
高校名 陸協登録番号 競技者名(フルネーム) 競技者名(フリガナ) 参加競技
塩釜高 724 ⾧内　一起 オサナイ　カズキ 男子400m
塩釜高 725 小幡　みのり オバタ　ミノリ 男子100m
塩釜高 726 齊藤　允基 サイトウ　ヨシキ 男子800m
塩釜高 727 志田　朋也 シダ　トモヤ 男子100m
塩釜高 728 太宰　遙彦 ダサイ　ハルヒコ 男子400m
塩釜高 728 太宰　遙彦 ダサイ　ハルヒコ 男子800m
塩釜高 714 遠藤　正晃 エンドウ　マサアキ 男子走幅跳
塩釜高 716 千葉　聖 チバ　コウキ 男子800m
塩釜高 717 富本　泰斗 トミモト　タイト 男子400m
塩釜高 718 畠山　瑞己 ハタケヤマ　ミズキ 男子800m
塩釜高 719 樋口　峻 ヒグチ　シュン 男子100m
塩釜高 721 日野杉　悠人 ヒノスギ　ハルト 男子走幅跳
塩釜高 722 峯田　智哉 ミネタ　トモヤ 男子100m
塩釜高 723 横山　陽登 ヨコヤマ　ハルト 男子100m
塩釜高 662 大友　美空 オオトモ　ミク 女子100m
塩釜高 663 三浦　紗菜 ミウラ サナ 女子走幅跳
塩釜高 724 ⾧内　一起 オサナイ　カズキ 男子4X100mR
塩釜高 725 小幡　みのり オバタ　ミノリ 男子4X100mR
塩釜高 719 樋口　峻 ヒグチ　シュン 男子4X100mR
塩釜高 723 横山　陽登 ヨコヤマ　ハルト 男子4X100mR
塩釜高 727 志田　朋也 シダ　トモヤ 男子4X100mR
塩釜高 717 富本　泰斗 トミモト　タイト 男子4X100mR
塩釜高 715 高橋　快音 タカハシ　カイオン 男子800m
塩釜高 729 八百板　大樹 ヤオイタ　ヒロキ 男子走幅跳
花巻北高 205 佐藤　璃苑 ｻﾄｳ ﾘｵﾝ 男子走幅跳
花巻北高 209 三浦　鉄生 ﾐｳﾗ ﾃｯｼｮｳ 男子やり投(800g)
花巻北高 124 佐藤　美優 ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 女子400mH(0.762m)
花巻北高 125 髙橋　優月 ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 女子400m
角田高校 1228 鈴木　瞬斗 ｽｽﾞｷ  ﾏﾅﾄ 男子やり投(800g)
角田高校 1229 南部　英太 ﾅﾝﾌﾞ ｴｲﾀ 高校男子円盤投(1.750kg)
角田高校 1230 最上　　優 ﾓｶﾞﾐ ﾕｳ 高校男子ハンマー投(6.000kg)
角田高校 1231 山田　一颯 ﾔﾏﾀﾞ ｲｯｻ 男子800m
角田高校 1232 山村　大翔 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙﾄ 男子110mH(1.067m)
角田高校 1233 菊地　晃矢 ｷｸﾁ ｺｳﾔ 男子800m
角田高校 1234 山家　優翔 ﾔﾝﾍﾞ ﾕｳﾄ 男子やり投(800g)
角田高校 1227 伊藤　　藍 ｲﾄｳ ﾗﾝ 女子円盤投(1.000kg)
角田高校 1228 岩渕　友風 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳｶ 女子800m
角田高校 1230 木滑　瑠香 ｷﾅﾒ ﾙｶ 女子100m
角田高校 1231 佐藤　涼子 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺ 女子800m
角田高校 1232 谷津　美夢 ﾔﾂ ﾐﾕｳ 女子100m
角田高校 1233 目黒　羽那 ﾒｸﾞﾛ ﾊﾅ 女子100m
角田高校 1229 小野田　愛花 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾅk 女子800m
宮城学院高 827 立石　瑠菜 ﾀﾃｲｼ ﾙﾅ 女子走幅跳
宮城学院高 827 立石　瑠菜 ﾀﾃｲｼ ﾙﾅ 女子4X100mR
宮城学院高 830 石﨑　樹里 ｲｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 女子100m
宮城学院高 830 石﨑　樹里 ｲｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 女子走幅跳
宮城学院高 830 石﨑　樹里 ｲｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 女子4X100mR
宮城学院高 833 千坂　優菜 ﾁｻｶ ﾕﾅ 女子100m
宮城学院高 833 千坂　優菜 ﾁｻｶ ﾕﾅ 女子4X100mR
宮城学院高 829 宗像　優奈 ﾑﾅｶﾀ ﾕﾅ 女子4X100mR
宮城学院高 835 渡部　心咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 女子100m
宮城学院高 835 渡部　心咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 女子400m
宮城工業高 353 奥田　大成 オクダ　タイセイ 男子400m
宮城工業高 354 小鷹　知聖 コダカ　チサト 男子100m
宮城工業高 355 中塩　佳助 ナカシオ　ケイスケ 男子100m
宮城工業高 356 千葉　隼 チバ　ハヤト 男子100m
宮城工業高 357 日下　大貴 クサカ　ダイキ 男子100m
宮城工業高 357 日下　大貴 クサカ　ダイキ 男子走幅跳
宮城工業高 358 千葉　仁 チバ　ジン 男子800m
宮城工業高 359 相澤　大智 アイザワ　ダイチ 男子100m
宮城工業高 360 鈴木　啓生 スズキ　ケイセイ 男子100m
宮城工業高 360 鈴木　啓生 スズキ　ケイセイ 男子400m
宮城工業高 361 青野　柚太 アオノ　ユウタ 男子100m
宮城工業高 365 髙橋　幸作 タカハシ　コウサク 男子100m
宮城工業高 366 高橋　礼恩 タカハシ　レオン 男子走幅跳
宮城工業高 367 金子　琉星 カネコ　リュウセイ 男子400m
宮城工業高 368 佐々木　義人 ササキ　ヨシヒト 高校男子砲丸投(6.000kg)
宮城工業高 370 福井　聖月 フクイ　アルナ 男子100m
宮城工業高 371 横山　悠斗 ヨコヤマ　ユウト 男子800m
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宮城工業高 333 関根　ふうな セキネ　フウナ 女子やり投(600g)
宮城工業高 355 中塩　佳助 ナカシオ　ケイスケ 男子4X100mR
宮城工業高 357 日下　大貴 クサカ　ダイキ 男子4X100mR
宮城工業高 359 相澤　大智 アイザワ　ダイチ 男子4X100mR
宮城工業高 360 鈴木　啓生 スズキ　ケイセイ 男子4X100mR
宮城広瀬高 607 菊池　昊太郎 キクチ　コウタロウ 高校男子砲丸投(6.000kg)
宮城広瀬高 603 田川　輝隻 タガワ　キセキ 高校男子円盤投(1.750kg)
宮城広瀬高 604 中村　斗哉 ナカムラ　トウヤ 男子100m
宮城広瀬高 605 工藤　翔 クドウ　ショウ 男子400mH(0.914m)
宮城広瀬高 608 赤坂　陽士 アカサカ　ハルト 男子800m
宮城広瀬高 609 戸田　凰助 トダ　オウスケ 男子やり投(800g)
宮城広瀬高 610 針生　大和 ハリウ　ヤマト 男子400m
宮城広瀬高 601 岩崎　穂 イワサキ　ミノリ 女子100m
宮城広瀬高 607 菊池　昊太郎 キクチ　コウタロウ 男子4X100mR
宮城広瀬高 603 田川　輝隻 タガワ　キセキ 男子4X100mR
宮城広瀬高 604 中村　斗哉 ナカムラ　トウヤ 男子4X100mR
宮城広瀬高 605 工藤　翔 クドウ　ショウ 男子4X100mR
宮城広瀬高 609 戸田　凰助 トダ　オウスケ 男子4X100mR
宮城広瀬高 610 針生　大和 ハリウ　ヤマト 男子4X100mR
金ヶ崎高 587 富澤　元喜 トミサワ　ゲンキ 男子やり投(800g)
古川学園高 1665 氏家　珠生 ｳｼﾞｲｴ　ｼｭｳ 女子400mH(0.762m)
古川学園高 1666 佐々木　直実 ｻｻｷ　ﾅｵﾐ 女子走高跳
古川学園高 1718 上野　大和 ｳｴﾉ　ﾔﾏﾄ 男子100m
古川学園高 1721 大栗　悠翔 ｵｵｸﾘ　ﾕｳﾄ 男子100m
古川学園高 1715 髙橋　樹生 ﾀｶﾊｼ　ｲﾂｷ 男子100m
古川学園高 1714 早坂　翔夢 ﾊﾔｻｶ　ﾄﾑ 男子100m
古川学園高 1718 上野　大和 ｳｴﾉ　ﾔﾏﾄ 男子4X100mR
古川学園高 1721 大栗　悠翔 ｵｵｸﾘ　ﾕｳﾄ 男子4X100mR
古川学園高 1715 髙橋　樹生 ﾀｶﾊｼ　ｲﾂｷ 男子4X100mR
古川学園高 1714 早坂　翔夢 ﾊﾔｻｶ　ﾄﾑ 男子4X100mR
黒沢尻工高 265 小野寺　和也 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾔ 高校男子ハンマー投(6.000kg)
黒沢尻工高 596 髙橋　駿介 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 高校男子ハンマー投(6.000kg)
黒沢尻工高 268 照井　壮太 ﾃﾙｲ ｿｳﾀ 男子やり投(800g)
黒沢尻工高 267 兒島　鋼次 ｺｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 男子400m
常盤木学園高 897 髙橋　ユリヤ ﾀｶﾊｼ ﾕﾘﾔ 女子100mH(0.838m)
常盤木学園高 893 草野　らら ｸｻﾉ ﾗﾗ 女子400mH(0.762m)
常盤木学園高 891 梅森　咲衣 ｳﾒﾓﾘ ｻｴ 女子100mH(0.838m)
常盤木学園高 878 佐藤　結芽 ｻﾄｳ ﾕﾒ 女子400mH(0.762m)
水沢工業高 667 菅原　剣四郎 ｽｶﾞﾜﾗ　ｹﾝｼﾛｳ 男子やり投(800g)
盛岡一高 235 村守　壮太 ﾑﾗﾓﾘ ｿｳﾀ 男子100m
盛岡一高 235 村守　壮太 ﾑﾗﾓﾘ ｿｳﾀ 高校男子砲丸投(6.000kg)
聖和学園 792 久慈　未来 クジ　ミレ 女子100mH(0.838m)
聖和学園 800 千田　遥花 チダ　ハルカ 女子100mH(0.838m)
石巻高校 1805 髙橋　恵拓 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 男子100m
石巻高校 1808 千葉　駿介 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子100m
石巻西高 1946 佐藤　碩人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子100m
石巻西高 1951 及川　寛太 ｵｲｶﾜ ｶﾝﾀ 男子800m
仙台育英 935 荻原まりん ｵｷﾞﾜﾗ　ﾏﾘﾝ 女子100m
仙台育英 936 林亜美 ﾊﾔｼ　ｱﾐ 女子400m
仙台育英 937 守屋 妃那 ﾓﾘﾔ　ﾋﾅ 女子400m
仙台育英 938 峯田和奏 ﾐﾈﾀ　ﾜｶﾅ 女子400m
仙台育英 934 彦坂 蕗美 ﾋｺｻｶ　ﾛﾐ 女子走幅跳
仙台育英 945 佐藤愛佳里 ｻﾄｳ　ｱｶﾘ 女子100m
仙台育英 949 太田ゆら ｵｵﾀ　ﾕﾗ 女子400m
仙台育英 946 細川叶 ﾎｿｶﾜ　ｶﾅｴ 女子100m
仙台育英 947 阿部ちひろ ｱﾍﾞ　ﾁﾋﾛ 女子100m
仙台育英 933 阿部花音 ｱﾍﾞ　ｶﾉﾝ 女子走幅跳
仙台育英 938 峯田和奏 ﾐﾈﾀ　ﾜｶﾅ 女子100m
仙台育英 944 斉藤凜 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 女子100m
仙台育英 973 星 拓実 ﾎｼ ﾀｸﾐホ 男子100m
仙台育英 974 奥野 陽太 ｵｸﾉ ﾖｳﾀ 男子100m
仙台育英 969 鈴木 翼 ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 男子100m
仙台育英 978 二ツ山 出帆 ﾌﾀﾂﾔﾏ ｲｽﾞﾎ 男子400m
仙台育英 972 岡田 歩 ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾑ 男子400m
仙台育英 977 根本明坦 ﾈﾓﾄ ﾒｲﾀﾝ 男子400mH(0.914m)
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仙台向山高 223 遠藤　涼平 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ 高校男子円盤投(1.750kg)
仙台向山高 224 三浦　大知 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子100m
仙台向山高 225 柳田　優介 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子走幅跳
仙台向山高 227 金　裕己 ｺﾝ ﾋﾛｷ 男子やり投(800g)
仙台向山高 228 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子400m
仙台向山高 229 江畑　宏亮 ｴﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 男子100m
仙台向山高 230 小池　創太 ｺｲｹ ｿｳﾀ 男子800m
仙台向山高 231 鈴木　孝太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 男子110mH(1.067m)
仙台向山高 233 金　希珠 ｷﾝ ﾌｨｽ 男子100m
仙台向山高 234 渡辺　優大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子800m
仙台向山高 236 好川　幸芽 ﾖｼｶﾜ ｺｳｶﾞ 男子800m
仙台向山高 239 吉田　類音 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲﾄ 男子やり投(800g)
仙台向山高 246 村上　晴度 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ 男子100m
仙台向山高 247 工藤　絢成 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｾｲ 男子110mH(1.067m)
仙台向山高 248 佐藤　有悟 ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ 男子100m
仙台向山高 249 泉　健太 ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 男子100m
仙台向山高 250 佐藤　虎太郎 ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ 男子800m
仙台向山高 211 菊地　璃音 ｷｸﾁ ﾘｵ 女子100m
仙台向山高 212 横田　結菜 ﾖｺﾀ ﾕｳﾅ 女子100m
仙台向山高 213 浅沼　琉菜 ｱｻﾇﾏ ﾙﾅ 女子800m
仙台向山高 214 樫崎　めい ｶｼｻﾞｷ ﾒｲ 女子円盤投(1.000kg)
仙台向山高 215 片平　萌花 ｶﾀﾋﾗ ﾓｶ 女子走幅跳
仙台向山高 223 倉田　あかり ｸﾗﾀ ｱｶﾘ 女子400mH(0.762m)
仙台向山高 224 下山　藍 ｼﾓﾔﾏ ｱｲ 女子走幅跳
仙台向山高 227 萩原　穂佳 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾎﾉｶ 女子ハンマー投(4.000kg)
仙台向山高 229申請中 小山　京奈 ｵﾔﾏ ｹｲﾅ 女子やり投(600g)
仙台向山高 248 佐藤　有悟 ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ 男子400m
仙台向山高 249 泉　健太 ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 男子4X100mR
仙台向山高 223 倉田　あかり ｸﾗﾀ ｱｶﾘ 女子100m
仙台向山高 224 下山　藍 ｼﾓﾔﾏ ｱｲ 女子100m
仙台向山高 211 菊地　璃音 ｷｸﾁ ﾘｵ 女子4X100mR
仙台向山高 212 横田　結菜 ﾖｺﾀ ﾕｳﾅ 女子4X100mR
仙台向山高 226 永沼　愛恵 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｴ 女子4X100mR
仙台向山高 228 宮本　詩音 ﾐﾔﾓﾄ ｼｵﾝ 女子4X100mR
仙台向山高 223 倉田　あかり ｸﾗﾀ ｱｶﾘ 女子4X100mR
仙台向山高 224 下山　藍 ｼﾓﾔﾏ ｱｲ 女子4X100mR
仙台向山高 232 清野　煌太 ｾｲﾉ ｺｳﾀ 男子走幅跳
仙台向山高 232 清野　煌太 ｾｲﾉ ｺｳﾀ 男子4X100mR
仙台向山高 248 佐藤　有悟 ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ 男子4X100mR
仙台向山高 229 江畑　宏亮 ｴﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 男子4X100mR
仙台向山高 247 工藤　絢成 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｾｲ 男子4X100mR
仙台向山高 228 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子4X100mR
仙台工高 441 新岡　信平 ﾆｲｵｶ　ｼﾝﾍﾟｲ 男子800m
仙台工高 443 我妻　丞次 ﾜｶﾞﾂﾏ　ｼﾞｮｳｼﾞ 男子100m
仙台工高 443 我妻　丞次 ﾜｶﾞﾂﾏ　ｼﾞｮｳｼﾞ 男子4X100mR
仙台工高 444 山口　達也 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀﾂﾔ 高校男子円盤投(1.750kg)
仙台工高 444 山口　達也 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀﾂﾔ 高校男子砲丸投(6.000kg)
仙台工高 447 髙橋　一未 ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞﾏ 高校男子円盤投(1.750kg)
仙台工高 447 髙橋　一未 ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞﾏ 男子やり投(800g)
仙台工高 448 榎本　隼人 ｴﾉﾓﾄ　ﾊﾔﾄ 男子400m
仙台工高 448 榎本　隼人 ｴﾉﾓﾄ　ﾊﾔﾄ 男子4X100mR
仙台工高 449 菅野　陽汰 ｶﾝﾉ　ﾋﾅﾀ 男子100m
仙台工高 449 菅野　陽汰 ｶﾝﾉ　ﾋﾅﾀ 男子4X100mR
仙台工高 446 黒羽　祥 ｸﾛﾊ　ｼｮｳ 男子800m
仙台工高 450 西坂　優司 ﾆｼｻｶ　ﾕｳｼ 男子100m
仙台工高 450 西坂　優司 ﾆｼｻｶ　ﾕｳｼ 男子4X100mR
仙台工高 451 安藤　翼 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾂﾊﾞｻ 男子100m
仙台工高 451 安藤　翼 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾂﾊﾞｻ 男子400m
仙台工高 445 伊東　暖人 ｲﾄｳ　ﾊﾙﾄ 男子400m
仙台工高 445 伊東　暖人 ｲﾄｳ　ﾊﾙﾄ 男子4X100mR
仙台工高 388 畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ　ｻｷ 女子100mH(0.838m)
仙台工高 388 畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ　ｻｷ 女子やり投(600g)
仙台工高 452 黒田　三樹雄 ｸﾛﾀﾞ　ﾐｷｵ 高校男子円盤投(1.750kg)
仙台工高 452 黒田　三樹雄 ｸﾛﾀﾞ　ﾐｷｵ 高校男子円盤投(1.750kg)
仙台工高 455 大沼　尚平 ｵｵﾇﾏ　ｼｮｳﾍｲ 男子800m
仙台工高 455 大沼　尚平 ｵｵﾇﾏ　ｼｮｳﾍｲ 男子走高跳
仙台工高 456 鶴　大雅 ﾂﾙ　ﾀｲｶﾞ 男子800m
仙台工高 457 髙瀬　陽 ﾀｶｾ　ﾋﾅﾀ 男子100m
仙台工高 458 西原　惇生 ﾆｼﾊﾗ　ｱﾂｷ 男子400m
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仙台工高 458 西原　惇生 ﾆｼﾊﾗ　ｱﾂｷ 男子4X100mR
仙台工高 453 宮川　奏 ﾐﾔｶﾞﾜ　ｶﾅﾃﾞ 男子走幅跳
仙台工高 453 宮川　奏 ﾐﾔｶﾞﾜ　ｶﾅﾃﾞ 男子走高跳
仙台工高 454 伊東　壮也 ｲﾄｳ　ｿｳﾔ 男子走幅跳
仙台工高 459 菅原　智希 ｽｶﾞﾜﾗ　ﾄﾓｷ 男子400mH(0.914m)
仙台高 394 萱場　広稀 カヤバ　コウキ 男子100m
仙台高 394 萱場　広稀 カヤバ　コウキ 男子4X100mR
仙台高 395 松岡　孝樹 マツオカ　コウキ 男子100m
仙台高 395 松岡　孝樹 マツオカ　コウキ 男子4X100mR
仙台高 397 八嶋　黎琉 ヤシマ　レアル 男子走幅跳
仙台高 397 八嶋　黎琉 ヤシマ　レアル 男子4X100mR
仙台高 398 安達　隆太 アダチ　リュウタ 男子100m
仙台高 399 浦山　侑己 ウラヤマ　ユウキ 男子400m
仙台高 400 大村　実恒顕 オオムラ　ミツアキ 男子100m
仙台高 401 堀内　羽琉 ホリウチ　ハル 男子走幅跳
仙台高 402 毛利　源 モウリ　ゲン 男子400m
仙台高 402 毛利　源 モウリ　ゲン 男子4X100mR
仙台高 403 森　康祐 モリ　コウスケ 男子走幅跳
仙台高 403 森　康祐 モリ　コウスケ 男子4X100mR
仙台高 404 神山　竜斗 カミヤマ　リュウト 男子800m
仙台高 354 遠藤　想乃栞 エンドウ　ソノカ 女子やり投(600g)
仙台高 354 遠藤　想乃栞 エンドウ　ソノカ 女子4X100mR
仙台高 355 齋藤　心結 サイトウ　ミユ 女子やり投(600g)
仙台高 355 齋藤　心結 サイトウ　ミユ 女子4X100mR
仙台高 356 髙橋　美菜都 タカハシ　ミナト 女子100m
仙台高 356 髙橋　美菜都 タカハシ　ミナト 女子4X100mR
仙台高 358 芳賀　真彩 ハガ　マアヤ 女子100m
仙台高 358 芳賀　真彩 ハガ　マアヤ 女子4X100mR
仙台高 359 畠山　ほのか ハタケヤマ　ホノカ 女子800m
仙台高 申請中 岩本　知彩 イワモト　チサ 女子400m
仙台高 申請中 岩本　知彩 イワモト　チサ 女子4X100mR
仙台高専広瀬 1178 櫻井　颯大朗 ｻｸﾗｲ ｿｳﾀﾛｳ 男子100m
仙台高専名取 1435 兼村　涼太郎 カネムラ　リョウタロウ 男子100m
仙台高専名取 1436 佐々木　魁 ササキ　カイ 男子100m
仙台高専名取 1431 後藤　漸 ゴトウ　ゼン 男子100m
仙台高専名取 1434 小川　由椰 オガワ　ユウヤ 男子400m
仙台商業高 481 早坂　学 ﾊﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 男子100m
仙台商業高 481 早坂　学 ﾊﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 男子4X100mR
仙台商業高 478 遠藤　怜央 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 男子400m
仙台商業高 476 後藤　碧 ｺﾞﾄｳ ｱｵ 男子100m
仙台商業高 476 後藤　碧 ｺﾞﾄｳ ｱｵ 男子4X100mR
仙台商業高 483 笹山　竣太 ｻｻﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 男子800m
仙台商業高 483 笹山　竣太 ｻｻﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 男子走幅跳
仙台商業高 489 髙橋　未来翔 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾄ 男子100m
仙台商業高 489 髙橋　未来翔 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾄ 男子4X100mR
仙台商業高 489 髙橋　未来翔 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾄ 男子走幅跳
仙台商業高 490 佐々木　航大 ｻｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 男子4X100mR
仙台商業高 490 佐々木　航大 ｻｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 男子走幅跳
仙台商業高 488 阿部　碧空 ｱﾍﾞ ｿﾗ 男子やり投(800g)
仙台商業高 417 相澤　紗良 ｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 女子100m
仙台商業高 420 粂　花音 ｸﾒ ｶﾉﾝ 女子走幅跳
仙台商業高 477 櫻井　俊太 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀ 男子100m
仙台商業高 415 三浦　綾夏 ﾐｳﾗ ﾘｮｳｶ 女子走高跳
仙台商業高 479 鈴木　慶伍 ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ 男子800m
仙台商業高 487 中鉢　直翔 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾅｵﾄ 男子走幅跳
仙台商業高 487 中鉢　直翔 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾅｵﾄ 男子800m
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仙台西高 287 安藤　七香 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾅﾅｶ 女子100mH(0.838m)
仙台西高 287 安藤　七香 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾅﾅｶ 女子走高跳
仙台西高 288 今野　龍響 ｺﾝﾉ　ﾘｵﾝ 男子100m
仙台西高 288 今野　龍響 ｺﾝﾉ　ﾘｵﾝ 男子走幅跳
仙台西高 286 五十嵐　蒼太 ｲｶﾞﾗｼ　ｿｳﾀ 男子100m
仙台西高 301 高橋　恵生 ﾀｶﾊｼ　ｹｲ 男子100m
仙台西高 310 内藤　聖仁 ﾅｲﾄｳ　ﾏｻﾄ 男子100m
仙台西高 310 内藤　聖仁 ﾅｲﾄｳ　ﾏｻﾄ 男子400mH(0.914m)
仙台西高 288 今野　龍響 ｺﾝﾉ　ﾘｵﾝ 男子4X100mR
仙台西高 310 内藤　聖仁 ﾅｲﾄｳ　ﾏｻﾄ 男子4X100mR
仙台西高 286 五十嵐　蒼太 ｲｶﾞﾗｼ　ｿｳﾀ 男子4X100mR
仙台西高 301 高橋　恵生 ﾀｶﾊｼ　ｹｲ 男子4X100mR
仙台青陵高 508 三塚　亜知 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱﾁ 男子100m
仙台青陵高 493 菊池  綾太 ｷｸﾁ ｱﾔﾀ 男子100m
仙台東高校 334 清水野　康平 ｼﾐｽﾞﾉ　ｺｳﾍｲ 男子800m
仙台東高校 340 髙泉　温帆 ﾀｶｲｽﾞﾐ　ﾊﾙﾎ 男子走幅跳
仙台東高校 341 後藤　樹生 ｺﾞﾄｳ　ｲﾂｷ 高校男子砲丸投(6.000kg)
仙台東高校 337 村上　裕真 ﾑﾗｶﾐ　ﾕｳﾏ 男子走幅跳
仙台東高校 332 佐々木　康大 ｻｻｷ　ｺｳﾀﾞｲ 男子100m
仙台東高校 331 田村　隼飛 ﾀﾑﾗ　ﾊﾔﾄ 男子走幅跳
仙台東高校 335 國分　駿佑 ｺｸﾌﾞﾝ　ｼｭﾝｽｹ 男子400m
仙台東高校 342 佐々木　葵生 ｻｻｷ　ｱｵｲ 男子800m
仙台東高校 338 鈴木　利空 ｽｽﾞｷ　ﾘｸ 男子400m
仙台東高校 333 千葉　蓮 ﾁﾊﾞ　ﾚﾝ 男子やり投(800g)
仙台東高校 344 伊藤　謙信 ｲﾄｳ　ｹﾝｼﾝ 男子100m
仙台東高校 343 佐藤　慈穏 ｻﾄｳ　ｼｵﾝ 男子800m
仙台東高校 318 高橋　健太朗 ﾀｶﾊｼ　ｹﾝﾀﾛｳ 男子走幅跳
仙台東高校 317 小林　晃太朗 ｺﾊﾞﾔｼ　ｺｳﾀﾛｳ 男子走幅跳
仙台東高校 315 沓澤　望歩 ｸﾂｻﾞﾜ　ﾉｱ 男子800m
仙台東高校 316 大久　煌世 ｵｵﾋｻ ｺｳｾｲ 男子やり投(800g)
仙台東高校 311 菊池　陸斗 ｷｸﾁ　ﾘｸﾄ 男子100m
仙台東高校 312 奥田　快斗 ｵｸﾀﾞ　ｶｲﾄ 男子400m
仙台東高校 313 仲上　俊哉 ﾅｶｶﾞﾐ　ﾄｼﾔ 男子100m
仙台東高校 314 曲田　悠人 ﾏｶﾞﾀ　ﾕｳﾄ 男子400m
仙台東高校 319 菊地　貴遙 ｷｸﾁ　ﾀｶﾊﾙ 男子800m
仙台東高校 312 アンダーソン菅原ティアラ ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ　ｽｶﾞﾜﾗ　ﾃｨｱﾗ 女子走幅跳
仙台東高校 312 アンダーソン菅原ティアラ ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ　ｽｶﾞﾜﾗ　ﾃｨｱﾗ 女子4X100mR
仙台東高校 314 田中　結奈 ﾀﾅｶ　ﾕｳﾅ 女子800m
仙台東高校 314 田中　結奈 ﾀﾅｶ　ﾕｳﾅ 女子4X100mR
仙台東高校 316 槙原　姫彩 ﾏｷﾊﾗ　ﾒｲ 女子400m
仙台東高校 316 槙原　姫彩 ﾏｷﾊﾗ　ﾒｲ 女子4X100mR
仙台東高校 306 佐々木　杏倫 ｻｻｷ　ｱﾝﾘ 女子100m
仙台東高校 306 佐々木　杏倫 ｻｻｷ　ｱﾝﾘ 女子4X100mR
仙台東高校 308 佐藤　愛 ｻﾄｳ　ﾒｸﾞ 女子100m
仙台東高校 308 佐藤　愛 ｻﾄｳ　ﾒｸﾞ 女子4X100mR
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仙台南高 256 中嶋 凛 ﾅｶｼﾞﾏ　ﾘﾝ 女子走幅跳
仙台南高 256 中嶋 凛 ﾅｶｼﾞﾏ　ﾘﾝ 女子100m
仙台南高 258 吉野　心優 ﾖｼﾉ　ﾐﾕ 女子100m
仙台南高 796 佐藤　忠馬 ｻﾄｳ　ﾁｭｳﾏ 男子100m
仙台南高 796 佐藤　忠馬 ｻﾄｳ　ﾁｭｳﾏ 男子400m
仙台南高 252 手塚　恭右 ﾃﾂﾞｶ　ｷｮｳｺﾞ 男子100m
仙台南高 252 手塚　恭右 ﾃﾂﾞｶ　ｷｮｳｺﾞ 男子400m
仙台南高 254 及川　汐音 ｵｲｶﾜ　ｼｵﾈ 女子円盤投(1.000kg)
仙台南高 278 大宮 綾介 ｵｵﾐﾔ　ﾘｮｳｽｹ 男子800m
仙台南高 255 相原　優花 ｱｲﾊﾗ　ﾕｳｶ 女子400m
仙台南高 257 澤村　南咲 ｻﾜﾑﾗ　ﾐｻｷ 女子400m
仙台南高 254 千葉　敦生 ﾁﾊﾞ　ｱﾂｷ 男子走幅跳
仙台南高 254 千葉　敦生 ﾁﾊﾞ　ｱﾂｷ 男子100m
仙台南高 252 佐藤　悠菜 ｻﾄｳ　ﾕｳﾅ 女子100mH(0.838m)
仙台南高 249 田原　若奈 ﾀﾊﾗ　ﾜｶﾅ 女子走高跳
仙台南高 250 平山　日菜 ﾋﾗﾔﾏ　ﾋﾅ 女子100m
仙台南高 273 鈴木　優人 ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾄ 男子100m
仙台南高 274 槻田　涼 ﾂｷﾀ　ﾘｮｳ 男子走幅跳
仙台南高 274 槻田　涼 ﾂｷﾀ　ﾘｮｳ 男子100m
仙台南高 277 岩谷　一平 ｲﾜﾔ　ｲｯﾍﾟｲ 男子やり投(800g)
仙台南高 277 岩谷　一平 ｲﾜﾔ　ｲｯﾍﾟｲ 男子110mH(1.067m)
仙台南高 276 大内　康輔 ｵｵｳﾁ　ｺｳｽｹ 男子走幅跳
仙台南高 272 白石　創 ｼﾗｲｼ　ｿｳ 男子100m
仙台南高 272 白石　創 ｼﾗｲｼ　ｿｳ 男子110mH(1.067m)
仙台南高 253 松本　日翔 ﾏﾂﾓﾄ　ﾊﾙﾄ 男子400m
仙台二華高 140 大場　なつみ ｵｵﾊﾞﾅﾂﾐ 女子800m
仙台二華高 144 髙橋 葵 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 女子800m
仙台二華高 132 東海林 あいり ﾄｳｶｲﾘﾝ　ｱｲﾘ　 女子800m
仙台二華高 146 村上 萌栞 ﾑﾗｶﾐ ﾎﾉｶ 女子100m
仙台二華高 145 加藤 優奈 ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 女子100m
仙台二華高 145 加藤 優奈 ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 女子走幅跳
仙台二華高 166 ガルビン 紅愛 ｶﾞﾙﾋﾞﾝ ｸﾚｱ 女子100mH(0.838m)
仙台二華高 166 ガルビン 紅愛 ｶﾞﾙﾋﾞﾝ ｸﾚｱ 女子400mH(0.762m)
泉館山高校 557 加藤　純 カトウ　ジュン 男子800m
泉館山高校 555 文屋　総一郎 ブンヤ　ソウイチロウ 男子100m
泉館山高校 556 藤澤　日登 フジサワ　ハルト 男子100m
泉館山高校 554 福重　和也 フクシゲ　カズヤ 男子800m
泉館山高校 500 岸　瑞希 キシ　ミズキ 女子800m
泉高 529 石坂　優太 イシザカ　ユウタ 男子800m
泉高 522 ⾧　智晴 チヨウ　トモハル 男子やり投(800g)
泉高 521 佐藤　桂 サトウ　ケイ 男子800m
泉高 522 ⾧　智晴 チヨウ　トモハル 男子走高跳
泉高 523 高橋　龍之介 タカハシ　リュウノスケ 男子800m
泉高 524 髙野　朱羽馬 タカノ　シュウマ 男子400m
泉高 524 髙野　朱羽馬 タカノ　シュウマ 男子100m
泉高 526 鈴木　颯真 スズキ　ソウマ 男子800m
泉高 527 三塚　灯真 ミツヅカ　トウマ 男子800m
泉高 517 梅　志人 ウメ　ユキト 男子100m
泉高 512 佐藤　拓海 サトウ　タクミ 男子100m
泉高 513 佐藤　天馬 サトウ　テンマ 男子走幅跳
泉高 514 谷野　佑弥 タニノ　ユウヤ 男子800m
泉高 515 阿部　亮太 アベ　リョウタ 男子800m
泉高 516 狩野　煌大 カリノ　コウダイ 男子100m
泉高 471 福岡　実生 フクオカ　ミウ 女子800m
泉高 472 川守田　麗 カワモリタ　ウララ 女子800m
泉高 473 安達　萌夏 アダチ　モエカ 女子800m
泉高 474 佐々木　希綾 ササキ　ノア 女子100m
泉高 479 小林　愛菜 コバヤシ　マナ 女子100m
泉高 476 武田　和奏 タケダ　ワカナ 女子100m
泉高 477 高橋　怜子 タカハシ　レイコ 女子100m
泉高 478 西原　由珠 ニシハラ　ユズ 女子100m
泉高 474 佐々木　希綾 ササキ　ノア 女子4X100mR
泉高 479 小林　愛菜 コバヤシ　マナ 女子4X100mR
泉高 476 武田　和奏 タケダ　ワカナ 女子4X100mR
泉高 477 高橋　怜子 タカハシ　レイコ 女子4X100mR
泉高 478 西原　由珠 ニシハラ　ユズ 女子4X100mR
泉高 522 ⾧　智晴 チヨウ　トモハル 男子4X100mR
泉高 524 髙野　朱羽馬 タカノ　シュウマ 男子4X100mR
泉高 517 梅　志人 ウメ　ユキト 男子4X100mR
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泉高 512 佐藤　拓海 サトウ　タクミ 男子4X100mR
泉高 513 佐藤　天馬 サトウ　テンマ 男子4X100mR
泉高 516 狩野　煌大 カリノ　コウダイ 男子4X100mR
泉松陵高 591 吉田　光太郎 ヨシダ　コウタロウ 男子400m
泉松陵高 591 吉田　光太郎 ヨシダ　コウタロウ 男子4X100mR
泉松陵高 589 三浦　和輝 ミウラ　カズキ 男子100m
泉松陵高 589 三浦　和輝 ミウラ　カズキ 男子4X100mR
泉松陵高 586 佐々木　唯尊 ササキ　ユイト 男子100m
泉松陵高 586 佐々木　唯尊 ササキ　ユイト 男子4X100mR
泉松陵高 577 伊藤　聖真 イトウ　ショウマ 男子400m
泉松陵高 577 伊藤　聖真 イトウ　ショウマ 男子4X100mR
泉松陵高 579 花田　悠斗 ハナダ　ユウト 男子100m
泉松陵高 579 花田　悠斗 ハナダ　ユウト 男子4X100mR
泉松陵高 580 吉村　碧斗 ヨシムラ　アオト 高校男子砲丸投(6.000kg)
泉松陵高 580 吉村　碧斗 ヨシムラ　アオト 男子4X100mR
泉松陵高 571 中川原　至 ナカガワラ　イタル 男子100m
泉松陵高 576 天野　瑞樹 アマノ　ミズキ 男子800m
泉松陵高 572 阿部　風優 アベ　フウヤ 男子800m
泉松陵高 574 村田　悠真 ムラタ　ユウマ 男子800m
泉松陵高 575 山内　海里 ヤマウチ　カイリ 男子800m
泉松陵高 578 佐藤　瞳羽 サトウ　トワ 男子800m
泉松陵高 530 熊谷　彩奈 クマガイ　アヤナ 女子800m
泉松陵高 530 熊谷　彩奈 クマガイ　アヤナ 女子4X100mR
泉松陵高 528 今野　綾音 コンノ　アヤネ 女子800m
泉松陵高 528 今野　綾音 コンノ　アヤネ 女子4X100mR
泉松陵高 531 千葉　優井 チバ　ユイ 女子100m
泉松陵高 531 千葉　優井 チバ　ユイ 女子4X100mR
泉松陵高 522 稲富　ゆいか イナトミ　ユイカ 女子100m
泉松陵高 522 稲富　ゆいか イナトミ　ユイカ 女子4X100mR
創学館高 243 青木　友汰 ｱｵｷ　ﾕｳﾀ 男子400mH(0.914m)
創学館高 249 工藤　陸真 ｸﾄﾞｳ　ﾘｸﾏ 高校男子ハンマー投(6.000kg)
創学館高 251 鈴木　叶夢 ｽｽﾞｷ　ﾄｱ 高校男子ハンマー投(6.000kg)
創学館高 252 髙橋　留嘉 ﾀｶﾊｼ　ﾙｶ 高校男子ハンマー投(6.000kg)
創学館高 253 武口　依薪 ﾀｹｸﾞﾁ　ｲｯｼﾝ 男子100m
創学館高 253 武口　依薪 ﾀｹｸﾞﾁ　ｲｯｼﾝ 男子走幅跳
創学館高 255 野口　雲斗矢 ﾉｸﾞﾁ　ﾓﾄﾔ 男子100m
創学館高 256 赤塚　朋哉 ｱｶﾂｶ　ﾄﾓﾔ 男子800m
創学館高 257 浅野目　莞爾 ｱｻﾉﾒ　ｶﾝｼﾞ 男子100m
創学館高 258 池田　悠真 ｲｹﾀﾞ　ﾕｳﾏ 男子100m
創学館高 258 池田　悠真 ｲｹﾀﾞ　ﾕｳﾏ 男子やり投(800g)
創学館高 259 伊澤　羚 ｲｻﾞﾜ　ﾘｮｳ 男子800m
創学館高 260 魚住　一稀 ｳｵｽﾞﾐ　ｶｽﾞｷ 男子400mH(0.914m)
創学館高 260 魚住　一稀 ｳｵｽﾞﾐ　ｶｽﾞｷ 男子4X100mR
創学館高 261 江口　旺臥 ｴｸﾞﾁ　ｵｳｶﾞ 高校男子砲丸投(6.000kg)
創学館高 262 小野　孝一朗 ｵﾉ　ｺｳｲﾁﾛｳ 男子走高跳
創学館高 263 狩野　正弥 ｶﾉ　ﾏｻﾔ 男子100m
創学館高 263 狩野　正弥 ｶﾉ　ﾏｻﾔ 男子4X100mR
創学館高 264 桐井　悠佑 ｷﾘｲ　ﾕｳｽｹ 男子800m
創学館高 265 工藤　駿也 ｸﾄﾞｳ　ｼｭﾝﾔ 高校男子砲丸投(6.000kg)
創学館高 265 工藤　駿也 ｸﾄﾞｳ　ｼｭﾝﾔ 高校男子ハンマー投(6.000kg)
創学館高 266 今野　泰心 ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 男子400m
創学館高 267 菅井　胡汰 ｽｶﾞｲ　ｺﾀ 男子走幅跳
創学館高 267 菅井　胡汰 ｽｶﾞｲ　ｺﾀ 男子4X100mR
創学館高 268 鈴木　大樹 ｽｽﾞｷ　ﾀﾞｲｷ 男子やり投(800g)
創学館高 269 鈴木　来輝 ｽｽﾞｷ　ﾗｲｷ 高校男子砲丸投(6.000kg)
創学館高 270 多田　みさき ﾀﾀﾞ　ﾐｻｷ 男子やり投(800g)
創学館高 271 野際　勇摩 ﾉｷﾞﾜ　ﾕｳﾏ 男子やり投(800g)
創学館高 272 林　涵 ﾘﾝ　ｶﾝ 男子100m
創学館高 273 市川　宙 ｲﾁｶﾜ　ｿﾗ 男子100m
創学館高 273 市川　宙 ｲﾁｶﾜ　ｿﾗ 男子110mH(1.067m)
創学館高 274 伊藤　大智 ｲﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ 男子800m
創学館高 276 小野　太樹 ｵﾉ　ﾀﾞｲｷ 男子400m
創学館高 277 小玉　玲 ｺﾀﾞﾏ　ﾚｲ 男子100m
創学館高 277 小玉　玲 ｺﾀﾞﾏ　ﾚｲ 男子4X100mR
創学館高 278 齋藤　琉斗 ｻｲﾄｳ　ﾘｭｳﾄ 男子800m
創学館高 279 ⾧瀬　翔和 ﾅｶﾞｾ　ﾄﾜ 高校男子ハンマー投(6.000kg)
創学館高 280 三原　悠弥 ﾐﾊﾗ　ﾕｳﾔ 男子やり投(800g)
創学館高 281 森　遥音 ﾓﾘ　ﾊﾙﾄ 男子100m
創学館高 281 森　遥音 ﾓﾘ　ﾊﾙﾄ 男子4X100mR
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創学館高 341 中山　天翔 ﾅｶﾔﾏ　ﾃﾝｶﾞ 男子走高跳
創学館高 144 武田　ひなた ﾀｹﾀﾞ　ﾋﾅﾀ 女子円盤投(1.000kg)
創学館高 144 武田　ひなた ﾀｹﾀﾞ　ﾋﾅﾀ 女子ハンマー投(4.000kg)
多賀城高 684 佐藤　桜太 ｻﾄｳ　ｵｳﾀ 男子100m
多賀城高 685 若生　壱輝 ﾜｺｳ　ｶｽﾞｷ 男子110mH(1.067m)
多賀城高 685 若生　壱輝 ﾜｺｳ　ｶｽﾞｷ 男子400mH(0.914m)
多賀城高 686 近藤　光 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾋｶﾙ 男子100m
多賀城高 687 阿部　翔太 ｱﾍﾞ　ｼｮｳﾀ 男子110mH(1.067m)
多賀城高 687 阿部　翔太 ｱﾍﾞ　ｼｮｳﾀ 男子走幅跳
多賀城高 691 山田　倶也 ﾔﾏﾀﾞ　ﾄﾓﾔ 男子やり投(800g)
多賀城高 692 鈴木　寿暢 ｽｽﾞｷ　ﾄｼﾉﾌﾞ 男子100m
多賀城高 693 髙橋　圭太朗 ﾀｶﾊｼ　ｹｲﾀﾛｳ 男子100m
多賀城高 693 髙橋　圭太朗 ﾀｶﾊｼ　ｹｲﾀﾛｳ 男子400mH(0.914m)
多賀城高 694 阿部　智康 ｱﾍﾞ　ﾄﾓﾔｽ 男子100m
多賀城高 695 岩見　祥平 ｲﾜﾐ　ｼｮｳﾍｲ 男子400m
多賀城高 697 菊地　凛翔 ｷｸﾁ　ﾘﾝﾄ 男子100m
多賀城高 698 紺野　葵 ｺﾝﾉ　ｱｵｲ 男子100m
多賀城高 699 清　愛翔 ｾｲ　ｱｲﾄ 男子走幅跳
多賀城高 689 関　尚太朗 ｾｷ　ｼｮｳﾀﾛｳ 男子800m
多賀城高 690 髙久　晴渡 ﾀｶｸ　ﾊﾙﾄ 男子800m
多賀城高 700 髙内　天斗 ﾀｶｳﾁ　ｱﾏﾄ 男子800m
多賀城高 701 前畑　匠亜 ﾏｴﾊﾀ　ｼｮｳｱ 男子800m
多賀城高 702 松井　敬 ﾏﾂｲ　ｹｲ 男子走幅跳
多賀城高 657 佐藤　杏 ｻﾄｳ　ｱﾝ 女子走幅跳
多賀城高 658 相原　早希 ｱｲﾊﾗ　ｻｷ 女子800m
多賀城高 659 城下　心 ｼﾛｼﾀ　ｺｺﾛ 女子走高跳
多賀城高 684 佐藤　桜太 ｻﾄｳ　ｵｳﾀ 男子4X100mR
多賀城高 698 紺野　葵 ｺﾝﾉ　ｱｵｲ 男子4X100mR
多賀城高 687 阿部　翔太 ｱﾍﾞ　ｼｮｳﾀ 男子4X100mR
多賀城高 686 近藤　光 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾋｶﾙ 男子4X100mR
多賀城高 694 阿部　智康 ｱﾍﾞ　ﾄﾓﾔｽ 男子4X100mR
多賀城高 693 髙橋　圭太朗 ﾀｶﾊｼ　ｹｲﾀﾛｳ 男子4X100mR
東北学院高 834 阿部　尊 ｱﾍﾞ　ﾀｹﾙ 男子100m
東北学院高 835 遠藤　日向 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾋｭｳｶﾞ 男子400m
東北学院高 825 遠藤　拓虎 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾀｸﾄ 男子400m
東北学院高 831 庄司　陸人 ｼｮｳｼﾞ　ﾘｸﾄ 高校男子砲丸投(6.000kg)
東北学院高 829 佐々木　諒 ｻｻｷ　ﾘｮｳ 男子100m
東北学院高 836 小林　諒真 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾘｮｳﾏ 男子800m
東北学院高 837 螺　大河 ﾎﾗｶﾞｲ　ﾀｲｶﾞ 男子100m
東北学院高 838 渡邉　幸太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｺｳﾀ 男子400mH(0.914m)
東北学院高 840 仁村　恒太 ﾆﾑﾗ　ｺｳﾀ 男子800m
東北学院高 842 菅原　琉 ｽｶﾞﾜﾗ　ﾘｭｳ 男子400m
東北学院高 843 吉田　道仁 ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾁﾋﾄ 高校男子砲丸投(6.000kg)
東北学院高 844 佐々木　伊吹 ｻｻｷ　ｲﾌﾞｷ 男子800m
東北学院高 845 今藤　虎徹 ｺﾝﾄﾞｳ　ｺﾃﾂ 高校男子砲丸投(6.000kg)
東北学院高 821 嶺岸　優羽 ﾐﾈｷﾞｼ　ﾕｳ 男子800m
東北学院高 822 鈴木　康矢 ｽｽﾞｷ　ｺｳﾔ 男子800m
東北学院高 823 大髙　時導 ｵｵﾀｶ　ﾄｷﾐ 男子400m
東北学院高 824 三浦　行斗 ﾐｳﾗ　ﾕｷﾄ 男子走幅跳
東北学院高 827 葛原　煌 ｸｽﾞﾊﾗ　ｺｳ 男子800m
東北学院高 828 向山　琢磨 ﾑｺｳﾔﾏ　ﾀｸﾏ 男子走高跳
東北学院高 832 髙石　眞央 ﾀｶｲｼ　ﾏﾋﾛ 男子800m
東北学院高 830 高橋　慎太郎 ﾀｶﾊｼ　ｼﾝﾀﾛｳ 男子100m
東北学院高 841 佐々木　琳太郎 ｻｻｷ　ﾘﾝﾀﾛｳ 男子400m
東北学院高 846 渋谷　和磨 ｼﾌﾞﾔ　ｶｽﾞﾏ 男子800m
東北学院高 847 青嶋　悠生 ｱｵｼﾏ　ﾕｳｷ 男子100m
東北学院高 849 白河　大翔 ｼﾗｶﾜ　ﾀﾞｲﾄ 男子800m
東北学院高 850 渡邉　陽桜 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋｵｳ 男子800m
東北学院高 851 佐藤　良助 ｻﾄｳ　ﾘｮｳｽｹ 男子100m
東北学院高 852 羽田野　瑞貴 ﾊﾀﾉ　ﾐｽﾞｷ 男子800m
東北学院高 853 平間　遥樹 ﾋﾗﾏ　ﾊﾙｷ 男子800m
東北学院高 854 赤間　文人 ｱｶﾏ　ﾌﾐﾄ 男子走高跳
東北学院高 751 金田　彩希 ｶﾈﾀﾞ　ｻｷ 女子100m
東北学院高 752 布屋　希恵果 ﾇﾉﾔ　ｷｴｶ 女子走幅跳
東北学院高 753 亀谷　里緒菜 ｶﾒﾔ　ﾘｵﾅ 女子800m
東北学院高 755 竹鼻　澪 ﾀｹﾊﾅ　ﾐｵ 女子100m
東北学院高 756 洞城　夢叶 ﾄﾞｳｼﾞｮｳ　ﾕﾒｶ 女子100mH(0.838m)
東北学院高 834 阿部　尊 ｱﾍﾞ　ﾀｹﾙ 男子400m
東北学院高 840 仁村　恒太 ﾆﾑﾗ　ｺｳﾀ 男子400m
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東北学院高 823 大髙　時導 ｵｵﾀｶ　ﾄｷﾐ 男子800m
東北学院高 831 庄司　陸人 ｼｮｳｼﾞ　ﾘｸﾄ 高校男子円盤投(1.750kg)
東北学院高 843 吉田　道仁 ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾁﾋﾄ 高校男子円盤投(1.750kg)
東北学院高 845 今藤　虎徹 ｺﾝﾄﾞｳ　ｺﾃﾂ 高校男子円盤投(1.750kg)
東北学院高 825 遠藤　拓虎 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾀｸﾄ 男子4X100mR
東北学院高 831 庄司　陸人 ｼｮｳｼﾞ　ﾘｸﾄ 男子4X100mR
東北学院高 829 佐々木　諒 ｻｻｷ　ﾘｮｳ 男子4X100mR
東北学院高 837 螺　大河 ﾎﾗｶﾞｲ　ﾀｲｶﾞ 男子4X100mR
東北学院高 838 渡邉　幸太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｺｳﾀ 男子4X100mR
東北学院高 830 高橋　慎太郎 ﾀｶﾊｼ　ｼﾝﾀﾛｳ 男子4X100mR
東北学院高 751 金田　彩希 ｶﾈﾀﾞ　ｻｷ 女子4X100mR
東北学院高 752 布屋　希恵果 ﾇﾉﾔ　ｷｴｶ 女子4X100mR
東北学院高 755 竹鼻　澪 ﾀｹﾊﾅ　ﾐｵ 女子4X100mR
東北学院高 756 洞城　夢叶 ﾄﾞｳｼﾞｮｳ　ﾕﾒｶ 女子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1112 三原　櫂 ﾐﾊﾗ　ｶｲ 男子100m
東北学院榴ケ岡高 1112 三原　櫂 ﾐﾊﾗ　ｶｲ 男子400m
東北学院榴ケ岡高 1097 今野　秀哉 ｺﾝﾉ　ｼｭｳﾔ 男子100m
東北学院榴ケ岡高 1097 今野　秀哉 ｺﾝﾉ　ｼｭｳﾔ 男子400m
東北学院榴ケ岡高 1100 川上　将太郎 ｶﾜｶﾐ　ｼｮｳﾀﾛｳ 男子100m
東北学院榴ケ岡高 1104 佐々木　雄大 ｻｻｷ　ﾕｳﾄ 男子走高跳
東北学院榴ケ岡高 1104 佐々木　雄大 ｻｻｷ　ﾕｳﾄ 男子110mH(1.067m)
東北学院榴ケ岡高 1101 東海林　優羽 ｼｮｳｼﾞ　ﾕｳ 男子100m
東北学院榴ケ岡高 1101 東海林　優羽 ｼｮｳｼﾞ　ﾕｳ 男子走幅跳
東北学院榴ケ岡高 1102 伊藤　大 ｲﾄｳ　ﾀﾞｲ 男子やり投(800g)
東北学院榴ケ岡高 1110 菅原　快 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲ 男子100m
東北学院榴ケ岡高 1110 菅原　快 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲ 男子110mH(1.067m)
東北学院榴ケ岡高 1099 菅原　大聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｾｲ 男子800m
東北学院榴ケ岡高 1054 莊司　実香 ｼｮｳｼﾞ　ﾐｶ 女子100m
東北学院榴ケ岡高 1054 莊司　実香 ｼｮｳｼﾞ ﾐｶ 女子ハンマー投(4.000kg)
東北学院榴ケ岡高 1113 松田　泰 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛ 男子100m
東北学院榴ケ岡高 1113 松田　泰 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛ 男子400m
東北学院榴ケ岡高 1114 佐藤　隼 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子走高跳
東北学院榴ケ岡高 1115 髙橋　春輝 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 男子110mH(1.067m)
東北学院榴ケ岡高 1115 髙橋　春輝 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 男子400mH(0.914m)
東北学院榴ケ岡高 1116 熊谷　悠斗 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾄ 男子800m
東北学院榴ケ岡高 1117 北川　仁 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 高校男子円盤投(1.750kg)
東北学院榴ケ岡高 1117 北川　仁 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 男子やり投(800g)
東北学院榴ケ岡高 1118 鵜山　晃成 ｳﾔﾏ ｺｳｾｲ 男子100m
東北学院榴ケ岡高 1118 鵜山　晃成 ｳﾔﾏ ｺｳｾｲ 男子走幅跳
東北学院榴ケ岡高 1119 遠藤　匠真 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 男子100m
東北学院榴ケ岡高 1119 遠藤　匠真 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 男子走幅跳
東北学院榴ケ岡高 1120 佐藤　壮一 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ 男子400m
東北学院榴ケ岡高 1120 佐藤　壮一 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ 男子800m
東北学院榴ケ岡高 1121 成澤　龍之介 ﾅﾘｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子100m
東北学院榴ケ岡高 1041 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 女子100mH(0.838m)
東北学院榴ケ岡高 1041 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 女子400mH(0.762m)
東北学院榴ケ岡高 1042 石丸　ひの ｲｼﾏﾙ ﾋﾉ 女子800m
東北学院榴ケ岡高 1042 石丸　ひの ｲｼﾏﾙ ﾋﾉ 女子400m
東北学院榴ケ岡高 1043 早坂　すみれ ﾊﾔｻｶ ｽﾐﾚ 女子100mH(0.838m)
東北学院榴ケ岡高 1043 早坂　すみれ ﾊﾔｻｶ ｽﾐﾚ 女子400mH(0.762m)
東北学院榴ケ岡高 1055 西川　智咲 ﾆｼｶﾜ ﾁｻｷ 女子100m
東北学院榴ケ岡高 1055 西川　智咲 ﾆｼｶﾜ ﾁｻｷ 女子走幅跳
東北学院榴ケ岡高 1098 下田　拓実 ｼﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子100m
東北学院榴ケ岡高 1098 下田　拓実 ｼﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子400m
東北学院榴ケ岡高 1097 今野　秀哉 ｺﾝﾉ　ｼｭｳﾔ 男子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1100 川上　将太郎 ｶﾜｶﾐ　ｼｮｳﾀﾛｳ 男子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1104 佐々木　雄大 ｻｻｷ　ﾕｳﾄ 男子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1101 東海林　優羽 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳ 男子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1113 松田　泰 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛ 男子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1118 鵜山　晃成 ｳﾔﾏ ｺｳｾｲ 男子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1054 莊司　実香 ｼｮｳｼﾞ ﾐｶ 女子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1041 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 女子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1042 石丸　ひの ｲｼﾏﾙ ﾋﾉ 女子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1043 早坂　すみれ ﾊﾔｻｶ ｽﾐﾚ 女子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1055 西川　智咲 ﾆｼｶﾜ ﾁｻｷ 女子4X100mR
東北学院榴ケ岡高 1121 成澤　龍之介 ﾅﾘｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子走幅跳
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東陵高 2544 千葉　温太 チバ　ハルタ 高校男子円盤投(1.750kg)
東陵高 2560 三塚　怜和 ミツヅカ　レオ 男子100m
富谷高 772 遠藤　雅晴 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾏｻﾊﾙ 男子800m
富谷高 773 及川　駿 ｵｲｶﾜ　ｼｭﾝ 男子110mH(1.067m)
富谷高 774 菅野　卓杜 ｶﾝﾉ　ﾀｸﾄ 男子800m
富谷高 775 品川　大地 ｼﾅｶﾞﾜ　ﾀﾞｲﾁ 高校男子円盤投(1.750kg)
富谷高 777 小山内　洸斗 ｵｻﾅﾅｲ　ﾋﾛﾄ 男子100m
富谷高 778 菊地　琉生 ｷｸﾁ　ﾙｲ 男子100m
富谷高 771 北原　稜汰 ｷﾀﾊﾗ　ﾘｮｳﾀ 高校男子円盤投(1.750kg)
富谷高 734 青木　香純 ｱｵｷ　ｶｽﾐ 女子100m
富谷高 737 嶺岸　ほのか ﾐﾈｷﾞｼ　ﾎﾉｶ 女子ハンマー投(4.000kg)
富谷高 741 勢田　優里 ｾﾀ　ﾕｳﾘ 女子ハンマー投(4.000kg)
富谷高 779 早坂　亮一 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳｲﾁ 男子100m
富谷高 738 遠藤　楓 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 女子400m
富谷高 780 大久保　宗夏 ｵｵｸﾎﾞ ﾑﾈｶ 男子110mH(1.067m)
富谷高 774 菅野　卓杜 ｶﾝﾉ　ﾀｸﾄ 男子400m
富谷高 782 植木　咲太 ｳｴｷ ｼｮｳﾀ 男子100m
富谷高 742 久保田　梨星 ｸﾎﾞﾀ ﾘｾ 女子ハンマー投(4.000kg)
富谷高 743 渡邉　紅葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾚﾊ 女子円盤投(1.000kg)
富谷高 783 桑原　直希 ｸﾜﾊﾗ ﾅｵｷ 男子800m
富谷高 784 坂本　晴輝 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子やり投(800g)
富谷高 739 阿部　絵里菜 ｱﾍﾞ ｴﾘﾅ 女子100m
富谷高 739 阿部　絵里菜 ｱﾍﾞ ｴﾘﾅ 女子走幅跳
富谷高 777 小山内　洸斗 ｵｻﾅﾅｲ　ﾋﾛﾄ 男子400m
富谷高 779 早坂　亮一 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳｲﾁ 男子400mH(0.914m)
富谷高 738 遠藤　楓 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 女子800m
富谷高 780 大久保　宗夏 ｵｵｸﾎﾞ ﾑﾈｶ 男子400mH(0.914m)
富谷高 782 植木　咲太 ｳｴｷ ｼｮｳﾀ 男子走幅跳
富谷高 777 小山内　洸斗 ｵｻﾅﾅｲ　ﾋﾛﾄ 男子4X100mR
富谷高 778 菊地　琉生 ｷｸﾁ　ﾙｲ 男子4X100mR
富谷高 773 及川　駿 ｵｲｶﾜ　ｼｭﾝ 男子4X100mR
富谷高 779 早坂　亮一 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳｲﾁ 男子4X100mR
富谷高 775 品川　大地 ｼﾅｶﾞﾜ　ﾀﾞｲﾁ 男子4X100mR
富谷高 782 植木　咲太 ｳｴｷ ｼｮｳﾀ 男子4X100mR
富谷高 734 青木　香純 ｱｵｷ　ｶｽﾐ 女子4X100mR
富谷高 733 伊藤　愛美 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 女子4X100mR
富谷高 739 阿部　絵里菜 ｱﾍﾞ ｴﾘﾅ 女子4X100mR
富谷高 735 澁谷　星七海 ｼﾌﾞﾔ ｾﾅﾐ 女子4X100mR
富谷高 736 千葉　里奈子 ﾁﾊﾞ ﾘﾅｺ 女子4X100mR
富谷高 740 菅原　優 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳ 女子4X100mR
米沢中央高 634 髙橋　太輝 タカハシ　タイヨウ 男子100m
米沢中央高 634 髙橋　太輝 タカハシ　タイヨウ 男子400m
米沢中央高 640 深瀬　剛史 フカセ　ツヨシ 男子100m
米沢中央高 640 深瀬　剛史 フカセ　ツヨシ 男子400m
米沢中央高 652 笹原　光稀 ササハラ　コウキ 男子100m
米沢中央高 652 笹原　光稀 ササハラ　コウキ 男子走高跳
米沢中央高 653 殿岡　稟太郎 トノオカ　リンタロウ 男子100m
米沢中央高 654 新宮　凜久 シングウ　リク 男子走幅跳
米沢中央高 655 嶋田　昊 シマダ　ソラ 男子やり投(800g)
米沢中央高 648 近野　悠楽 コンノ　ユラ 女子400m
米沢中央高 649 五十嵐　雅華 イガラシ マサナ 女子400m
名取高 1375 矢口　充哉 ﾔｸﾞﾁ ｱﾂﾔ 男子やり投(800g)
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利府高校 583 渡邊　萩乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾊｷﾞﾉ 女子800m
利府高校 587 佐藤　衣織 ｻﾄｳ　ｲｵﾘ 女子800m
利府高校 588 髙野　絵麻 ﾀｶﾉ　ｴﾏ 女子800m
利府高校 589 土屋　日向子 ﾂﾁﾔ　ﾋﾅｺ 女子800m
利府高校 596 佐藤　美海 ｻﾄｳ　ﾐｳﾅ 女子800m
利府高校 597 津島　奈音葉 ﾂｼﾏ　ﾅﾉﾊ 女子800m
利府高校 635 日野　龍杜 ﾋﾉ　ﾘｭｳﾄ 男子800m
利府高校 636 石川　輝 ｲｼｶﾜ　ﾋｶﾙ 男子800m
利府高校 637 土生　慶人 ﾊﾌﾞ　ｹｲﾄ 男子800m
利府高校 639 本郷　海琉 ﾎﾝｺﾞｳ　ｶｲﾘ 男子800m
利府高校 641 佐々木　海翔 ｻｻｷ ｶｲﾄ 男子800m
利府高校 642 早川　佳津摩 ﾊﾔｶﾜ ｶﾂﾞﾏ 男子800m
利府高校 655 加藤　煌我 ｶﾄｳ ｺｳｶﾞ 男子800m
利府高校 666 田中　優輝 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男子800m
利府高校 652 伊東　琉世 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 男子800m
利府高校 653 内海　響葵 ｳﾁｳﾐ ﾋﾋﾞｷ 男子800m
利府高校 585 山口　友愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｱ 女子400mH(0.762m)
利府高校 632 三浦　光瑛 ﾐｳﾗ ｺｳｴｲ 男子100m
利府高校 644 田澤　孝太 ﾀｻﾞﾜ ｺｳﾀ 男子走幅跳
利府高校 647 奥村　慶汰 ｵｸﾑﾗ ｹｲﾀ 高校男子円盤投(1.750kg)
利府高校 647 奥村　慶汰 ｵｸﾑﾗ ｹｲﾀ 高校男子ハンマー投(6.000kg)
利府高校 648 齋藤　幸輝 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 男子110mH(1.067m)
利府高校 649 内海　夏輝 ｳﾂﾐ ﾅﾂｷ 男子400mH(0.914m)
利府高校 656 菊地　直希 ｷｸﾁ ﾅｵｷ 男子100m
利府高校 656 菊地　直希 ｷｸﾁ ﾅｵｷ 男子400m
利府高校 657 木村　勇樹 ｷﾑﾗ ｲｻｷ 男子400m
利府高校 657 木村　勇樹 ｷﾑﾗ ｲｻｷ 男子400mH(0.914m)
利府高校 658 庄子　輝 ｼｮｳｼﾞ ｷﾗ 高校男子砲丸投(6.000kg)
利府高校 658 庄子　輝 ｼｮｳｼﾞ ｷﾗ 男子やり投(800g)
利府高校 660 菊田　颯斗 ｷｸﾀ ﾊﾔﾄ 男子100m
利府高校 662 今野　陽翔 ｺﾝﾉ ﾊﾙﾄ 高校男子円盤投(1.750kg)
利府高校 662 今野　陽翔 ｺﾝﾉ ﾊﾙﾄ 高校男子ハンマー投(6.000kg)
利府高校 663 澁谷　蓮太 ｼﾌﾞﾔ ﾚﾝﾀ 男子100m
利府高校 665 北林　優羽 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 男子400mH(0.914m)
利府高校 592 冨澤　結愛 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｱ 女子100m
利府高校 693 岸　由唯香 ｷｼ ﾕｲｶ 女子走幅跳
仙台大附明成高 991 佐々木　彩音 ｻｻｷ　ｱﾔﾄ 高校男子円盤投(1.750kg)
仙台大附明成高 992 横山　暖人 ﾖｺﾔﾏ　ﾊﾙﾄ 男子走幅跳
仙台大附明成高 992 横山　暖人 ﾖｺﾔﾏ　ﾊﾙﾄ 男子100m
仙台大附明成高 999 木下　凰希 ｷﾉｼﾀ　ｺｳｷ 男子100m
仙台大附明成高 984 関　愛心 ｾｷ　ｱｲｼﾝ 男子100m
仙台大附明成高 957 梅津　詩音 ｳﾒﾂ　ｼｵﾝ 女子100m
仙台大附明成高 956 鈴木　歩栞 ｽｽﾞｷ　ﾎﾉｶ 女子100m
仙台大附明成高 995 佐藤　諒真 ｻﾄｳ　ﾘｮｳﾏ 男子100m
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