガサワ ハルキ 男子100m
仙台大学 314 ⾧澤 春喜 ナガサワ ハルキ 男子100m
仙台大学 290 佐藤　丈治 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子100m
仙台大学 285 菊地 慧真 ｷｸﾁ ｹｲﾏ 男子100m
仙台大学 258 藤井 大祐 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 男子200m
仙台大学 263 及川 拓真 ｵｲｶﾜ ﾀｸﾏ 男子200m
仙台大学 433 金森　瑛 カナモリ　アキラ 男子200m
仙台大学 261 杉山 響輝 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 男子200m
仙台大学 333 大上 直起 ｵｵｶﾐ ﾅｵｷ 男子200m
仙台大学 257 岩田　和樹 ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 男子200m
仙台大学 255 信夫 龍成 ｼﾉﾌﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子200m
仙台大学 256 樋口 泰誠 ﾋｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 男子200m
仙台大学 266 松本 充広 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 男子200m
仙台大学 313 高橋　洸成 タカハシ　コウセイ 男子200m
仙台大学 451 髙橋 泰斗 ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾄ 男子200m
仙台大学 317 種市 和真 タネイチ カズマ 男子200m
仙台大学 265 吉澤　祐人 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 男子200m
仙台大学 254 根本 洋輔 ﾈﾓﾄ ﾖｳｽｹ 男子200m
仙台大学 262 小林　舜 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 男子200m
仙台大学 441 渡邊陽太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ 男子200m
仙台大学 263 及川 拓真 ｵｲｶﾜ ﾀｸﾏ 男子400m
仙台大学 249 糸井　澪央 イトイ　レオ 男子400m
仙台大学 451 髙橋 泰斗 ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾄ 男子400m
仙台大学 317 種市 和真 タネイチ カズマ 男子400m
仙台大学 443 小沼 史弥 ｺﾇﾏ ﾌﾐﾔ 男子400m
仙台大学 310 菊地 翔哉 ｷｸﾁ ｼｮｳﾔ 男子400m
仙台大学 454 金子　海人 カネコ　カイト 男子800m
仙台大学 446 田口 右京 ﾀｸﾞﾁ ｳｷｮｳ 男子800m
仙台大学 321 藤田 脩志 ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 男子800m
仙台大学 271 照井 知殿 ﾃﾙｲ ｶｽﾞﾄ 男子1500m
仙台大学 455 川端 響 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 男子1500m
仙台大学 275 佐々木　優大 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 男子10000m
仙台大学 322 間宮 義雅 マミヤ ヨシマサ 男子10000m
仙台大学 278 髙橋裕貴 タカハシ　ユウキ 男子10000m
仙台大学 458 伊藤　元太朗 イトウ　ゲンタロウ 男子10000m
仙台大学 274 猪飼 拳士郎 イカイ ケンシロウ 男子10000m
仙台大学 171 佐藤　天哉 サトウ　タカヤ 男子10000m
仙台大学 319 菊地 彬 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 男子10000m
仙台大学 423 小畑 空斗 オバタ ソラト 男子10000m
仙台大学 436 江渕　創 ｴﾌﾞﾁ ｿｳ 男子110mH
仙台大学 447 漆原 奏哉 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 男子110mH
仙台大学 439 阿部 颯太 ｱﾍﾞ ｿｳﾀ 男子110mH
仙台大学 259 相馬 夕輝 ｿｳﾏ ﾕｳｷ 男子110mH
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仙台大学 262 小林　舜 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 男子400mH
仙台大学 432 三浦 健瑠 ﾐｳﾗ ﾀｹﾙ 男子400mH
仙台大学 434 荻原　颯汰 ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 男子400mH
仙台大学 437 鈴木 理玄 スズキ マサハル 男子400mH
仙台大学 311 安田 脩人 ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳﾄ 男子400mH
仙台大学 417 中島 大地 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 男子走高跳
仙台大学 326 引地 直登 ﾋｷﾁ ﾅｵﾄ 男子走高跳
仙台大学 280 児玉 綺粋 ｺﾀﾞﾏ ｷｽｲ 男子走高跳
仙台大学 287 三浦 遂也 ﾐｳﾗ ﾕｷﾔ 男子棒高跳
仙台大学 461 後藤　琉希 ｺﾞﾄｳ ﾙｲ 男子棒高跳
仙台大学 459 青田 諒大 ｱｵﾀ ﾘｮｳﾀﾞｲ 男子棒高跳
仙台大学 279 宮内敦史 ﾐﾔｳﾁ ｱﾂｼ 男子棒高跳
仙台大学 284 田崎 智哉 ﾀｻｷ ﾄﾓﾔ 男子走幅跳
仙台大学 460 尾形 蒼 ｵｶﾞﾀ ｿﾗ 男子走幅跳
仙台大学 248 大垣 京也 ｵｵｶﾞｷ ｹｲﾔ 男子走幅跳
仙台大学 309 工藤 悠雅 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｶﾞ 男子走幅跳
仙台大学 286 本田　龍之神 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｼﾝ 男子走幅跳
仙台大学 435 ⾧澤　快凜 ナガサワ　カイリ 男子走幅跳
仙台大学 462 佐藤 宙 ｻﾄｳ ｿﾗ 男子走幅跳
仙台大学 288 藤田 卓実 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 男子走幅跳
仙台大学 290 佐藤　丈治 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子走幅跳
仙台大学 328 太齋 希望 ﾀﾞｻｲ ﾉｿﾞﾐ 男子走幅跳
仙台大学 285 菊地 慧真 ｷｸﾁ ｹｲﾏ 男子走幅跳
仙台大学 291 髙橋　真人 タカハシ　マサト 男子走幅跳
仙台大学 463 齋藤 奏空 ｻｲﾄｳ ｿﾗ 男子三段跳
仙台大学 460 尾形 蒼 ｵｶﾞﾀ ｿﾗ 男子三段跳
仙台大学 460 尾形 蒼 ｵｶﾞﾀ ｿﾗ 男子三段跳
仙台大学 289 木村 弘貴 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 男子三段跳
仙台大学 464 佐々木 凛翠 ｻｻｷ ﾘｾ 一般男子砲丸投（7.260kg）
仙台大学 302 菅井 夏輝 スガイ ナツキ 一般男子砲丸投（7.260kg）
仙台大学 299 佐藤 敏希 ｻﾄｳ ﾄｼｷ 一般男子砲丸投（7.260kg）
仙台大学 297 齋　大輝 ｻｲ ﾋﾛｷ 一般男子円盤投（2.000kg）
仙台大学 301 荒井 啓希 ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 一般男子円盤投（2.000kg）
仙台大学 332 堀籠 温大 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾙﾄ 一般男子円盤投（2.000kg）
仙台大学 466 三浦 瑶 ﾐｳﾗ ﾖｳ 一般男子円盤投（2.000kg）
仙台大学 302 菅井 夏輝 スガイ ナツキ 一般男子円盤投（2.000kg）
仙台大学 465 山本 幸太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 一般男子円盤投（2.000kg）
仙台大学 298 東田 貴仁 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 一般男子円盤投（2.000kg）
仙台大学 296 八巻　梧 ﾔﾏｷ　ｱｵｲ 一般男子円盤投（2.000kg）
仙台大学 304 佐藤 稜 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 一般男子ハンマー投（7.260kg）
仙台大学 303 後藤 紘紀 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 一般男子ハンマー投（7.260kg）
仙台大学 331 佐藤 悠太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 男子やり投（800g）
仙台大学 330 佐藤 幸多 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 男子やり投（800g）
仙台大学 292 工藤 璃桜 ｸﾄﾞｳ ﾘｵ 男子やり投（800g）
仙台大学 300 佐藤　謙信 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子やり投（800g）
仙台大学 329 小針 颯太 ｺﾊﾞﾘ ｿｳﾀ 男子やり投（800g）
仙台大学 295 鈴木　光 スズキ　ヒカル 男子やり投（800g）
仙台大学 306 清水嶋 優平 ｼﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 男子十種競技
仙台大学 307 三浦 竜輝 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｷ 男子十種競技
仙台大学 467 菊地　秀虎 キクチ　ヒデトラ 男子十種競技
仙台大学 1101 徳田 侑奈 ﾄｸﾀ ﾕｳﾅ 女子100m
仙台大学 1150 芳賀 美咲 ﾊｶﾞ ﾐｻｷ 女子100m
仙台大学 1148 眞坂梨夢 マサカリム 女子100m
仙台大学 1149 伊藤 咲稀 イトウ サキ 女子100m
仙台大学 1147 金田 萌 ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ 女子100m
仙台大学 1104 本田 姫星 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾗﾗ 女子100m
仙台大学 1085 千田 愛梨 ﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 女子100m
仙台大学 1147 金田 萌 ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ 女子200m
仙台大学 1149 伊藤 咲稀 イトウ サキ 女子200m
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所属名 陸協登録番号  競技者名(フルネーム)   競技者名(フリガナ)※カタカナ 参加競技
仙台大学 1089 八幡 紗彩 ﾔﾊﾀ ｻｱﾔ 女子1500m
仙台大学 1151 菊地 琉名 ｷｸﾁ ﾙﾅ 女子1500m
仙台大学 1103 木戸　彩乃 ｷﾄﾞ ｱﾔﾉ 女子1500m
仙台大学 1152 高木　環 ﾀｶｷﾞ ﾀﾏｷ 女子5000m
仙台大学 1110 上遠野 優月 ｶﾄｳﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子5000m
仙台大学 1103 木戸　彩乃 ｷﾄﾞ ｱﾔﾉ 女子5000m
仙台大学 1150 芳賀 美咲 ﾊｶﾞ ﾐｻｷ 女子100mH
仙台大学 1081 及川 優花 ｵｲｶﾜ ﾕｳｶ 女子100mH
仙台大学 1082 吉田　晴夏 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子100mH
仙台大学 1105 佐藤 葵衣 ｻﾄｳ ｱｵｲ 女子棒高跳
仙台大学 1091 伊藤 亜美沙 ｲﾄｳ ｱﾐｻ 女子棒高跳
仙台大学 1104 本田 姫星 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾗﾗ 女子走幅跳
仙台大学 1095 佐藤 はるか ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 一般・高校女子砲丸投（4.000kg）
仙台大学 1156 小山 莉紗 ｵﾔﾏ ﾘｻ 一般・高校女子砲丸投（4.000kg）
仙台大学 1106 田近 嵯季 ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 一般・高校女子砲丸投（4.000kg）
仙台大学 1108 濱端 うらら ﾊﾏﾊﾞﾀ ｳﾗﾗ 女子円盤投（1.000kg）
仙台大学 1107 大内 世捺 ｵｵｳﾁ ｾﾅ 女子円盤投（1.000kg）
仙台大学 1106 田近 嵯季 ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 女子円盤投（1.000kg）
仙台大学 1157 安田 友香 ﾔｽﾀ ﾕｳｶ 女子円盤投（1.000kg）
仙台大学 1095 佐藤 はるか ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子ハンマー投（4.000kg）
仙台大学 1156 小山 莉紗 ｵﾔﾏ ﾘｻ 女子ハンマー投（4.000kg）
仙台大学 1155 松野　結愛 マツノ　ユア 女子ハンマー投（4.000kg）
仙台大学 1094 礒 千裕 ｲｿ ﾁﾋﾛ 女子やり投（600g）
仙台大学 1100 佐藤 叶 ｻﾄｳ ｶﾅｴ 女子七種競技
仙台大学 1096 鹿柴 杏香 ｶｼﾊﾞ ｷｮｳｶ 女子七種競技
仙台大学 1099 小野寺 涼 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞ 女子七種競技
仙台大学 1109 植木　玲奈 ｳｴｷ ﾚﾅ 女子七種競技
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