
 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:40 

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

ﾋｸﾞﾁ ｼﾞﾝ ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ

1 3058 樋口 仁(0) 宮城陸協 1 729 瀧口　和寿(1) 米沢中央高
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ｲﾜﾀ　ｶｽﾞｷ

2 724 松田　夢大(2) 米沢中央高 2 267 岩田　和樹(1) 仙台大学
ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝﾀ ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾑ

3 286 熊谷　慎太(4) 東北学院大学 3 599 藤井　大睦(1) 東北大学
ｵｵｶﾐ　ﾅｵｷ ｱﾍﾞ　ﾘｭｳﾍｲ

4 384 大上　直起(2) 仙台大学 4 185 安部　竜平(2) 仙台大学
ｾﾀ ﾋﾛｷ ﾋｸﾞﾁ　ﾀｲｾｲ

5 448 瀬田　博貴(5) 山形大医学 5 264 樋口　泰誠(1) 仙台大学
ｺﾝ ｿｳﾔ ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ

6 289 今　颯也(4) 東北学院大学 6 300 高橋　亨弥(3) 東北学院大学

ｻｻｷ ｼｭｳﾔ ｻﾄｳ ｶｲﾘ

7 4637 佐々木　秀弥(0) レオクラブ 7 201 佐藤　開陸(4) 仙台大学
ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾁ ﾋﾗﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ

8 60 白鳥　海知(5) 東北大学 8 522 平山　元太(1) 東北福祉大

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 ﾘｮｳﾀﾛｳ ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ

1 722 安部　稜太朗(3) 米沢中央高 1 1172 川島　侑也(3) 仙台高専広瀬

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

2 563 杉山　侑(5) 山形大医学 2 110 齋藤　晃汰(3) 仙台三高
ｵｵﾀ　ﾄｼｷ ﾊﾏﾑﾗ　ﾀｶﾄ

3 190 太田　俊希(3) 仙台大学 3 205 浜村　嵩翔(4) 仙台大学
ﾄﾖﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾌｶﾎﾘ　ﾘｮｳﾀ

4 916 豊田　凜太郎(3) 仙台育英学園高 4 204 深堀　凌太(4) 仙台大学
ｻﾄｳ ｾｲﾔ ｱﾍﾞ  ﾘｮｳﾏ

5 283 佐藤　聖也(2) 東北医科薬科大学 5 271 安部 龍真(1) 仙台大学
ｵｵﾑｶｲ ｲﾀﾙ ﾌｼﾞﾀ　ﾕｳﾄ

6 198 大向 到(3) 仙台大学 6 183 藤田　優斗(2) 仙台大学
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｶﾐﾑﾗ ﾀｹﾕｷ

7 109 岩渕　拓都(3) 仙台三高 7 117 上村　赳之(2) 東北大学
ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳﾀ ﾔﾀﾍﾞ ﾀﾂﾔ

8 48 大衡　竜太(6) 東北大学 8 523 矢田部　竜弥(1) 東北福祉大

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

ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ｻｶｲ ﾙｲ

1 213 金澤　有磨(3) 仙台大学 1 221 酒井 瑠維(2) 創学館高
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

2 725 斎藤　翼(2) 米沢中央高 2 298 鈴木　佑斗(3) 東北学院大学

ｷﾀﾞ ﾀｹﾙ ｲﾄｳ　ｹｲｲﾁﾛｳ

3 952 喜田　長留(3) 仙台育英学園高 3 207 伊東　慶一郎(M２) 仙台大学
ﾀｶｽ ｼｭｳ ｶﾉ　ｹﾝﾉｽｹ

4 96 高須　秋(3) 東北大学 4 209 鹿野　剣之介(M２) 仙台大学
ｾｷﾈ ｷｮｳ ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

5 299 関根　響(3) 東北学院大学 5 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大学

ｵｲｶﾜ ﾀｸﾐ ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ

6 2464 及川　拓海(2) 志津川高 6 112 鈴木　悠允(3) 仙台三高
ｵｵｶﾜﾊﾔﾄ ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

7 1933 大川颯人(3) 宮城県水産高 7 611 清水嶋　優平(1) 仙台大学
ｶﾒｲ ﾔｽｵ ｱｶﾋﾗ ﾕｳﾄ

8 4496 亀井　康夫(0) TEAM　TGR 8 64 赤平　悠斗(0) 水土里ネット湯沢中央

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:40 

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

ｲﾀﾊﾞｼ　ﾘｭｳｾｲ ｸﾗﾀ ﾏｻｷ

1 269 板橋　琉成(2) 仙台南高 1 64 倉田　真樹(4) 東北大学
ｸﾞﾝｼﾞ　ｱﾂｷ ｶﾜｷﾞｼ ﾚﾝ

2 182 郡司　敦生(2) 仙台大学 2 4867 川岸　蓮(1) 東北大医学
ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳ ｲｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ

3 176 高橋　諒(2) 仙台大学 3 305 飯澤　賢人(3) 東北学院大学

ｲｾｷ　ｲﾌﾞｷ ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾀｶ

4 202 井関　生基(4) 仙台大学 4 6078 中島　弘貴(6) 山形大医学
ｶｻｲ ｼｮｳﾀ ﾌﾙｶﾜ ｹｲﾀ

5 487 葛西　翔大(4) 東北福祉大 5 976 古川　慧泰(2) 仙台育英学園高

ｵｵｶﾞｷ　ｹｲﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾔ

6 251 大垣　京也(1) 仙台大学 6 955 渡邊　秀哉(1) 仙台育英学園高

ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ ﾕﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ

7 401 佐藤　匠真(2) 仙台高 7 459 湯本　崇大朗(3) 山形大学
ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｻｸ

8 70 平井　景梧(4) 東北大学 8 6044 横山　優作(3) 山形大医学

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

ｻｻｷ ﾘﾝ ﾏｴｶﾜ ｼｮｳﾄ

1 1342 佐々木　凜(3) 名取高 1 578 前川　政人(0) 北上市体育協会

ｷｸﾁ　ｹｲﾏ ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ

2 262 菊地　慧真(1) 仙台大学 2 666 一條　真広(M1) 岩手大学
ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ ｻｻｷ　ﾘｮｳ

3 319 高橋　泰雅(2) 東北学院大学 3 864 佐々木　諒(3) 聖和学園高
ﾀﾏｸﾏ ﾋrｷ ｱﾝｻｲ ｼｮｳｺﾞ

4 312 玉熊　紘己(2) 東北学院大学 4 4614 安齋　彰悟(0) AC宮城
ｼｼﾄﾞﾋﾛﾑ ｷｸﾀ　ｼｮｳﾔ

5 233 宍戸　大夢(4) 仙台大学 5 885 菊田　祥矢(1) 聖和学園高
ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾅﾘ ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞﾏ

6 929 藤原　希成(2) 仙台育英学園高 6 872 髙橋　和真(2) 聖和学園高
ｶﾈﾀﾞ ｺｳｽｹ ｻﾇｷ ﾅﾘﾖｼ

7 824 金田　康佑(1) 東北学院高 7 110 佐貫　成啓(0) にかほ市陸協

ｺｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ ｱﾝﾄﾞｳ　ﾏｻﾄ

8 4220 古川　和樹(3) 東北大医学 8 882 安藤　聖人(1) 聖和学園高

11組 (風:     ) 12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

ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

1 122 進藤　優慈(3) 仙台三高 1 111 髙橋　優斗(3) 仙台三高
ﾂﾁﾀﾞ ﾀｹﾖﾘ ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｸ

2 1024 槌田　武偉(3) 東北高 2 989 我妻　拓(3) 明成高
ｻｸﾗｲ ﾀｶﾋﾛ ﾉﾑﾗ ｺｳﾀ

3 4617 櫻井　貴広(0) AC宮城 3 1946 野村　康太(3) 石巻西高
ﾊｼﾓﾄ　ﾘﾝ ﾓﾘ ｱﾗｾ

4 873 橋本　倫(2) 聖和学園高 4 186 森　新世(2) 仙台大学
ｷｸﾀ ﾄｳﾏ ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳﾏ

5 930 菊田　斗真(2) 仙台育英学園高 5 723 髙橋　飛雄馬(3) 米沢中央高
ｻﾄｳ　ﾘｮｳﾀﾛｳ ｺﾏﾂ　ｺｳｷ

6 177 佐藤　亮太朗(2) 仙台大学 6 1789 小松　幸暉(3) 八乙女中
ｽｴﾔ ｺｳｼ ｶﾜﾐﾔ ﾕｳｷ

7 1043 末谷　幸士(1) 東北高 7 1340 川宮　勇気(3) 名取高
ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｱｷ

8 1107 佐藤　雄太(1) 東北学院榴ヶ岡高 8 213 原田 将陽(3) 創学館高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:40 

13組 (風:     ) 14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

ｻｲｼﾞｮｳﾀｶﾉﾌﾞ ﾄｸﾅｶﾞ　ﾄﾓﾊ

1 2317 西條尊信(2) 佐沼高校 1 278 德永　朋葉(1) 仙台南高
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾄ ﾌｼﾞﾑﾗ ｿｳﾀ

2 1952 小野寺　拓斗(2) 石巻西高 2 124 藤村　颯大(2) 仙台三高
ｻﾄｳ ｼｮｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲｾｲ

3 914 佐藤　丞(3) 仙台育英学園高 3 1318 長谷川　凱生(3) 名取北高
ｸｻｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾑﾗｲ　ｹﾝｼﾝ

4 684 日下　惇平(2) 多賀城高 4 1786 村井　謙心(3) 八乙女中
ｸｽﾉｷ ｹｲｽｹ ﾊﾅﾜ　ﾕｳﾄ

5 41 楠木　啓介(M2) 東北大学 5 188 塙　悠人(2) 仙台大学
ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ

6 320 三浦　侑真(2) 東北学院大学 6 2318 鎌田優翔(1) 佐沼高校
ﾊﾔｻｶ ﾋﾛﾑ ｴﾌﾞﾁ ｿｳ

7 425 早坂　拡(3) 福島大付属中 7 653 江渕　創(1) 利府高
ﾊｼﾊﾞ ｼﾞｮｳﾉｽｹ ｱﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ

8 730 羽柴　穣之介(1) 米沢中央高 8 6062 阿部　誉史(6) 山形大医学

15組 (風:     ) 16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

ｲﾁｶﾜ　ﾖｳｽｹ ﾖｼｷ ﾄﾓﾋﾛ

1 265 市川　葉介(2) 仙台南高 1 1174 吉城　智央(3) 仙台高専広瀬

ﾓﾘ ｸｳﾄ ﾊﾅﾏｷ　ﾘｭｳｲﾁ

2 964 森　空斗(1) 仙台育英学園高 2 868 花巻　龍一(3) 聖和学園高
ｵﾉ ﾕｳｽｹ ﾐｽﾞｺｼ ﾘﾁ

3 105 小野　優介(2) 仙台三高 3 326 水越　理智(3) 五橋中
ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ ﾔﾅｲ ｼｮｳｺﾞ

4 472 安田　直輝(2) 山形大医学 4 318 箭内　翔吾(2) 東北学院大学

ｷﾑﾗ　ﾘｮｳﾏ ｶﾄｳ　ﾏｻﾄ

5 727 木村　涼馬(2) 仙台大学 5 884 加藤　真都(1) 聖和学園高
ﾅｶﾞｳﾗ　ﾊﾙｷ ﾐｷ ｶｲﾄ

6 184 永浦　晴輝(2) 仙台大学 6 1023 三木　海斗(3) 東北高
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｲﾁ ｳｻﾐ ｹｲｺﾞ

7 2329 松下　翔一(0) 秋田市陸協 7 228 宇佐美　圭吾(1) 仙台向山高
ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾄ

8 1130 福田　暁土(2) 東北学院榴ヶ岡高 8 242 髙橋　樹人(3) 仙台向山高

17組 (風:     ) 18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

ﾁﾊﾞｹﾝﾄ ｸﾛﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1 2329 千葉堅斗(3) 佐沼高校 1 1420 黒田　大輔(1) 仙台高専名取

ｵｵﾑﾗ ﾄｵﾙ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ

2 445 大村　徹(5) 仙台高専広瀬 2 122 鈴木　碩通(2) 東北大学
ﾔﾏﾀﾞ ｷｭｳｼﾞ ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｭﾝﾔ

3 75 山田　球児(4) 東北大学 3 857 岩渕　駿也(2) 東北学院高
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾌﾐ ﾔｼﾛ ｹｲﾄ

4 937 　萩原　崇文(1) 仙台育英学園高 4 1115 矢代　景士(2) 東北学院榴ヶ岡高

ﾌｼﾞ ﾊﾙﾄ ｳﾉ ｱﾂｷ

5 1183 富士　陽大(1) 仙台高専広瀬 5 391 宇野　敦稀(3) 仙台高
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ ｲﾜﾑﾗ ﾌｳﾏ

6 696 中川　祐希(2) 多賀城高 6 1119 岩村　楓馬(2) 東北学院榴ヶ岡高

ﾏｽｵ ﾕｳﾏ ｼﾁﾉﾍ ﾘｸ

7 685 増尾　有馬(2) 多賀城高 7 339 七戸　理赳(3) 五橋中
ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ

8 91 佐藤　泰河(3) 東北大学 8 1022 高橋　朋希(3) 東北高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:40 

19組 (風:     ) 20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

ｽｽﾞｷ　ﾀｶﾕｷ ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ

1 4626 鈴木　貴幸(0) 東北AC 1 87 伊東　翔太朗(1) 仙台二高
ﾎｼ ｹｲｽｹ ｶｼﾜﾔ ｼｮｳﾀ

2 681 星　佳介(3) 多賀城高 2 89 柏谷　章太(1) 仙台二高
ｷﾉｳﾁ ｺｳｽｹ ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾔ

3 74 木内　孝輔(2) 仙台二高 3 76 黒沢　雅也(2) 仙台二高
ｻｻｷ ｺｳﾖｳ ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾌﾐ

4 123 佐々木康洋(3) 仙台三高 4 702 後藤　康文(1) 多賀城高
ｱﾜﾉ ﾊﾙﾄ ｱﾍﾞ ﾘﾝ

5 291 粟野　晴斗(1) 仙台西高 5 655 阿部　凜　　(1) 利府高
ｶﾄｳ ﾄﾓﾔ ｲﾄｳ　ﾊﾙﾄ

6 659 利府高 6 1773 伊藤　晴登(2) 八乙女中
ｺｽｺﾞｳ ﾀﾞｲｷ ｻｻｷ ｹｲｽｹ

7 1317 越河　大貴(3) 名取北高 7 1412 佐々木　啓介(2) 仙台高専名取

ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ ｻﾄｳ ｺｳｾｲ

8 125 吉川　祥吾(3) 仙台三高 8 102 佐藤　晃成(1) 仙台三高

21組 (風:     ) 22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

ｲﾜﾌﾞﾁ ﾚｲ ﾆｼﾜｷ ｹﾝ

1 657 岩渕　怜良(1) 利府高 1 578 西脇　顕(M1) 東北大学
ﾏﾔﾏ ｴｲｼﾝ ｻｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

2 1053 真山　瑛進(1) 東北高 2 1112 阪田　健太郎(1) 東北学院榴ヶ岡高

ｵｵｲｼ ﾚﾝ ｶﾜｸﾞﾁ ｲｯｺｳ

3 228 大石 蓮(1) 創学館高 3 1044 川口　一光(1) 東北高
ｲｼｶﾜ ｺﾞｳｿﾞｳ ｵｵﾂｶ　ｼｭﾝｲﾁ

4 115 石川　剛蔵(2) 仙台三高 4 270 大塚　春一(2) 仙台南高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑｻｼ ﾓﾝﾏ　ﾏﾋﾛ

5 1019 小林　夢紗司(3) 明成高 5 266 門馬　真尋(2) 仙台南高
ｵｵｻﾜ ｴｲｽｹ ｻﾄｳ　ｹｲ

6 849 大沢　映介(2) 東北学院高 6 276 佐藤　　慶(2) 仙台南高
ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾅﾀ ﾅｶｼﾞﾏ　ｺｳｷ

7 1021 西城　哉汰(3) 東北高 7 199 中嶋　公貴(3) 仙台大学
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ ｱﾗｲ ﾘｸﾄ

8 6048 中島　崇(2) 山形大医学 8 1045 荒井　陸人(1) 東北高

23組 (風:     ) 24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　ｼｭﾝ ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ

1 267 佐藤　駿(2) 仙台南高 1 654 髙橋　紳太郎(1) 利府高
ｸｻｶ ｼｮｳﾀ ｵｷ ｼｭﾝｽｹ

2 1543 日下　翔太(3) 宮教大付属中 2 825 沖　隼輔(2) 東北学院高
ｺﾝﾉ ﾕｳﾀ ｱﾂﾐ ﾊﾔﾄ

3 575 紺野　優太(2) 石巻専修大 3 683 熱海　駿斗(3) 多賀城高
ｵｵﾊﾞ ﾏｻｶｽﾞ ﾔﾌﾞｷ ｹｲﾀ

4 108 大場　理主(2) 仙台三高 4 1046 矢吹　慶太(1) 東北高
ﾅｶﾀﾞ ｼﾞｮｳﾉｽｹ ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ

5 103 中田誠乃輔(3) 仙台三高 5 395 畑山　拓也(3) 仙台高
ｼﾞｸﾀﾆ ﾄﾓｷ ﾋﾗﾂｶ ﾂｶｻ

6 1111 軸谷　知輝(1) 東北学院榴ヶ岡高 6 645 平塚　司(2) 利府高
ｱﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ ｺｸﾘｮｳ ｼｭｳﾏ

7 852 天田　涼介(2) 東北学院高 7 508 國領秋磨(2) 長町中
ｳﾒﾂ ｷﾗ ﾀｶﾓﾘ ｼﾝｶﾞ

8 3081 梅津　祁良(2) 七ヶ宿中 8 938 高森　心我(1) 仙台育英学園高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:40 

25組 (風:     ) 26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

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾔ ﾀｶﾊｼ ｿｳ

1 99 松田　凌弥(1) 仙台二高 1 2320 高橋創(1) 佐沼高校
ｻｻｷ ｼﾞﾝ ﾎｶﾘ ﾊﾙｷ

2 1004 佐々木　仁(1) 明成高 2 634 保刈　遥希(2) 七郷中
ｻｲｼﾞｮｳ ｿｳﾀ ｻｲｶﾜ ﾊﾔﾄ

3 1148 西城　颯太(3) 東北生文大高 3 1113 齋川　颯杜(1) 東北学院榴ヶ岡高

ｲｶﾞﾗｼ　ﾔｽﾄ ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾐﾗｲ

4 277 五十嵐　康人(1) 仙台南高 4 622 中川原　碧来(3) 七郷中
ﾊｼﾓﾄ ﾆﾁｶ ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ

5 120 橋本二千翔(3) 仙台三高 5 114 千葉　大典(3) 仙台三高
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ

6 660 佐藤　勝太(1) 利府高 6 1325 佐藤　大河(1) 名取北高
ﾖｺｵ ﾏｻｷ ｻﾄｳ ｺｳﾀ

7 1177 横尾　晟希(2) 仙台高専広瀬 7 400 佐藤幸多(2) 仙台高
ﾑﾗｶﾐ ｹｲﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ

8 424 村上　啓斗(3) 福島大付属中 8 1122 山田　海斗(2) 東北学院榴ヶ岡高

27組 (風:     ) 28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

ﾎｼ ｺｳﾀ ｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ

1 706 星　綱太(1) 多賀城高 1 928 和泉　隼人(2) 仙台育英学園高

ｶﾝﾉ ｼｮｳﾏ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ

2 234 菅野　翔茉(1) 仙台向山高 2 979 半澤　響(2) 仙台育英学園高

ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ ﾏﾂﾓﾄ ｱｸｱ

3 662 木村　剣士朗(1) 利府高 3 940 松本　亜玖亜(1) 仙台育英学園高

ﾌｶｲ ﾕｳｾｲ ｽｶﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ

4 1034 深井　祐誠(2) 東北高 4 1114 菅澤　旬祐(2) 東北学院榴ヶ岡高

ｷﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ ｶﾉﾀﾞｲﾄ

5 574 木野　慶次郎(3) 六郷中 5 2319 狩野大斗(1) 佐沼高校
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾐｳﾗ ﾀｸﾐ

6 4441 中村　笑太朗(3) 利府西中 6 3619 三浦　匠(2) 角田中
ｻﾄｳ　ｶｹﾙ ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ

7 271 佐藤　駆(2) 仙台南高 7 490 髙橋旺亮(3) 長町中
ﾆｼｷﾄﾞ ｹﾝｼﾝ ｳﾒﾂ ﾕｳﾄ

8 98 錦戸　謙親(1) 仙台二高 8 1369 梅津　優人(3) 伊具高校

29組 (風:     ) 30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

ｺﾝﾉ ﾘｵﾝ ﾂﾘﾌﾈ ﾀｲﾁ

1 489 今野龍響(3) 長町中 1 703 釣舟　太一(1) 多賀城高
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐｱｷ

2 117 中村　航大(2) 仙台三高 2 0 水野　史章(1) 東北医科薬科大学

ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ

3 231 三浦　秀明(1) 仙台向山高 3 297 小笠原　翼(1) 仙台西高
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾀｹ ｺﾝﾉ ﾕｳﾏ

4 100 山本　博健(1) 仙台二高 4 1033 今野　優磨(2) 東北高
ｼｵﾇﾏ ﾋｻﾔ ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

5 1377 塩沼　玖哉(3) 伊具高校 5 4620 佐藤　淳一(0) SRA
ｷﾄﾞ　ﾐｽﾞｷ ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾏ

6 1787 城戸　瑞基(3) 八乙女中 6 821 齋藤　秀磨(1) 東北学院高
ｱｹﾞｲｼ ｿｳﾀ ｻｲﾄｳ　ﾕｳﾀ

7 134 上石　颯太(1) 仙台三高 7 1763 齋藤　優太(2) 八乙女中
ｺﾝ ｼﾞｭﾝｾｲ ｵｵｸﾗ ｾﾞﾝ

8 737 今　順聖(1) 米沢中央高 8 295 大倉　漸(1) 仙台西高

記録 記録

記録 記録

記録 記録
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審 判 長：

記録主任：
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31組 (風:     ) 32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

ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻｷ ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ

1 139 板橋　昌樹(1) 仙台三高 1 597 齋藤　悟(2) 六郷中
ｺﾏﾂ ﾀｲﾖｳ ｶﾄﾞﾜｷ ﾚﾝ

2 309 小松　太陽(1) 仙台西高 2 850 門脇　蓮(2) 東北学院高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ ﾋﾄﾐ ﾕｳﾀ

3 1359 渡邉　隼矢(3) 大河原商業高 3 140 人見　優太(1) 仙台三高
ｶﾝﾉ ﾋﾅﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

4 636 菅野　陽汰(2) 七郷中 4 75 遠藤　陽斗(3) 米沢七中
ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

5 78 須藤　主馬(2) 仙台二高 5 131 上田　泰宏(1) 仙台三高
ｲｶﾞﾗｼ　ﾀﾞｲｷ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾔ

6 1775 五十嵐大貴(3) 八乙女中 6 113 工藤　壮哉(2) 仙台三高
ﾔﾏｷ ﾕｳ ﾌｼﾞﾀ ｹｲ

7 236 八巻　優(1) 仙台向山高 7 332 藤田　憩(3) 五橋中
ｶｶﾞﾐ ﾑｻｼ ｲｶﾞﾗｼ ｿｳﾀ

8 5483 鏡　　武蔵(3) 東向陽台中 8 495 五十嵐蒼太(3) 長町中

33組 (風:     ) 34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

ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾏ ｶﾄｳ ﾀﾂﾕｷ

1 205 庄子　裕真(1) 仙台三桜高 1 4184 加藤　辰幸(4) 仙台高専名取

ｶﾄｳ ﾏｲｸ ｼﾗﾄ ｻｸﾔ

2 4442 加藤真依久(3) 利府西中 2 1316 白戸　朔也(3) 名取北高
ﾏｽｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ﾏｴﾀﾞ ｶｲｾｲ

3 856 益口　大樹(2) 東北学院高 3 238 前田　海聖(1) 仙台向山高
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ

4 1330 阿部　颯斗(1) 名取北高 4 202 阿部　泰成(2) 仙台三桜高
ﾑﾄｳ ｹｲ ｶﾝﾉ ﾕｳﾏ

5 233 武藤　佳(1) 仙台向山高 5 1681 菅野　友愛(1) 南郷高
ｻｻｷ ﾀｸﾐ ﾓﾘ ﾕｲﾄ

6 2001 佐々木　拓実(1) 石巻西高 6 342 森　唯斗(1) 五橋中
ｺﾏﾂ ｶﾂﾉﾘ ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ

7 2901 小松　勝典(2) 気仙沼高定時制 7 63 髙橋　響(1) 米沢六中
ｵｸﾔﾏ ｺｳｷ ﾅｶｻﾞﾄ ﾄｵﾙ

8 398 奥山　洸希(2) 仙台高 8 1525 中里　通(2) 宮教大付属中

35組 (風:     ) 36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

ｺﾊﾞﾘ ｼﾝﾔ ﾐﾔｻﾞｷﾊﾔﾄ

1 827 小針　愼也(1) 東北学院高 1 1320 宮崎　颯跳(3) 名取北高
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾄ ﾁﾊﾞ ﾘｮｳﾏ

2 204 髙橋　愛翔(1) 仙台三桜高 2 830 千葉　亮雅(1) 東北学院高
ｻｲﾄｳ　ｺｳﾀ ｵｲｶﾜ ｻﾄｼ

3 1767 齋藤　虹太(2) 八乙女中 3 701 及川　悟志(1) 多賀城高
ﾀｶﾊｼ ﾏﾖ ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ

4 343 髙橋　万葉(3) 五橋中 4 663 近藤　希　　(1) 利府高
ﾀｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ｲﾄｳ　ｺｳｾｲ

5 138 田口　心太郞(1) 仙台三高 5 1785 伊藤　光成(3) 八乙女中
ﾄｻ ﾅｵﾀﾛｳ ｻﾄｳ ﾋｶﾙ

6 1180 土佐　直太郎(1) 仙台高専広瀬 6 136 佐藤　光(1) 仙台三高
ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ ｵｸﾉ ﾖｳﾀ

7 1178 阿部　春樹(1) 仙台高専広瀬 7 507 奥野陽太(2) 長町中
ｻﾄｳ ｹｲ ﾔｼﾏ ﾅｵｷ

8 1343 佐藤　圭(3) 名取高 8 3603 八島　直毅(1) 角田中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：
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37組 (風:     ) 38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

ｶﾝﾉ ｱﾕﾑ ｵﾉ ﾊﾙﾄ

1 956 管野　歩(3) 仙台育英学園高 1 350 小野　遥斗(2) 五橋中
ｶﾄｳｷ ﾞﾘｮｳｽｹ ｷｸﾁ ﾚﾂﾄ

2 935 加藤木崚輔(3) 仙台育英学園高 2 329 菊池　烈斗(3) 五橋中
ｱｶﾏﾂ ﾕｳﾀﾛｳ ﾔﾓﾄ ﾕｳｾｲ

3 829 赤松　優太朗(1) 東北学院高 3 296 宮本　悠生(2) 東華中
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｺﾞ ｶｸﾀ ﾊﾔﾄ

4 494 菅原汰梧(3) 長町中 4 573 角田　隼(2) 六郷中
ｵｷﾂ ﾘｭｳﾍｲ ﾊﾈﾀﾞ ﾕｲ

5 5482 沖津　龍平(3) 東向陽台中 5 1181 羽根田　唯(1) 仙台高専広瀬

ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ ｻﾄｳ ﾀｸﾏ

6 327 岡田　　惇(3) 五橋中 6 1326 佐藤　匠真(1) 名取北高
ｻﾄｳ ｶﾝﾀ ﾁﾊﾞ　ﾘｮｳﾄ

7 5507 佐藤　幹太(2) 東向陽台中 7 405 千葉　諒人(3) 八軒中
ﾀﾑﾗ ｹｲﾄ ﾎｿｶﾜ ｼｭﾘ

8 633 田村　慶人(2) 七郷中 8 707 細川　珠璃(1) 多賀城高

39組 (風:     ) 40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

ｶﾄｳ ｱｵﾄ ﾑﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

1 65 加藤　碧人(1) 米沢六中 1 5504 武藤　匠吾(2) 東向陽台中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ ﾁﾊﾞ ｶｲﾄ

2 5514 渡邉　幸太(2) 東向陽台中 2 664 千葉　海都(1) 利府高
ｶﾂｸﾗ ｺｳｴｲ ｲﾌﾞｶ ﾄｵｲ

3 5484 勝倉　煌英(3) 東向陽台中 3 1116 伊深　桐唯(2) 東北学院榴ヶ岡高

ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｵﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾛｳ

4 652 小野寺　世穏(1) 利府高 4 323 中村　拓郎(2) 五橋中
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾔﾄ ｲｼﾓﾘ ﾋﾛ

5 407 畠山　隼人(1) 仙台高 5 7470 石森　比呂(3) 石巻中
ﾊﾊﾞ　ｱｻﾋ ﾘｭｳ ﾎﾝｲ

6 1778 幅　　朝飛(2) 八乙女中 6 1103 劉　　弘義(2) 蒲町中
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ ｸｻｶ ﾀﾞｲｷ

7 1817 丸山　智禄(2) 将監中 7 1101 日下　大貴(2) 蒲町中
ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄ ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶﾞ

8 1805 千葉　央翔(2) 将監中 8 349 川村　侑駕(2) 五橋中

41組 (風:     ) 42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

ｼﾝ ｲｴｼﾞｭﾝ ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ

1 1103 愼　睿俊(2) 東北学院榴ヶ岡高 1 1954 藤田　脩志　(2) 石巻西高
ｻﾄｳ　ｸﾚｲ ｶﾜｳﾁ ﾊﾙｷ

2 1774 佐藤　紅羚(2) 八乙女中 2 5485 河内　春輝(3) 東向陽台中
ｵｵｸﾎﾞ ﾂｶｻ ﾎｿﾔ ﾀﾞｲｷ

3 3690 大窪　司(3) 北角田中 3 682 細谷　大貴(3) 多賀城高
ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ ｶﾜﾏﾀ ｺｳｽｹ

4 581 佐藤　翔弥(2) 六郷中 4 826 川股　孝輔(1) 東北学院高
ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕｳﾏ ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵ

5 5509 二階堂優真(2) 東向陽台中 5 1953 平山　夏陽(2) 石巻西高
ｵｲｶﾜ ﾕﾗ ｶｻﾊﾗ ｶｲﾄ

6 5481 及川　　遥(3) 東向陽台中 6 1104 笠原　海飛(2) 東北学院榴ヶ岡高

ﾀｶﾉ　ｼｭｳﾏ ｶﾅﾏﾙ ﾄｼﾉﾘ

7 1765 髙野朱羽馬(2) 八乙女中 7 294 金丸　季紀(1) 仙台西高
ｵｵｲﾜ　ﾘｸﾄ ｻﾄｳ　ｷﾖｳﾀ

8 1781 大岩　陸人(1) 八乙女中 8 254 佐藤　享汰(1) 仙台南高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:40 

43組 (風:     ) 44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

ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾔ ｷｸﾁ ｴｲﾀ

1 577 上原　隆矢(3) 六郷中 1 1444 菊地　瑛太(2) 蔵王高校
ｱﾅﾝ　ﾀｸﾏ ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ

2 1784 阿南太久磨(1) 八乙女中 2 7450 千葉　駿介(1) 石巻中
ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ

3 210 根元　優幸(1) 宮城野中 3 582 齋藤　直輝(1) 六郷中
ｵｶﾞﾀ ｼｭｳﾏ ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ

4 5515 尾形　柊真(2) 東向陽台中 4 344 橋本　樹(1) 五橋中
ｼﾏﾀﾞ ｿﾗ ﾆｼﾑﾗ ﾘｯﾄ

5 64 嶋田　昊(1) 米沢六中 5 406 西村　律人(1) 仙台高
ｸﾛﾀﾆ ﾊﾙﾄ ｶﾂﾗｼﾏ ﾘｭｳ

6 1106 黒谷　陽人(1) 東北学院榴ヶ岡高 6 5508 桂島　　隆(2) 東向陽台中
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ ｸｽﾊﾗ ﾘｸﾄ

7 498 石田悠真(1) 長町中 7 561 楠原　陸永(1) 六郷中
ｳﾁﾑﾗ ﾀｸﾑ ｶﾜﾏﾀ ｺｳ

8 578 内村　拓夢(3) 六郷中 8 517 川又宏(1) 長町中

45組 (風:     ) 46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

ｻｲﾄｳ　ｲﾌｳ ｷﾘｭｳ ｼｮｳｷ

1 1766 齋藤　威風(1) 八乙女中 1 584 桐生　昇輝(3) 六郷中
ﾊﾈﾀﾞ　ｹﾝｼﾞ ｶﾂﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ

2 1760 羽田　健二(1) 八乙女中 2 1945 勝又　亮介(3) 石巻西高
ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾄ ｱｷﾊ ｷｵﾄ

3 1154 熊谷　春杜(1) 東北生文大高 3 594 秋葉　基央人(1) 六郷中
ｵｲｶﾜ ｼｵﾝ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾙｲ

4 7444 及川　志恩(1) 石巻中 4 1536 小野寺　留唯(1) 宮教大付属中

ﾁﾊﾞ ｺｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

5 7451 千葉　煌介(2) 石巻中 5 602 髙橋　悠人(1) 七郷中
ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾕｳﾔ ｽｽﾞｷ ｺｳ

6 205 後藤田有哉(1) 宮城野中 6 7453 鈴木　孝(2) 石巻中
ﾑﾗｷ ｶｲﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

7 518 村木海斗(1) 長町中 7 5502 小林　駿斗(2) 東向陽台中
ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｺﾞ

8 601 大宮　綾介(1) 七郷中 8 212 菅原　臣吾(1) 宮城野中

47組 (風:     ) 48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

ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾄ ﾀｶｾ ﾋﾅﾀ

2 1537 佐々木　秀聡(1) 宮教大付属中 2 1107 高瀬　　陽(1) 蒲町中
ｶﾂﾏﾀ ｼﾞｭﾝ ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ

3 1956 勝又　純(2) 石巻西高 3 519 菅原拓斗(1) 長町中
ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ ｵｵｸﾎﾞ ﾑﾈｶ

4 1957 伊藤　真那斗(2) 石巻西高 4 5487 大久保宗夏(2) 東向陽台中
ｱｶｻｶ ﾅｵﾄ ｼﾏｽﾞ ｷｮｳﾍｲ

5 1949 赤坂　尚篤(3) 石巻西高 5 501 島津京平(1) 長町中
ｻﾄｳ　ﾊﾔﾄ ﾅｶｶﾞﾐ ﾄｼﾔ

6 1779 佐藤　　隼(1) 八乙女中 6 592 仲上　俊哉(1) 六郷中
ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾑ ｵｵｸﾎﾞ ﾘｭｳ

7 204 上田　歩夢(1) 宮城野中 7 5489 大久保　琉(2) 東向陽台中
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｲｼ

8 514 鈴木孝太(1) 長町中 8 7447 小野寺　泰史(1) 石巻中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:40 

49組 (風:     ) 50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

ﾁﾀﾞ ﾊﾔﾄ ハシモト　ユウタ

2 7455 千田　隼人(1) 石巻中 2 593 橋本　悠太(2) 泉松陵高
ﾁﾊﾞ ｱﾂｷ ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ

3 1110 千葉　敦生(1) 蒲町中 3 7449 髙橋　恵拓(1) 石巻中
ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾔ ﾓﾛｲﾕ ｳﾀﾛｳ

4 1115 村上　颯哉(1) 蒲町中 4 1319 諸井　裕太朗(3) 名取北高
ﾎｼﾉ ｺｳｾｲ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｷﾋﾛ

5 1108 星野　航世(1) 蒲町中 5 7448 小野寺　倖丈(1) 石巻中
ﾆｲﾉ ｶｲﾄ ｷﾀﾔ ｹｲﾀ

6 1111 新野　快斗(1) 蒲町中 6 206 北谷　圭汰(1) 宮城野中
ｵｲｶﾜ ﾏｻﾄ アベ　ヒサノリ

7 7446 及川　真人(1) 石巻中 7 591 阿部　寿紀(2) 泉松陵高
ｵｵﾄﾓ ｱﾂﾋﾛ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾃﾞ

8 515 大友惇弘(1) 長町中 8 961 鈴木　政秀(1) 仙台育英学園高

51組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾀﾞｻｲ ﾀﾂﾄ

2 441 太細　龍人(1) 東北学院大学

シガ　タイセイ

3 573 志賀　大晟(2) 泉松陵高
フルヤマ　アキト　

4 580 古山　暉人(3) 泉松陵高
ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ

5 3604 佐藤　渚哉(1) 角田中
ハシモト　シン

6 571 橋本　心(1) 泉松陵高
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ

7 1147 高橋　翔馬(3) 東北生文大高

ナカムラ　ココロ

8 598 中村　こころ(2) 泉松陵高

記録 記録

記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 13:40 

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

ｾﾀ ﾋﾛｷ ｵｵﾑｶｲ ｲﾀﾙ

1 448 瀬田　博貴(5) 山形大医学 1 198 大向 到(3) 仙台大学
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾄﾖﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

2 724 松田　夢大(2) 米沢中央高 2 916 豊田　凜太郎(3) 仙台育英学園高

ﾌｼﾞﾀ　ﾕｳﾄ ｵｵﾀ　ﾄｼｷ

3 183 藤田　優斗(2) 仙台大学 3 190 太田　俊希(3) 仙台大学
ｳﾁﾀﾞ　ﾋﾛﾀｶ ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

4 230 内田　裕崇(4) 仙台大学 4 722 安部　稜太朗(3) 米沢中央高
ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝﾀ ｻｸﾗｲ ﾀｶﾋﾛ

5 286 熊谷　慎太(4) 東北学院大学 5 4617 櫻井　貴広(0) AC宮城
ﾐﾄ　ﾋﾛｱｷ ﾋｸﾞﾁ ｼﾞﾝ

6 195 水戸　大了(3) 仙台大学 6 3058 樋口 仁(0) 宮城陸協
ｶﾝﾉ ﾂｸﾞﾙ ｵｵｶﾞｷ　ｹｲﾔ

7 313 菅野　嗣(2) 東北学院大学 7 251 大垣　京也(1) 仙台大学
ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾁ ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ

8 60 白鳥　海知(5) 東北大学 8 1944 杉山　響輝(3) 石巻西高

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

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ

1 563 杉山　侑(5) 山形大医学 1 858 高橋　洸成(2) 東北学院高
ﾔﾅﾊﾞ　ｼﾞｮｳ ﾌｼﾞｲ　ﾀﾞｲｽｹ

2 197 簗場　丈(3) 仙台大学 2 247 藤井　大祐(1) 仙台大学
ｶﾉ　ｹﾝﾉｽｹ ｱﾗ ﾕｳ

3 209 鹿野　剣之介(M２) 仙台大学 3 521 荒　優(1) 東北福祉大
ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳ ﾃﾝﾏ ｼﾞｭﾝﾀ

4 176 高橋　諒(2) 仙台大学 4 492 天摩　隼太(4) 東北福祉大
ｻﾄｳ ｾｲﾔ ｸﾞﾝｼﾞ　ｱﾂｷ

5 283 佐藤　聖也(2) 東北医科薬科大学 5 182 郡司　敦生(2) 仙台大学
ｲﾜﾀ　ｶｽﾞｷ ｱﾍﾞ  ﾘｮｳﾏ

6 267 岩田　和樹(1) 仙台大学 6 271 安部 龍真(1) 仙台大学
ﾊﾏﾑﾗ　ﾀｶﾄ ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ

7 205 浜村　嵩翔(4) 仙台大学 7 1172 川島　侑也(3) 仙台高専広瀬

ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳﾀ ｶﾈﾀﾞ ｺｳｽｹ

8 48 大衡　竜太(6) 東北大学 8 824 金田　康佑(1) 東北学院高

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

ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ ｱﾝﾄﾞｳ　ﾏｻﾄ

1 401 佐藤　匠真(2) 仙台高 1 882 安藤　聖人(1) 聖和学園高
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾄ ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞﾏ

2 76 山田　将斗(4) 東北大学 2 872 髙橋　和真(2) 聖和学園高
ﾀｶﾊｼ　ｲｸﾄ ﾀｶｽ ｼｭｳ

3 196 髙橋　郁人　(3) 仙台大学 3 96 高須　秋(3) 東北大学
ｱｿ　ﾋｲﾛ ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

4 194 阿蘇　秀朗(3) 仙台大学 4 213 金澤　有磨(3) 仙台大学
ﾋｸﾞﾁ　ﾀｲｾｲ ｻｻﾉ ﾕｳｶﾞ

5 264 樋口　泰誠(1) 仙台大学 5 444 笹野　優我(2) 東北工業大学

ｵｲｶﾜ ﾀｸﾐ ﾀｸﾞﾁ ｶｲﾄ

6 2464 及川　拓海(2) 志津川高 6 98 田口　開斗(3) 東北大学
ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾀｶ

7 729 瀧口　和寿(1) 米沢中央高 7 6078 中島　弘貴(6) 山形大医学
ｱﾍﾞ ﾋﾑﾛ ﾊｼﾓﾄ　ﾘﾝ

8 507 阿部　凌大(2) 東北福祉大 8 873 橋本　倫(2) 聖和学園高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 13:40 

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

ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾄ ｻｲｼﾞｮｳﾀｶﾉﾌﾞ

1 601 吉田　陸人(1) 東北大学 1 2317 西條尊信(2) 佐沼高校
ﾓﾘ ｱﾗｾ ｽｴﾔ ｺｳｼ

2 186 森　新世(2) 仙台大学 2 1043 末谷　幸士(1) 東北高
ﾅｶﾞｳﾗ　ﾊﾙｷ ｴﾝﾄﾞｳ　ｿｳﾀ

3 184 永浦　晴輝(2) 仙台大学 3 187 遠藤　颯太(2) 仙台大学
ｻﾄｳ ｶｲﾘ ﾀｶｷﾞ　ｶﾞｲｱ

4 201 佐藤　開陸(4) 仙台大学 4 203 髙木　凱亜(4) 仙台大学
ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾅﾘ ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾄ

5 929 藤原　希成(2) 仙台育英学園高 5 242 髙橋　樹人(3) 仙台向山高
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｻｸ ｱﾍﾞ　ﾘｭｳﾍｲ

6 6044 横山　優作(3) 山形大医学 6 185 安部　竜平(2) 仙台大学
ｷｸﾀ ﾄｳﾏ ﾏｴｶﾜ ｼｮｳﾄ

7 930 菊田　斗真(2) 仙台育英学園高 7 578 前川　政人(0) 北上市体育協会

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ﾂﾉﾀﾞ ｱｷﾗ

8 725 斎藤　翼(2) 米沢中央高 8 68 角田　陽(4) 東北大学

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

ｳｻﾐ ｹｲｺﾞ ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ

1 228 宇佐美　圭吾(1) 仙台向山高 1 936 清水　優太(2) 仙台育英学園高

ﾀｶﾉ ﾋﾛ ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞｱｷ

2 529 高野　比呂(3) 石巻専修大 2 99 竹内　喬亮(3) 東北大学
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾄ ﾌｼﾞ ﾊﾙﾄ

3 281 畠山　拓翔(3) 東華中 3 1183 富士　陽大(1) 仙台高専広瀬

ｷﾑﾗ　ﾘｮｳﾏ ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｭﾝﾔ

4 727 木村　涼馬(2) 仙台大学 4 857 岩渕　駿也(2) 東北学院高
ｻﾄｳ　ﾘｮｳﾀﾛｳ ｷﾑﾗ　ﾀｲｷ

5 177 佐藤　亮太朗(2) 仙台大学 5 192 木村　汰貴(3) 仙台大学
ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｸ ﾔﾏﾀﾞ ｷｭｳｼﾞ

6 989 我妻　拓(3) 明成高 6 75 山田　球児(4) 東北大学
ｽｽﾞｷ　ﾀﾞｲﾔ ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ

7 264 鈴木　大弥(3) 東海大山形高 7 114 千葉　大典(3) 仙台三高
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳﾊ ﾐｽﾞｺｼ ﾘﾁ

8 982 奥田　良波(3) 明成高 8 326 水越　理智(3) 五橋中

11組 (風:     ) 12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　ｼｭﾝ ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ

1 267 佐藤　駿(2) 仙台南高 1 395 畑山　拓也(3) 仙台高
ﾁﾊﾞｹﾝﾄ ﾊﾅﾜ　ﾕｳﾄ

2 2329 千葉堅斗(3) 佐沼高校 2 188 塙　悠人(2) 仙台大学
ｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ ﾊｼﾊﾞ ｼﾞｮｳﾉｽｹ

3 928 和泉　隼人(2) 仙台育英学園高 3 730 羽柴　穣之介(1) 米沢中央高
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾀｲｶﾞ ﾉｻﾞｷ ｺｳﾍｲ

4 193 遠藤　大河(3) 仙台大学 4 4182 野崎　航平(5) 仙台高専名取

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ ｻﾄｳ ｺｳｷ

5 726 山口　蓮(2) 米沢中央高 5 1012 佐藤　興季(3) 明成高
ｱﾝｻﾞｲ　ﾖｼｱｷ ｺﾝﾉ ﾕｳﾀ

6 255 安西　良晃(3) 東海大山形高 6 575 紺野　優太(2) 石巻専修大
ｵｵﾊﾞ ﾏｻｶｽﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾑｻｼ

7 108 大場　理主(2) 仙台三高 7 1019 小林　夢紗司(3) 明成高
ｱｵｷ ﾘｮｳﾔ ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾌﾐ

8 727 青木　亮弥(2) 米沢中央高 8 702 後藤　康文(1) 多賀城高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 13:40 

13組 (風:     ) 14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

ﾌｶｲ ﾕｳｾｲ ｻﾄｳ　ﾀｲﾖｳ

1 1034 深井　祐誠(2) 東北高 1 263 佐藤　太陽(3) 東海大山形高

ﾔﾌﾞｷ ｹｲﾀ ﾀｹｳﾁ ﾄｳﾏ

2 1046 矢吹　慶太(1) 東北高 2 230 武内　柊磨(1) 仙台向山高
ｻｲｼﾞｮｳ ｿｳﾀ ｻﾄｳ ﾅｵﾔ

3 1148 西城　颯太(3) 東北生文大高 3 2466 佐藤　直哉(1) 志津川高
ｻﾄｳ ｿｳﾏ ﾋｷﾁ ﾄｼｷ

4 7626 佐藤　壮馬(3) 蛇田中 4 963 引地　利輝(1) 仙台育英学園高

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾃ

5 1147 高橋　翔馬(3) 東北生文大高 5 409 渡邊　疾風(1) 仙台高
ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ ｻｻｷ ｼﾞﾝ

6 78 須藤　主馬(2) 仙台二高 6 1004 佐々木　仁(1) 明成高
ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾏ ｵｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ

7 821 齋藤　秀磨(1) 東北学院高 7 7623 小澤　流星(3) 蛇田中
ｺﾐﾔﾏ ﾐｻｷ ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ

8 1211 小宮山　岬希(2) 白石高 8 1325 佐藤　大河(1) 名取北高

15組 (風:     ) 16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

ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｼ

2 231 三浦　秀明(1) 仙台向山高 2 325 吉田　和史(3) 五橋中
ｶｶﾞﾐ ﾑｻｼ ｵｵｸﾗ ｾﾞﾝ

3 5483 鏡　　武蔵(3) 東向陽台中 3 295 大倉　漸(1) 仙台西高
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾑ

4 1330 阿部　颯斗(1) 名取北高 4 734 髙橋　拓夢(1) 米沢中央高
ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾛｳ

5 1207 今井　裕一(2) 白石高 5 323 中村　拓郎(2) 五橋中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾊﾔｻｶ ｱｵｲ

6 75 遠藤　陽斗(3) 米沢七中 6 1182 早坂　碧唯(1) 仙台高専広瀬

ﾅｶｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ ｺﾏﾂ ｶﾂﾉﾘ

7 576 仲上　賢司(3) 六郷中 7 2901 小松　勝典(2) 気仙沼高定時制

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾔﾄ

8 117 中村　航大(2) 仙台三高 8 407 畠山　隼人(1) 仙台高

17組 (風:     ) 18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

ｽｶﾞｲ ﾏｻﾋﾛ ｲｼﾓﾘ ﾋﾛ

2 4466 菅井　聖弘(3) 利府西中 2 7470 石森　比呂(3) 石巻中
ｵｵｳﾎﾞ ﾘｭｳﾄ ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾀ

3 990 大久保　瑠人(3) 明成高 3 1323 川島　健太(2) 名取北高
ｵｼﾉ ｼｮｳｴｲ ﾑﾄｳ ｹｲ

4 1218 押野　将英(1) 白石高 4 233 武藤　佳(1) 仙台向山高
ｵｲｶﾜ ﾕﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ

5 5481 及川　　遥(3) 東向陽台中 5 1219 小林　聖弥(1) 白石高
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾃﾞ

6 1326 佐藤　匠真(1) 名取北高 6 961 鈴木　政秀(1) 仙台育英学園高

ﾄｻ ﾅｵﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ｺﾄﾏﾙ

7 1180 土佐　直太郎(1) 仙台高専広瀬 7 1447 鈴木　琴円(1) 蔵王高校
ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋｺ

8 1178 阿部　春樹(1) 仙台高専広瀬 8 1367 松本　暁彦(1) 白石高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 13:40 

19組 (風:     ) 20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

ﾑﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ｲﾉｳｴ ｿｳ

2 5504 武藤　匠吾(2) 東向陽台中 2 732 井上　颯(1) 米沢中央高
ﾏｴﾀﾞ ｶｲｾｲ ｱｷﾊ ｷｵﾄ

3 238 前田　海聖(1) 仙台向山高 3 594 秋葉　基央人(1) 六郷中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ ﾅｶｶﾞﾐ ﾄｼﾔ

4 5514 渡邉　幸太(2) 東向陽台中 4 592 仲上　俊哉(1) 六郷中
ｶﾝﾉ ｼｮｳﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

5 234 菅野　翔茉(1) 仙台向山高 5 5502 小林　駿斗(2) 東向陽台中
ｵｵｸﾎﾞ ﾂｶｻ ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾄﾞｳ

6 3690 大窪　司(3) 北角田中 6 7445 髙橋　稟導(2) 石巻中
ﾔﾏｷ ﾕｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾑﾈｶ

7 236 八巻　優(1) 仙台向山高 7 5487 大久保宗夏(2) 東向陽台中
ｲﾄｳ ｱｷﾗ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

8 229 伊藤　アキラ(1) 仙台向山高 8 6688 山本　崚介(0) MAX　PROJECT

記録 記録



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 18:10 

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

ﾀｶﾀﾞﾏ　ﾚﾝﾄ ﾀｶｻﾜ　ｶｽﾞｷ

1 181 高玉　蓮斗(2) 仙台大学 1 407 高沢　一希(2) 仙台大学
ｼﾉﾌﾞ　ﾘｭｳｾｲ ｲﾜﾅﾐ ﾀﾂﾋｺ

2 266 信夫　龍成(1) 仙台大学 2 52 岩波　発彦(M1) 東北大学
ﾔﾅﾊﾞ　ｼﾞｮｳ ｲﾄｲ　ﾚｵ

3 197 簗場　丈(3) 仙台大学 3 604 糸井　澪央(1) 仙台大学
ｲﾄｳ　ｹｲｲﾁﾛｳ ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ

4 207 伊東　慶一郎(M２) 仙台大学 4 858 高橋　洸成(2) 東北学院高
ｼﾏﾇｷ　ｱﾕﾑ ﾀｶﾊｼ　ｲｸﾄ

5 252 島抜　歩夢(1) 仙台大学 5 196 髙橋　郁人　(3) 仙台大学
ﾐﾄ　ﾋﾛｱｷ ﾀｸﾞﾁ ｶｲﾄ

6 195 水戸　大了(3) 仙台大学 6 98 田口　開斗(3) 東北大学
ｶﾝﾉ ﾂｸﾞﾙ ｽｽﾞｷ ｶｲ

7 313 菅野　嗣(2) 東北学院大学 7 498 鈴木　海(3) 東北福祉大
ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｻ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ

8 1173 中道　一紗(3) 仙台高専広瀬 8 1022 高橋　朋希(3) 東北高

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

ﾂﾉﾀﾞ ｱｷﾗ ﾌﾙｶﾜ ｹｲﾀ

1 68 角田　陽(4) 東北大学 1 976 古川　慧泰(2) 仙台育英学園高

ｺﾝ ﾅｵﾋﾛ ｵｸｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ

2 913 金　直宏(3) 仙台育英学園高 2 71 奥崎　翔悟(2) 仙台二高
ｽｽﾞｷ　ﾋｲﾛ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ

3 178 鈴木　飛郎(2) 仙台大学 3 6096 吉田　賢太(4) 山形大医学
ｱｿ　ﾋｲﾛ ｷﾀﾞ ﾀｹﾙ

4 194 阿蘇　秀朗(3) 仙台大学 4 952 喜田　長留(3) 仙台育英学園高

ｻﾄｳ ｶｲﾘ ｾﾀ ﾋﾛｷ

5 201 佐藤　開陸(4) 仙台大学 5 448 瀬田　博貴(5) 山形大医学
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｲﾁ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ

6 115 片桐　大智(2) 東北大学 6 4492 武内　勇輝(0) TEAM　TGR
ｱｻﾉ ﾗﾝ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾔﾏﾄ

7 973 浅野　嵐(2) 仙台育英学園高 7 493 小野寺　大和(3) 東北福祉大
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ

8 315 鈴木　博登(2) 東北学院大学 8 528 村山　大生(3) 石巻専修大

5組 6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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ ｱｶﾋﾗ ｶｽﾞｷ

1 726 山口　蓮(2) 米沢中央高 1 0 赤平　和紀(0) AC宮城
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳﾊ

2 6048 中島　崇(2) 山形大医学 2 982 奥田　良波(3) 明成高
ｱｶﾏ ﾕｳﾋ ｵｵﾊｼ ﾕｳﾀ

3 107 赤間　雄飛(3) 仙台三高 3 1802 大橋　裕太(3) 石巻高
ｽｽﾞｷ ﾋﾗｲ ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾍｲ

4 1347 鈴木　飛来(2) 名取高 4 119 松浦　公平(3) 仙台三高
ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ ｻﾄｳ ｺｳﾀ

5 73 梶谷　侑太郎(1) 仙台二高 5 128 佐藤　洸太(3) 仙台三高
ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾄ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｻｸ

6 927 内山　琢斗(1) 仙台育英学園高 6 6044 横山　優作(3) 山形大医学
ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾄ ｼﾁﾉﾍ ﾘｸ

7 601 吉田　陸人(1) 東北大学 7 339 七戸　理赳(3) 五橋中
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾌﾐ ｻﾄｳ ﾖｼｷ

8 937 　萩原　崇文(1) 仙台育英学園高 8 4247 佐藤　芳樹(2) 東北大医学

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 18:10 

7組 8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

ｵｶｼﾞﾏ ｼﾞｮｳﾚﾝ ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾞｲ

1 953 岡島　丈怜(3) 仙台育英学園高 1 6094 井上　侑大(4) 山形大医学
ｱﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ

2 852 天田　涼介(2) 東北学院高 2 127 望月　優太(1) 仙台三高
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼ ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞｱｷ

3 954 山崎　公士(3) 仙台育英学園高 3 99 竹内　喬亮(3) 東北大学
ｵｲｶﾜ　ﾁﾋﾛ ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ

4 269 及川　千博(1) 仙台大学 4 1955 木村　翔太(2) 石巻西高
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾚｲ ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ

5 657 岩渕　怜良(1) 利府高 5 616 佐藤　一磨(3) 宮城広瀬高
ｻﾄｳ ｺｳｷ ｱｵｷ ﾘｮｳﾔ

6 1012 佐藤　興季(3) 明成高 6 727 青木　亮弥(2) 米沢中央高
ｵﾉ ｱｵ ﾀｶﾉ ﾋﾛ

7 1118 小野　蒼空(2) 東北学院榴ヶ岡高 7 529 高野　比呂(3) 石巻専修大
ｱﾍﾞ ﾎｳｽｲ ﾀｶﾊﾀ　ﾅﾂﾁｶ

8 1171 阿部　豊翠(3) 仙台高専広瀬 8 876 髙畑　夏愛(2) 聖和学園高

9組 10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

ｲｻｶ　ﾀｸﾐ ｻｲﾄｳ ｿﾗ

1 263 井坂　匠(3) 仙台南高 1 2337 齋籐奏空(1) 佐沼高校
ｻｶﾞﾜ　ﾘｮｳﾔ ｲﾁﾉﾍ ﾘｸ

2 273 佐川　涼哉(2) 仙台南高 2 1179 一戸　李勁(1) 仙台高専広瀬

ｷｸﾁ ﾋｶﾘ ｲﾉﾏﾀｶｽﾞﾕｷ

3 101 菊地　　輝(2) 仙台三高 3 1921 猪股和幸(2) 宮城県水産高

ｼﾗｲｼｹﾞﾝﾀ ｷｾﾝ ﾕｳﾄ

4 2316 白石元太(2) 佐沼高校 4 1126 氣仙　悠杜(2) 東北学院榴ヶ岡高

ﾌﾙｳﾁ ﾕｳﾄ ｵｶﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

5 396 古内　裕人(3) 仙台高 5 486 尾形　昇平(4) 東北福祉大
ﾋﾗﾂｶ ﾂｶｻ ﾊﾔｻｶ ｱｵｲ

6 645 平塚　司(2) 利府高 6 1182 早坂　碧唯(1) 仙台高専広瀬

ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ ｼｼﾄﾞ ﾕｳｷ

7 293 佐藤　優太郎(1) 仙台西高 7 77 宍戸　祐希(2) 仙台二高
ｻｻｷ ﾕｳﾄ ｺｲｹ ﾕｳﾔ

8 4281 佐々木　勇杜(2) 東北大医学 8 1358 小池　佑弥(3) 大河原商業高

11組 12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

ｶﾉ ｼｭﾝｽｹ

1 1324 狩野　隼介(2) 名取北高 1

ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ ﾀｹｳﾁ ﾄｳﾏ

2 506 佐藤広大(2) 長町中 2 230 武内　柊磨(1) 仙台向山高
ﾜｹﾀ ﾀｶﾋﾛ ｻｶﾔ ﾀｲｾｲ

3 1124 分田　陵宏(2) 東北学院榴ヶ岡高 3 93 酒谷　泰生(1) 仙台二高
ｵｵﾊｼ ﾊﾙ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ

4 423 大橋　 暖(3) 福島大付属中 4 623 鈴木　?真(3) 七郷中
ｶｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾏ ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

5 977 梶川　諒馬(2) 仙台育英学園高 5 75 遠藤　陽斗(3) 米沢七中
ﾀｶﾊｼ ｹｲ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

6 575 髙橋　恵生(3) 六郷中 6 90 川口　航平(1) 仙台二高
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾑ ｵｵｳﾎﾞ ﾘｭｳﾄ

7 734 髙橋　拓夢(1) 米沢中央高 7 990 大久保　瑠人(3) 明成高
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｺｳｽｹ ｻﾜﾀﾞ ﾁｻﾄ

8 403 渡辺　孔亮(3) 八軒中 8 225 澤田　千知(2) 仙台向山高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 18:10 

13組 14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

ﾖｼｵｶ ﾊﾙｷ ｱｼﾉ ﾏﾅﾄ

2 239 吉岡　暖生(1) 仙台向山高 2 631 芦野　真斗(3) 七郷中
ｴﾋﾞﾅ ｶｲ ｲﾉｳｴ ｿｳ

3 286 蝦名　　海(3) 東華中 3 732 井上　颯(1) 米沢中央高
ｵﾉ ﾀｹﾐ ｵｷﾂ ﾘｭｳﾍｲ

4 72 小野　健未(2) 仙台二高 4 5482 沖津　龍平(3) 東向陽台中
ｵｸﾔﾏ ｺｳｷ ｻｻｷ ﾕｲﾄ

5 398 奥山　洸希(2) 仙台高 5 700 佐々木　唯翔(1) 多賀城高
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ ｸﾄﾞｳ ｹﾝｾｲ

6 1378 髙橋　輝成(3) 伊具高校 6 509 工藤絢成(2) 長町中
ｶﾂﾏﾀ ｼﾞｭﾝ ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾀ

7 1956 勝又　純(2) 石巻西高 7 1323 川島　健太(2) 名取北高
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸ ｼｮｳｼﾞ ｹﾝﾄ

8 223 遠藤　岳(2) 仙台向山高 8 1349 庄司　健人(1) 名取高

15組 16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

ｵｵｼﾏ ｶﾝﾀ ナカミツ　ユウト　

2 1523 大嶋　勘太(2) 宮教大付属中 2 590 中満　有杜(2) 泉松陵高
ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ ﾄﾖｶﾜ ﾕｳﾘ

3 327 岡田　　惇(3) 五橋中 3 330 豊川　悠莉(2) 五橋中
ﾋﾛｵｶ ﾜﾀﾙ ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄ 

4 1350 廣岡　航(1) 名取高 4 346 遠藤　惺(2) 五橋中
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾄﾞｳ

5 293 山口　達也(2) 東華中 5 7445 髙橋　稟導(2) 石巻中
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾃﾝｺﾞ ｲﾄｳ ｼｭﾝ

6 2322 岩渕天胡(1) 佐沼高校 6 699 伊藤　舜(1) 多賀城高
ﾊﾏﾉ ｲｵ フジタ　ヒロキ

7 2002 濱野　唯生(1) 石巻西高 7 597 藤田　紘規(2) 泉松陵高
ｻｲﾄｳ ﾙｲﾄ ｻﾄｳ ｺｳﾀ

8 62 斎藤　瑠都(1) 米沢六中 8 440 佐藤　滉太(1) 東北学院大学

記録 記録

記録 記録



 男子800m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 12:00 

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ ｵｲｶﾜ　ﾕｳｷ

1 169 渡辺　晟名(3) 仙台大学 1 253 及川　佑樹(1) 仙台大学
ﾖｼﾀﾞ　ｼｮｳ ﾆﾍｲ ﾄｼﾔ

2 167 吉田　翔(2) 仙台大学 2 375 二瓶　寿也(3) 宮城教育大
ｻﾄｳ　ﾕｳﾄ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ

3 171 佐藤　優斗(4) 仙台大学 3 6096 吉田　賢太(4) 山形大医学
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ

4 54 川口　航汰(M1) 東北大学 4 55 佐藤　宏夢(M1) 東北大学
ｱﾗﾀ ｹｲｽｹ ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

5 50 荒田　啓輔(M1) 東北大学 5 835 佐藤　良祐(3) 東北学院高
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋｶﾙ ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｼ

6 6702 渡辺　光(0) 新庄地区陸協 6 106 村松　兼志(3) 東北大学
ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ﾎｿﾀﾞ ｹﾝﾄ

7 58 松田　将大(M1) 東北大学 7 71 細田　健斗(4) 東北大学
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ ﾀｶｸﾗ ﾁｻｷ

8 100 谷口　尚大(3) 東北大学 8 95 高倉　直幸(3) 東北大学
ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ ｳｶｼﾞ ｶｽﾞｷ

9 9212 佐藤　渉(0) 秋田市役所 9 62 宇梶　和希(4) 東北大学
ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ ｶﾜｼﾏ ｹｲ

10 156 菅原　遥(4) 仙台大学 10 87 川島　啓(3) 東北大学

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

ｲﾁｶﾜ　ｹｲｺﾞ ｷｸﾁ ﾋｶﾘ

1 289 市川　慶伍(1) 東海大山形高 1 101 菊地　　輝(2) 仙台三高
ﾊﾏﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｼｷ

2 172 濱田　凌平(4) 仙台大学 2 1120 小野寺　隼輝(2) 東北学院榴ヶ岡高

ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ

3 278 三宅　陸斗(3) 東北医科薬科大学 3 1818 福島　結太(3) 将監中
ｱｼﾉ　ﾀｲｷ ﾀｶﾊｼ　ﾘｷﾄ

4 603 芦野　泰規(1) 仙台大学 4 613 髙橋　力斗(1) 仙台大学
ﾀｹｸﾞﾁ　ｽﾊﾞﾙ ﾊﾏﾅｶ　ｺｳﾀ

5 295 武口　昴瑠(1) 東海大山形高 5 617 濱中　浩太(1) 仙台大学
ﾏﾂｲﾕｳﾏ カツラギユウジ

6 2312 松井悠真(2) 佐沼高校 6 147 桂木雄司(6) 秋田大医学
ｵｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

7 4130 岡澤　佳津真(0) おおさきRC 7 1208 柿崎　諒介(2) 白石高
ﾏﾂｵｶ ﾖｳﾀ ｵｵﾄﾓﾉﾌﾞﾊﾙ

8 128 松岡　陽太(2) 東北大学 8 2324 大友信玄(1) 佐沼高校
ｽｽﾞｷ ｶｲ ｵｵﾊｼ ﾕｳﾀ

9 498 鈴木　海(3) 東北福祉大 9 1802 大橋　裕太(3) 石巻高
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｲｸﾐ ﾀｶﾊﾀ　ﾅﾂﾁｶ

10 506 溝口　育海(3) 東北福祉大 10 876 髙畑　夏愛(2) 聖和学園高

5組 6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

ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸ

2 1373 加藤　駿希(3) 伊具高校 2 223 遠藤　岳(2) 仙台向山高
ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

3 1954 藤田　脩志　(2) 石巻西高 3 84 渡辺　大樹(2) 仙台二高
ｻｲﾄｳ ｿﾗ ｱｻｲ ｺｳｼﾛｳ

4 2337 齋籐奏空(1) 佐沼高校 4 1175 浅井　晃司郎(2) 仙台高専広瀬

ｵｶﾞﾜ ｿｳﾔ ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ

5 392 小川　颯也(3) 仙台高 5 277 土井　和成(3) 東北医科薬科大学

ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ ｳｼﾞｲｴ ﾕｳﾍｲ

6 1955 木村　翔太(2) 石巻西高 6 692 氏家　優平(2) 多賀城高
ｱﾍﾞ ﾎｳｽｲ ｸｻｶ ﾂﾊﾞｻ

7 1171 阿部　豊翠(3) 仙台高専広瀬 7 1209 日下　翼(2) 白石高
ｼｼﾄﾞ ﾕｳｷ ｻﾜﾀﾞ ﾁｻﾄ

8 77 宍戸　祐希(2) 仙台二高 8 225 澤田　千知(2) 仙台向山高
ｸｷﾞﾉ ﾕｳﾀ ｱﾜﾉ　ﾘｮｳｼﾞ

9 4181 釘野　裕大(4) 仙台高専名取 9 276 粟野　凌士(2) 東海大山形高

ｼﾗﾊﾀ ﾊﾙｶ ﾐｻﾜ　ｾｲ

10 695 白幡　遥(2) 多賀城高 10 275 三澤　星(2) 東海大山形高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子800m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 12:00 

7組 8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

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳ ｼｵｻﾞｷ ﾘｭｳ

2 402 高橋　立(2) 仙台高 2 354 塩﨑　　龍(3) 五橋中
ｻｴｷ ｶｽﾞﾔ ｾｵ ｶｽﾞﾏ

3 625 佐伯　和哉(3) 七郷中 3 79 瀬尾　一真(2) 仙台二高
ｲﾁﾉﾍ ﾘｸ ｼﾁｼﾞ ｶﾝﾀ

4 1179 一戸　李勁(1) 仙台高専広瀬 4 1331 七字　勘汰(1) 名取北高
ﾀﾝﾎﾞ ﾊﾙｷ ｶﾝﾉ ﾕｳｼ

5 232 反保　晴貴(1) 仙台向山高 5 404 菅野　雄士(1) 仙台高
ﾖｼｵｶ　ｷｮｳｽｹ ｱﾅﾝ ﾘｭｳｾｲ

6 253 吉岡　恭祐(1) 仙台南高 6 86 阿南　隆征(1) 仙台二高
ﾖｼｵｶ ﾊﾙｷ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

7 239 吉岡　暖生(1) 仙台向山高 7 90 川口　航平(1) 仙台二高
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾌｸｲ ｴｲﾄ

8 348 佐藤　涼太(3) 五橋中 8 285 福井　英士(3) 東華中
ｶﾉ ｼｭﾝｽｹ ｻﾄｳ ﾋｶﾙ

9 1324 狩野　隼介(2) 名取北高 9 335 佐藤　光(3) 五橋中
ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ

10 235 菊地　翔太(1) 仙台向山高 10 5512 鈴木　慶伍(2) 東向陽台中

9組 10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

ｻﾄｳ ｿｳﾀ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ

2 5516 佐藤　蒼太(2) 東向陽台中 2 5493 桑原　聖人(1) 東向陽台中
ｼﾓﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ ｵｲｶﾜ ﾉｱ

3 632 下山　舜介(2) 七郷中 3 5488 及川　　果(1) 東向陽台中
ﾋｷﾁ ﾄｼｷ ｶﾝﾉ ﾀｸﾄ

4 963 引地　利輝(1) 仙台育英学園高 4 5511 菅野　卓杜(2) 東向陽台中
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｷﾑﾗ ﾄﾓ

5 1149 武田　優介(2) 東北生文大高 5 5490 木村　　共(1) 東向陽台中
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｷ ｷﾑﾗ ﾕｳｶﾞ

6 1366 橋本　琉葵(1) 白石高 6 7613 木村　侑雅(2) 蛇田中
ｸﾘﾊﾗ ｺｳﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ

7 690 栗原　孝弥(2) 多賀城高 7 5519 吉田　智輝(1) 東向陽台中
ｾｷﾊﾞ ｹﾝﾄ ﾁﾋﾛ ﾕｳﾄ

8 705 関場　健斗(1) 多賀城高 8 5520 千尋　優斗(1) 東向陽台中
ﾖｺｵ ｱﾂｼ ﾑﾗﾀ ﾕｳﾏ

9 1146 横尾　篤(1) 東北生文大高 9 5492 村田　悠真(1) 東向陽台中
ﾁﾊﾞ ｼｮｳ ｵﾉ ﾊﾙｷ

10 959 千葉　祥(1) 仙台育英学園高 10 5491 小野　晴生(1) 東向陽台中

記録 記録

記録 記録



 男子800m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 12:00 

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

7組

8組

9組

10組

1組

2組

3組

4組

5組

6組



 男子1500m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 10:55 

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

ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ

1 1048 神田　大地(1) 東北高 1 1051 小林　秀寿(1) 東北高
ｻｻﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ ｽｶﾞﾜﾗ　ｶｲ

2 1030 笹部　駿介(3) 東北高 2 154 菅原　快維(2) 仙台大学
ｵｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ﾊｾ ﾀﾂﾔ

3 4130 岡澤　佳津真(0) おおさきRC 3 4582 長谷　達也(0) 多賀城自衛隊

ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｼ ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳｽｹ

4 106 村松　兼志(3) 東北大学 4 985 永倉　秀涼(3) 明成高
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ｵﾊﾞﾀ ｿﾗﾄ

5 1050 榊原　巧(1) 東北高 5 1040 小畑　空斗(2) 東北高
ｻｸﾗﾊﾞ ｹｲﾏ ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ

6 1037 櫻庭　啓真(2) 東北高 6 1049 丹野　滉太郎(1) 東北高
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ﾊﾄﾘﾋﾛﾌﾐ

7 1039 佐藤　翔太(2) 東北高 7 744 羽鳥　紘文(2) 米沢中央高
ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ

8 4812 一條　博海(0) あぶくまAC 8 442 加藤　龍也(1) 東北学院大学

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ

9 6096 吉田　賢太(4) 山形大医学 9 156 菅原　遥(4) 仙台大学
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ ﾀｶﾅｼ ｱﾙﾋﾄ

10 100 谷口　尚大(3) 東北大学 10 647 髙梨有仁(2) 利府高
ﾂﾈｶﾜ ﾘｭｳｾｲ ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ

11 118 恒川　龍生(3) 仙台三高 11 4811 佐々木　優治(0) あぶくまAC
ｵｵﾀ　ﾀｸﾐ ｵｵﾀ ｶﾂﾔ

12 170 太田　拓未(4) 仙台大学 12 4586 太田　勝也(0) 多賀城自衛隊

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ ｶﾝﾉ ｹﾝﾄ

13 1047 高橋　彰太(1) 東北高 13 637 菅野　研人(1) 東北学院大学

ﾀﾃﾉ ﾕｳﾀ ｻﾄｳ ｹﾝﾀ

14 67 立野　佑太(4) 東北大学 14 1032 佐藤　健太(3) 東北高
ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ

15 4805 菅野　辰也(0) あぶくまAC 15 278 三宅　陸斗(3) 東北医科薬科大学

ｵｶﾀﾞ ｺｳｾｲ ｻﾝｼﾞｮｳ　ﾋﾋﾞｷ

16 129 岡田　光生(3) 仙台三高 16 610 三條　響生(1) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

17 9212 佐藤　渉(0) 秋田市役所 17 1041 鈴木　龍星(2) 東北高
ｻｻｷ ﾕｳｶﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ

18 1029 佐々木　湧雅(3) 東北高 18 130 渡邊　泰世(3) 仙台三高
ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｭｳｾｲ

19 160 山田　琉生(2) 仙台大学
タナカナオキ

20 8091 田中直樹(0) Honda栃木
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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

ｱﾍﾞ　ﾘｸﾄ ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝﾄ

1 879 安倍　陸翔(1) 聖和学園高 1 658 小野寺賢翔(1) 利府高
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾂﾊﾞｻ ｸﾛｻﾜ　ﾀﾂﾉｽｹ

2 158 遠藤　翼(2) 仙台大学 2 606 黒沢　竜之介(1) 仙台大学
ｽｽﾞｷ ｵﾄ ｸﾏｶﾞｲ　ｼﾝｺﾞ

3 1038 鈴木　響(2) 東北高 3 159 熊谷　真吾(3) 仙台大学
ｶﾄｳ　ﾏｻｷ ｼﾞﾝ ﾊﾔﾃ

4 151 加藤　将貴(2) 仙台大学 4 1128 神　颯(2) 東北学院榴ヶ岡高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｷ

5 743 渡部　翔(3) 米沢中央高 5 694 小野寺　純輝(2) 多賀城高
ｻﾄｳ ﾀｶﾔ ｵｵﾊｼ ﾕｳﾀ

6 2462 佐藤　天哉(3) 志津川高 6 1802 大橋　裕太(3) 石巻高
ｶﾈﾀﾞ ﾀｲｷ ｳｼﾞｲｴ ﾀﾞｲｷ

7 116 金田　大輝(2) 東北大学 7 649 氏家大希(2) 利府高
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸﾄ ﾐｳﾗ ｸﾛｳﾄﾞ

8 1097 遠藤　岳斗(3) 東北学院榴ヶ岡高 8 847 三浦　蔵人(2) 東北学院高
ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ ﾁﾊﾞ ﾕｲﾄ

9 639 坂本　航規(1) 東北学院大学 9 665 千葉唯登(1) 利府高
ﾏﾙﾔﾏ　ｹｲｼﾞ　 ｼｵﾉｹﾝｼﾞ

10 166 丸山　圭司(2) 仙台大学 10 746 塩野　憲治(1) 米沢中央高
ｶﾝﾉ ｱｷﾋﾛ ｲﾄｳ　ｺｳｾｲ

11 118 菅野　耀広(2) 東北大学 11 1785 伊藤　光成(3) 八乙女中
ｱｻﾉ ﾀﾞｲｷ ｶﾜﾏﾀ ｶｲ

12 1017 浅野　大輝(2) 明成高 12 1322 川股　佳生(2) 名取北高
ｳｽｲ ﾊﾔﾄ ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ

13 84 臼井　駿斗(3) 東北大学 13 104 鈴木　瑛士(2) 仙台三高
ｵｵｷ ｿｳﾔ ｼﾗﾊﾀ ﾊﾙｶ

14 635 大木漱也(3) 利府高 14 695 白幡　遥(2) 多賀城高
ﾐｳﾗ ｻﾄｼ ｺﾄﾋﾗﾖｳﾀ

15 104 三浦　慧士(3) 東北大学 15 1923 琴平耀太(2) 宮城県水産高

ﾏﾂｲﾕｳﾏ ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

16 2312 松井悠真(2) 佐沼高校 16 656 野沢悠真(1) 利府高
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ﾋｷﾁ ﾚｵ

17 1042 鈴木　夢叶(2) 東北高 17 823 挽地　玲央(1) 東北学院高
ｻｸﾗｲ ﾋﾋﾞｷ ｶﾈｺ ｶｲﾄ

18 1941 櫻井　響(1) 石巻西高 18 1000 金子　海人(1) 明成高
ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ

19 4319 高橋 裕貴(0) 石巻RC 19 661 畠山朝陽(1) 利府高
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5組 6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

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾋﾛｾ ﾐﾂｷ

1 348 佐藤　涼太(3) 五橋中 1 1144 廣瀬　光輝(3) 東北生文大高

ｵｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾌﾕ

2 135 尾形　希(1) 仙台三高 2 2467 渡辺　知冬(1) 志津川高
ｻﾊｼ ｲｯｼﾝ ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾔ

3 4041 佐橋　一心(3) 東北大医学 3 1415 千葉　遥耶(3) 仙台高専名取

ｺｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ ｳﾁﾀﾞ　ﾅｵｷ

4 121 小久保　翼(2) 仙台三高 4 141 内田　直希(1) 仙台三高
ﾔｽﾀﾞ ﾀｲﾄ ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾄ

5 491 安田敦智(3) 長町中 5 2465 菅原　駿斗(2) 志津川高
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ

6 3622 濱田　孟徳(2) 角田中 6 293 佐藤　優太郎(1) 仙台西高
ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｾｲ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ

7 1117 山下　竣世(2) 東北学院榴ヶ岡高 7 290 川端　響(1) 仙台西高
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾔ ｱｻｲ ｺｳｼﾛｳ

8 137 髙橋　俊哉(1) 仙台三高 8 1175 浅井　晃司郎(2) 仙台高専広瀬

ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳ ｶﾘﾉ ﾕｳｽｹ

9 4892 宮本　周(2) 東北大医学 9 432 狩野  由佑(2) 福島大付属中

ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ ｵｵﾀ ﾀｶﾄｼ

10 5512 鈴木　慶伍(2) 東向陽台中 10 3341 太田　考紀(0) 宮城陸協
ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾔ

11 567 佐藤　明慈(2) 六郷中 11 308 大泉　倫也(1) 仙台西高
ﾀｶﾊｼ ﾗｲﾙ ｲﾘｴ ﾕｱﾝ

12 1960 高橋　礼流(1) 石巻西高 12 580 入江　柚安(3) 六郷中
ﾀｶﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ

13 1380 高原　千輝(2) 伊具高校 13 88 伊藤　悠翔(1) 仙台二高
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ

14 97 高橋　駿介(1) 仙台二高 14 405 後藤　優月(1) 仙台高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ ｸﾏｶﾞｲ ｹｲﾏ

15 84 渡辺　大樹(2) 仙台二高 15 75 熊谷　圭真(2) 仙台二高
ﾐｳﾗ ﾀｹﾙ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ

16 2323 三浦健瑠(1) 佐沼高校 16 289 斉藤　俊弥(1) 仙台西高
ｸｷﾞﾉ ﾕｳﾀ ﾐｳﾗ ﾊﾙﾉｼﾝ

17 4181 釘野　裕大(4) 仙台高専名取 17 366 三浦晴ノ心(3) 五橋中
ﾁﾊﾞ ｲﾌﾞｷ ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ

18 998 千葉　伊吹(1) 明成高 18 1321 菅原　匠真(2) 名取北高
ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ ｶﾒｲ ﾚｲﾔ

19 277 土井　和成(3) 東北医科薬科大学 19 1345 亀井　怜椰(2) 名取高
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7組 8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

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｼ ｻﾄｳ ｿｳﾀ

1 94 菅原　優志(1) 仙台二高 1 5516 佐藤　蒼太(2) 東向陽台中
ｶﾄｳﾋﾉｷ ｷﾑﾗ ﾊﾙ

2 4565 加藤 檜(2) 向洋中 2 360 木村　遥琉(2) 五橋中
ﾀｶﾊｼ ﾘｸｳ ｷﾑﾗ　ﾘｭｳｷ

3 1348 高橋　睦空(2) 名取高 3 279 木村　竜輝(1) 仙台南高
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄｼ ｶﾅﾓﾘ ﾏｻﾀｶ

4 92 熊谷　慧(1) 仙台二高 4 1384 金森　将貴(1) 伊具高校
ﾐﾂｲ  ﾋﾛﾄ ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｷ

5 132 三井　洸(1) 仙台三高 5 81 田邉　翔貴(2) 仙台二高
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳ ｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ

6 402 高橋　立(2) 仙台高 6 91 久保　明裕(1) 仙台二高
ｼﾓﾉ ﾐｷﾔ ｻﾄｳ ﾅｵﾄ

7 284 下野　幹也(2) 東北医科薬科大学 7 288 佐藤　直人(2) 仙台西高
ｱﾅﾝ ﾘｭｳｾｲ ｻﾄｳ ﾘｵ

8 86 阿南　隆征(1) 仙台二高 8 3684 佐藤　璃宙(3) 北角田中
ﾀｶﾉ ｿｳﾀ ﾊｲｼﾏ ﾕｳﾀ

9 95 高野　颯太(1) 仙台二高 9 1950 蓜島　悠太(3) 石巻西高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ ﾌｸｼﾏ ﾚﾝ

10 1346 小林　大地(2) 名取高 10 7614 福島　蓮(2) 蛇田中
ﾌｼﾞﾀ ｼｵﾝ ｼﾗｲ ｹｲｺﾞ

11 7609 藤田　紫穏(2) 蛇田中 11 687 白井　奎吾(2) 多賀城高
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ

12 688 鈴木　勇人(2) 多賀城高 12 408 山本　弥士(1) 仙台高
ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ ｶﾝﾉ　ﾕｲﾄ

13 133 遠藤　潤(1) 仙台三高 13 280 菅野　唯翔(1) 仙台南高
ｵｵｸﾗ ﾖｼｵﾐ ﾍﾝﾐ ﾅｵｷ

14 283 大倉　凱臣(3) 東華中 14 1958 邉見　直輝(1) 石巻西高
ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ ﾊﾔｻｶ ｼｵﾝ

15 1184 吉田　喜晴(1) 仙台高専広瀬 15 697 早坂　至恩(2) 多賀城高
ﾃﾙｲ　ｶｽﾞﾄ ﾐﾂﾂﾞｶ　ﾕｳﾄ

16 614 照井　知殿(1) 仙台大学 16 252 三塚　雄斗(1) 仙台南高
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｲﾄ ｻｲｼﾞｮｳ　ﾀｲｶﾞ

17 1446 榊原　大翔(1) 蔵王高校 17 251 西城　大雅(1) 仙台南高
ﾀﾝﾎﾞ ﾊﾙｷ ｺﾏﾂ ﾘｵ

18 232 反保　晴貴(1) 仙台向山高 18 7472 小松　理生(3) 石巻中
ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ ｶﾝﾉ ﾕｳｼ

19 588 佐藤　祝翔(2) 六郷中 19 404 菅野　雄士(1) 仙台高
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9組 10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

ｶｸﾁ ｼｮｳﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｲｯｻ

1 7615 加?　渉翔(2) 蛇田中 1 3696 山田　一颯(2) 北角田中
ｼﾁｼﾞ ｶﾝﾀ ｷﾑﾗ ｺｳﾜ

2 1331 七字　勘汰(1) 名取北高 2 516 木村航和(1) 長町中
ｶﾝﾉ ﾀｸﾄ ﾓﾘﾔ　ﾊﾙﾄ

3 5511 菅野　卓杜(2) 東向陽台中 3 1772 守屋　晴斗(2) 八乙女中
ｸﾁｷ ﾘｭｳﾏ ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ

4 299 朽木　琉真(1) 仙台西高 4 1114 田中孝太郎(1) 蒲町中
ｻﾄｳ ﾋｶﾙ ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ

5 335 佐藤　光(3) 五橋中 5 217 安藤　賢治郎(1) 宮城野中
ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ

6 235 菊地　翔太(1) 仙台向山高 6 499 後藤達憲(1) 長町中
ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾀ ﾓﾘｵｶ ﾀｸﾐ

7 1329 土谷　亮太(1) 名取北高 7 585 森岡　拓海(1) 六郷中
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｿﾞｳ

8 1125 遠藤　倖成(1) 東北生文大高 8 504 石川琉蔵(1) 長町中
ｵｵﾐﾔ ﾀｸﾐ ﾖｺﾀ ﾕｳﾏ

9 300 大宮　巧(1) 仙台西高 9 1109 横田　悠真(1) 蒲町中
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾋﾛ ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ

10 7628 立花　千洋(2) 蛇田中 10 591 橘　優斗(1) 六郷中
ｱｶﾏ ｼｮｳﾒｲ ｼﾗｲｼ ｾｲ

11 698 赤間　昇祝(1) 多賀城高 11 219 白石　　晟(1) 宮城野中
ﾐﾂﾅｶﾞ ｺﾀﾛｳ ｻﾄｳ ﾁｭｳﾏ

12 1142 光永　虎太郎(1) 東北生文大高 12 510 佐藤忠馬(1) 長町中
ﾋﾗﾂｶ ﾚﾝ ｵｵﾊﾞ　ｹｲｽｹ

13 7443 平塚　蓮(2) 石巻中 13 1782 大場　啓助(1) 八乙女中
ﾐﾄ　ﾊﾙﾄ ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ

14 1771 水戸　大翔(2) 八乙女中 14 1113 佐藤隆太郎(1) 蒲町中
ﾌｼﾞﾑﾗ ｷｾｲ ｱｶｻｶ ｺｳｴﾂ

15 309 藤村　輝世(1) 東華中 15 298 赤坂　光悦(1) 仙台西高
ｶﾅﾏﾙ ﾄｼﾉﾘ ﾁﾊﾞ ﾕｳﾏ

16 294 金丸　季紀(1) 仙台西高 16 503 千葉優真(1) 長町中
ｺﾝﾉ ﾐｽﾞｷ ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ

17 828 近野　瑞季(1) 東北学院高 17 209 阿部　真士(1) 宮城野中
ｽｽﾞｷ ｺﾄﾏﾙ ｲﾜｾ ﾄｳﾏ

18 1447 鈴木　琴円(1) 蔵王高校 18 1112 岩瀬　斗真(1) 蒲町中
ｾｵ ｶｽﾞﾏ ｵｲｶﾜ ｼｵﾝ

19 79 瀬尾　一真(2) 仙台二高 19 7444 及川　志恩(1) 石巻中

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 10:55 

11組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲｼｶﾜ ｱｷﾋﾄ

1 3694 石川　聡仁(2) 北角田中
ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾑﾈ

2 202 石橋　政宗(1) 宮城野中
タカセ　ヒロオ

3 576 高瀬　大生(1) 泉松陵高
ﾁﾋﾛ ﾕｳﾄ

4 5520 千尋　優斗(1) 東向陽台中
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾏ

5 5492 村田　悠真(1) 東向陽台中
ｵﾉ ﾊﾙｷ

6 5491 小野　晴生(1) 東向陽台中
ｵｲｶﾜ ﾉｱ

7 5488 及川　　果(1) 東向陽台中
ﾃﾗｼﾀ ｼｭｳ

8 359 寺下　士優(1) 五橋中
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ

9 5493 桑原　聖人(1) 東向陽台中
ｷﾑﾗ ﾄﾓ

10 5490 木村　　共(1) 東向陽台中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ

11 345 小林　智信(1) 五橋中
ﾔｽﾉ ﾄﾓ

12 4451 安野　朋(1) 利府西中
サトウ　ユウヒ

13 575 佐藤　佑飛(1) 泉松陵高
ｵｵﾀｷｺｳﾍｲ

14 747 大滝　晃平(1) 米沢中央高
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ

15 5519 吉田　智輝(1) 東向陽台中
ﾔﾏｷ ｺｳﾀ

16 4448 八巻　厚太(1) 利府西中
ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ

17 3691 阿部　春希(2) 北角田中
ｻﾄｳｱｵｲ

18 745 佐藤　葵(1) 米沢中央高

記録



 男子3000m
審 判 長：

記録主任：

6月2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

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｲﾅﾊﾞ　ｼﾝﾉｽｹ

1 992 吉田　隼人(3) 明成高 1 881 稲葉　慎之輔(1) 聖和学園高
ｱｻﾉ ﾀﾞｲｷ ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ

2 1017 浅野　大輝(2) 明成高 2 661 畠山朝陽(1) 利府高
ﾆｲﾐ ｶｽﾞﾔ ｲﾄｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

3 1500 新美　和哉(3) 大沢中 3 999 伊藤　元太朗(1) 明成高
ｻｸﾗﾊﾞ ｹｲﾏ ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

4 1037 櫻庭　啓真(2) 東北高 4 703 阿部　圭宏(1) 東北大医学
ｵｵｷ ｿｳﾔ ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝﾄ

5 635 大木漱也(3) 利府高 5 658 小野寺賢翔(1) 利府高
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ ｲｻｶ　ﾀｸﾐ

6 1041 鈴木　龍星(2) 東北高 6 263 井坂　匠(3) 仙台南高
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｷ

7 1047 高橋　彰太(1) 東北高 7 4574 安田　崇希(0) 多賀城自衛隊

ｻｻﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ ｳｼﾞｲｴ ﾀﾞｲｷ

8 1030 笹部　駿介(3) 東北高 8 649 氏家大希(2) 利府高
ｽｶﾞﾜﾗ　ｶｲ ﾁﾊﾞ ﾕｲﾄ

9 154 菅原　快維(2) 仙台大学 9 665 千葉唯登(1) 利府高
ｱｶﾞﾂﾏ ﾖｼﾋﾄ ｻﾄｳｱｵｲ

10 4575 我妻　嘉仁(0) 多賀城自衛隊 10 745 佐藤　葵(1) 米沢中央高
ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｭｳｾｲ ｸﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ

11 160 山田　琉生(2) 仙台大学 11 4591 藏田　雄大(0) 多賀城自衛隊

ｻｻｷ ﾋﾛﾄ ｻﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ

12 1016 佐々木　敬人(2) 明成高 12 4592 佐藤　信之助(0) 多賀城自衛隊

ｽｽﾞｷ ｵﾄ ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

13 1038 鈴木　響(2) 東北高 13 656 野沢悠真(1) 利府高
ｻｻｷ ﾕｳｶﾞ ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ

14 1029 佐々木　湧雅(3) 東北高 14 4319 高橋 裕貴(0) 石巻RC
ｻﾄｳ ｹﾝﾀ ｻﾄｳ ﾚﾝ

15 1032 佐藤　健太(3) 東北高 15 4590 佐藤　蓮(0) 多賀城自衛隊

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ ｲﾉｳｴ ﾀｲｷ

16 1051 小林　秀寿(1) 東北高 16 588 井上　大輝(1) 東北大学
ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ ﾖﾈﾔ ﾄｷｵ

17 1049 丹野　滉太郎(1) 東北高 17 4593 米谷　怜士(0) 多賀城自衛隊

タナカナオキ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｲﾄ

18 8091 田中直樹(0) Honda栃木 18 1446 榊原　大翔(1) 蔵王高校
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

19 1050 榊原　巧(1) 東北高 19 1042 鈴木　夢叶(2) 東北高
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸﾄ ｵﾉ ｵﾐﾄ

20 1097 遠藤　岳斗(3) 東北学院榴ヶ岡高 20 4588 小野　臣仁(0) 多賀城自衛隊

ｱﾍﾞ　ﾘｸﾄ ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ

21 879 安倍　陸翔(1) 聖和学園高 21 1009 早川　拓海(1) 明成高
ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ ｷﾑﾗ ｿｳﾀ

22 1035 松田　爽(2) 東北高 22 1018 木村　颯汰(2) 明成高
ｵﾊﾞﾀ ｿﾗﾄ ﾆｶﾐ ｾｲ

23 1040 小畑　空斗(2) 東北高 23 2325 二上星(1) 佐沼高校
ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ ﾀｶﾊｼ ｿﾗ

24 4812 一條　博海(0) あぶくまAC 24 988 高橋　聖空(3) 明成高
ﾀｶﾅｼ ｱﾙﾋﾄ ﾌｼﾐ　ﾀｶﾋﾛ

25 647 髙梨有仁(2) 利府高 25 272 伏見　敬太(2) 仙台南高
ﾊｾ ﾀﾂﾔ ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾔ

26 4582 長谷　達也(0) 多賀城自衛隊 26 831 熊谷　知也(2) 東北学院高
ｵｵﾀ ｶﾂﾔ ｷｼﾅﾐ ｱｶﾘ

27 4586 太田　勝也(0) 多賀城自衛隊 27 1375 岸浪　明里(3) 伊具高校
ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｹｲﾀ

28 3097 朝倉　和眞(0) 宮城陸協 28 4583 勅使河原　桂太(0) 多賀城自衛隊

ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳｽｹ ｼｵﾉｹﾝｼﾞ

29 985 永倉　秀涼(3) 明成高 29 746 塩野　憲治(1) 米沢中央高
ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ ｲﾄｳ ｹﾝﾄ

30 1048 神田　大地(1) 東北高 30 0 伊東　憲翔(1) 福島医大
ｻｸﾗｲ ﾋﾋﾞｷ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ

31 1941 櫻井　響(1) 石巻西高 31 289 斉藤　俊弥(1) 仙台西高

記録 記録



 男子3000m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 10:10 

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻﾄｳ ｿｳﾀ

1 5516 佐藤　蒼太(2) 東向陽台中
ｱｲｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

2 921 相澤　俊介(3) 仙台育英学園高

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ

3 408 山本　弥士(1) 仙台高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾌﾕ

4 2467 渡辺　知冬(1) 志津川高
ｳｽｲ ﾋｶﾙ

5 1105 薄井　皓(1) 東北学院榴ヶ岡高

ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ

6 923 菊地　駿介(3) 仙台育英学園高

ｻﾄｳ ﾘｵ

7 3684 佐藤　璃宙(3) 北角田中
ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ

8 5512 鈴木　慶伍(2) 東向陽台中
ﾋﾗﾂｶ ﾚﾝ

9 7443 平塚　蓮(2) 石巻中
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ

10 738 中澤　優希(2) 仙台育英学園高

ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾛｳ

11 1110 小泉　友太郎(1) 東北学院榴ヶ岡高

ﾐｳﾗ ﾂﾖｼ

12 919 三浦　剛(3) 仙台育英学園高

ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾔ

13 308 大泉　倫也(1) 仙台西高
ｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ

14 321 賀川　僚太郞(2) 五橋中
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾄ

15 2465 菅原　駿斗(2) 志津川高
ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾄ

16 593 竹田　康人(1) 東北大学
ｲｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ

17 572 池田　大晟(2) 六郷中
ｸｶﾞ ｾｲﾔ

18 4585 久我　聖也(0) 多賀城自衛隊

ﾐﾄ ﾔﾏﾄ

19 3687 水戸　大斗(3) 北角田中
ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞｳ

20 947 髙橋　海童(1) 仙台育英学園高

ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭｳﾄ

21 740 山岸　柊斗(2) 仙台育英学園高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ

22 942 渡邉　駿太朗(1) 仙台育英学園高

ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

23 855 木村　悠人(2) 東北学院高
ｵｲｶﾜ ﾀｲｷ

24 7611 及川　大輝(2) 蛇田中
ｺﾅｼ ﾊﾙﾄ

25 3602 小梨　陽人(3) 角田中
ｶﾄｳﾋﾉｷ

26 4565 加藤 檜(2) 向洋中
ﾌｼﾞﾀ ｼｵﾝ

27 7609 藤田　紫穏(2) 蛇田中
ﾀｶﾊｼ ﾗｲﾙ

28 1960 高橋　礼流(1) 石巻西高
ｶﾝﾉ ﾀｸﾄ

29 5511 菅野　卓杜(2) 東向陽台中
ｵｵﾀｷｺｳﾍｲ

30 747 大滝　晃平(1) 米沢中央高
ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝﾄ

31 918 馬場　健斗(3) 仙台育英学園高

記録



 男子3000m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 10:10 



 男女5000m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 10:50 

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

ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ ｿﾈ ﾀｹﾋﾛ

1 491 松田　健汰(4) 東北福祉大 1 4117 曽根　赴紘(0) おおさきRC
ﾀﾃﾉ ﾕｳﾀ ﾊﾄﾘﾋﾛﾌﾐ

2 67 立野　佑太(4) 東北大学 2 744 羽鳥　紘文(2) 米沢中央高
ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ ｻｲﾓﾄ ﾀｹﾙ

3 1028 今野　大輝(3) 東北高 3 983 斉本　岳(3) 明成高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ

4 518 渡邊　泰幸(1) 東北福祉大 4 981 阿部　輝(3) 明成高
ｺﾝﾉ ｹﾞﾝｷ ﾉﾑﾗ ﾄﾜ

5 1026 今野　元揮(3) 東北高 5 519 野村　斗和(1) 東北福祉大
ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾕｷ ｲｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

6 72 松浦　崇之(4) 東北大学 6 505 石田　響(3) 東北福祉大
ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾍｲ

7 4812 一條　博海(0) あぶくまAC 7 503 原田　悠平(3) 東北福祉大
ｺﾝﾉ ｽﾅｵ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ

8 1027 今野　純(3) 東北高 8 462 松原　慎也(3) 山形大医学
ｽｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ

9 477 菅田　和馬(1) 富士大学 9 590 工藤　大介(1) 東北大学
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾔﾄ ﾐｳﾗ ｻﾄｼ

10 513 畠山　駿斗(2) 東北福祉大 10 104 三浦　慧士(3) 東北大学
ﾀｼﾛ ﾅｵｷ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ

11 3519 田代　直希(0) 郡山自衛隊 11 517 鈴木　勇汰郎(1) 東北福祉大
ﾌﾙﾔﾏ ｹｲﾄ ｴﾝﾄﾞｳ　ﾂﾊﾞｻ

12 514 古山　慧斗(2) 東北福祉大 12 158 遠藤　翼(2) 仙台大学
ｻﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

13 502 三條　拓士(3) 東北福祉大 13 6688 山本　崚介(0) MAX　PROJECT

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

14 494 遠藤　佑弥(3) 東北福祉大 14 501 佐藤　翔太(3) 東北福祉大
ｲｼｶﾜ ｹｲｼﾞﾛｳ ﾕﾉｷ ﾕｳﾔ

15 922 石川　景次郎(3) 仙台育英学園高 15 476 柚木　友哉(M1) 東北大学
ﾌｸﾀﾞ ﾕｷ ｱｶﾞﾂﾏ ﾕｳｽｹ

16 950 福田　夢将(3) 仙台育英学園高 16 47 吾妻　祐介(6) 東北大学
ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｲｷ ﾐｼﾅ ﾕｳﾔ

17 1031 林田　海輝(3) 東北高 17 6213 三品 裕也(0) 神町自衛隊
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ ｼｮｳｼﾞ　ﾂﾖｼ

18 694 中村　舜(1) 東北福祉大 18 157 庄司　強(4) 仙台大学
ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾀﾂﾔ ｻﾄｳ ﾀｶﾔ

19 997 大栁　達哉(3) 明成高 19 2462 佐藤　天哉(3) 志津川高
ｻﾄｳ　ﾕｳｼﾛｳ ﾓﾄｷ　ﾚﾝ

20 175 佐藤　佑志郎(4) 仙台大学 20 153 元木　蓮(2) 仙台大学
ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ ｵｸﾀﾞ　ｼｭﾝ

21 3097 朝倉　和眞(0) 宮城陸協 21 4303 奥田 俊(0) 石巻RC
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ﾓﾐﾔﾏ ﾕｳｽｹ

22 1039 佐藤　翔太(2) 東北高 22 3918 籾山　雄介(0) 山形市陸協
ｲﾅｹﾞ ﾀｶﾄ ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ

23 1025 稲毛　崇斗(3) 東北高 23 4056 鈴木　唯斗(0) チーム気仙沼

ｻｴｷ　ｹﾝﾀ ｴｶﾞﾜ　ｹﾝﾀ

24 163 佐伯　健太(2) 仙台大学 24 152 江川　健太(2) 仙台大学
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ｾｷﾈ ﾋﾃﾞﾄｼ

25 688 鈴木　勇人(2) 多賀城高 25 512 関根　英寿(2) 東北福祉大
ﾀﾇﾏ ﾘｮｳ ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾞｳｷ

26 101 田沼　怜(3) 東北大学 26 304 菅原　豪起(3) 仙台西高
ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ

27 1036 白石　光星(2) 東北高 27 1145 石川　正樹(3) 東北生文大高

ﾜｷﾀ ﾖｳﾍｲ ｷｸﾁ ｱｷﾗ

28 79 脇田　陽平(4) 東北大学 28 1015 菊地　彬(2) 明成高
ｺｻｶｲ ﾀｸﾏ ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾏ

29 565 小坂井　琢馬(2) 弘前大学 29 1204 髙橋　武馬(3) 白石高
ｾﾝｺﾞｸ ﾕｳﾀ ｻｸﾗﾀﾞ　ﾋﾛｱｷ

30 4133 千石　優太(0) おおさきRC 30 4313 櫻田 浩章(0) 石巻RC

記録 記録



 男女5000m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 10:50 

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳ

1 4892 宮本　周(2) 東北大医学
ﾄﾁｸﾎﾞ ｺｳｾｲ

2 1143 栃久保　好誠(1) 東北生文大高

ｻﾄｳ ﾅｵﾄ

3 288 佐藤　直人(2) 仙台西高
ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｷ

4 694 小野寺　純輝(2) 多賀城高
ｺﾞｳﾅｲ ｶｽﾞﾔ

5 6215 郷内 和也(0) 神町自衛隊
ｱﾂﾐ ﾀﾂﾋﾛ

6 6237 熱海 達大(0) 神町自衛隊
ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

7 301 鎌田　祐綺(3) 仙台西高
ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ

8 405 後藤　優月(1) 仙台高
ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾋｺ

9 0 山内　亮彦(0) 相馬市駅伝チーム

ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾃﾞ

10 1217 江口　知秀(1) 白石高
ｲﾜﾌﾞﾁﾘｮｳｶﾞ

11 2310 岩渕竜雅(2) 佐沼高校
ﾏｶﾍﾞ ﾄﾓﾔ

12 1202 眞壁　朋也(3) 白石高
ﾏﾂﾀﾞﾃ ｶｲ

13 755 松舘　快(2) 東北大学
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ

14 1321 菅原　匠真(2) 名取北高
ｸﾏｶﾞｲ ｹｲﾏ

15 75 熊谷　圭真(2) 仙台二高
ﾀﾙﾉ ﾄﾓﾔ

16 310 樽野　友哉(3) 仙台西高
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｸｵ

17 78 若林　郁生(4) 東北大学
ﾎｯﾀ ｱﾕﾑ

18 1216 堀田　歩夢(2) 白石高
ｵｻﾅｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ

19 1176 小山内　駿平(2) 仙台高専広瀬

ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

20 838 及川　雄大(2) 東北学院高
ﾀｶhｼ ﾘｮｳﾍｲ

21 80 髙橋　諒平(2) 仙台二高
ｷﾝﾊﾞﾗ ｱﾂｼ

22 287 金原　篤士(2) 仙台西高
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｺﾞ

23 1206 村上　慎吾(3) 白石高
ｶﾜﾏﾀ ｶｲ

24 1322 川股　佳生(2) 名取北高
ｳｽｲ ﾊﾔﾄ

25 84 臼井　駿斗(3) 東北大学
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

26 1423 遠藤　晴心(1) 仙台高専名取

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ

27 743 渡部　翔(3) 米沢中央高
ｲﾄｳ ｺｳﾀ

28 296 伊藤　洸太(3) 仙台西高
ｻｸﾗﾊﾞ ﾐｸ

29 1106 桜庭　美紅(4) 秋田大学
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾐ

30 1048 橋本　悠実(3) 東北大学

記録



 男女5000m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 10:50 



男子10000m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 09:10 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲｼﾄﾞｳ ｿﾗ

1 636 石堂爽空(3) 利府高
ﾜｷﾀ ﾖｳﾍｲ

2 79 脇田　陽平(4) 東北大学
ﾀｶﾊｼ ｶｲ

3 648 高橋　海(2) 利府高
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ

4 475 佐々木　達也(4) 宮城教育大
ﾏﾐﾔ ﾖｼﾏｻ

5 646 間宮義雅(2) 利府高
ｴﾁｺﾞﾔ ﾘｮｳｽｹ

6 3290 越後谷　凌介(0) NEXA
ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ

7 4498 中野　和也(0) TEAMみちのく

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾕｷ

8 72 松浦　崇之(4) 東北大学
ｷﾑﾗ ｼｭｳ

9 88 木村　秀(3) 東北大学
ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ

10 74 三浦　大樹(4) 東北大学
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾗ

11 642 吉田悠良(3) 利府高

記録



 男子110mH
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:25 

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

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ ｻｶﾀ ｹｲ

1 435 中嶋　幸樹(2) 弘前大学 1 0 坂田　啓(0) 宮城陸協
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｵｵﾊﾞ ﾏｺﾄ

2 109 岩渕　拓都(3) 仙台三高 2 704 大場　誠斗(1) 東北大学
ｶﾜｸﾞﾁ ｲﾂﾄ ｸｽﾉｷ ｹｲｽｹ

3 3170 川口　逸人(0) 宮城陸協 3 41 楠木　啓介(M2) 東北大学
ｱﾍﾞ  ﾘｮｳﾏ ｽｶﾞﾜﾗﾕｳﾔ

4 271 安部 龍真(1) 仙台大学 4 1940 菅原雄也(2) 宮城県水産高

ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｷ ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾞｲ

5 721 柴崎　駿希(3) 米沢中央高 5 6094 井上　侑大(4) 山形大医学
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ ｺｾｷ ｼｭﾝ

6 110 齋藤　晃汰(3) 仙台三高 6 4615 小関　隼(0) AC宮城
ﾖﾛｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ｻﾄｳ ｺｳｾｲ

7 191 萬　昂大(3) 仙台大学 7 102 佐藤　晃成(1) 仙台三高
ｿｳﾏ　ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ ｹｲ

8 246 相馬　夕輝(1) 仙台大学 8 66 鈴木　景(4) 東北大学

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾊｲｼﾏ ﾕｳﾀ

2 1950 蓜島　悠太(3) 石巻西高
ｻﾄｳｱﾕﾑ

3 978 佐藤　歩(2) 仙台育英学園高

ｵｵﾑﾗ ﾄｵﾙ

4 445 大村　徹(5) 仙台高専広瀬

ﾐｳﾗ ﾘｭｳｷ

5 2460 三浦　竜輝(3) 志津川高
ﾀﾅｶ ｱｵｲ

6 1414 田中　葵(2) 仙台高専名取

ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ

7 1108 杉浦　大祐(1) 東北学院榴ヶ岡高

ﾖｼｷ ﾄﾓﾋﾛ

8 1174 吉城　智央(3) 仙台高専広瀬

記録 記録

記録



 男子110mJH(9.14m/0.990m)
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:20 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｱﾍﾞ ｿｳﾀ

4 1959 阿部　颯太(1) 石巻西高
ｻｲﾄｳ ﾅﾙ

5 966 斉藤　成(1) 鶴岡北高

記録



 男子110mYH(9.14m/0.914m)
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:15 

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ

2 5514 渡邉　幸太(2) 東向陽台中 2

ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾐﾗｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

3 622 中川原　碧来(3) 七郷中 3 293 山口　達也(2) 東華中
ｻﾄｳ　ｸﾚｲ ｶﾂﾗｼﾏ ﾘｭｳ

4 1774 佐藤　紅羚(2) 八乙女中 4 5508 桂島　　隆(2) 東向陽台中
ﾏｶﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ

5 431 真壁　大知(2) 福島大付属中 5 1817 丸山　智禄(2) 将監中
ﾄﾖｶﾜ ﾕｳﾘ ｱｽﾞﾐ ｶｲｾｲ

6 330 豊川　悠莉(2) 五橋中 6 7608 安住　櫂生(2) 蛇田中
ｻｻｷ ﾏｻﾄ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾊﾙ

7 337 佐々木諒人(3) 五橋中 7 4449 萩原　壮春(1) 利府西中

記録 記録



 男子400mH
審 判 長：

記録主任：

6月2日 15:30 

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

ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｻ ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾅﾀ

2 1173 中道　一紗(3) 仙台高専広瀬 2 1021 西城　哉汰(3) 東北高
ｶｼﾞ ﾀｸﾔ ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾞｲ

3 85 加地　拓弥(3) 東北大学 3 6094 井上　侑大(4) 山形大医学
ｺﾝﾉ ﾀｸﾏ ﾄﾑﾗ ﾏｻﾄｼ

4 5082 今野 拓磨(0) 酒田市陸協 4 853 戸村　匡利(2) 東北学院高
ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｷ ﾇﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ

5 721 柴崎　駿希(3) 米沢中央高 5 4630 沼田　亮介(5) 東北大医学
ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳﾏ ｵｵﾊｼ ﾕｳﾀ

6 723 髙橋　飛雄馬(3) 米沢中央高 6 1802 大橋　裕太(3) 石巻高
ｽｽﾞｷ ｹｲ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾅｵｷ

7 66 鈴木　景(4) 東北大学 7 836 半澤　直己(3) 東北学院高

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ

2 1210 小林　大輝(2) 白石高
ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ

3 1955 木村　翔太(2) 石巻西高
ｻﾄｳ ｸｵﾝ

4 4279 佐藤　久遠(2) 東北大医学
ｼﾗｲｼｹﾞﾝﾀ

5 2316 白石元太(2) 佐沼高校
ﾀﾅｶ ｱｵｲ

6 1414 田中　葵(2) 仙台高専名取

ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ

7 1947 鈴木　千尋(3) 石巻西高

記録 記録

記録



 男子4X100mR
審 判 長：

記録主任：

6月1日 09:00 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 名取高 1 福大附属中

2 仙台高専広瀬 2 石巻西高B

3 東北学院高 3 八乙女中A

4 米沢中央高 4 東北学院榴ケ岡Ｂ

5 山形大学医学部 5 宮城野中A

6 仙台大学 6 石巻西高A

7 仙台二高A 7 東北学院榴ケ岡Ｃ

8 東北学院榴ケ岡A 8 宮教大附属中A

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 利府西中 2 八乙女中B

2 仙台二高B 3 長町中男子B

3 東北生文大高 4 伊具高校

4 名取北高 5 東向陽台中学校

5 長町中男子A 6 宮城野中B

6 六郷中Ａ 7 石巻中学校　男子A

7 東華 8 六郷中Ｂ

8 八軒A



 男子4X100mR
審 判 長：

記録主任：

6月1日 09:00 

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 宮教大附属中B 2 七郷B

3 蒲町中 3 五橋中Ｂ

4 米沢6中 4 五橋中A

5 八軒B 5 佐沼高B

6 石巻中学校　男子B 6 佐沼高A

7 蔵王高校 7 Dream　Jets

8 石巻中学校　男子C 8 七郷A



 男子4X400mR
審 判 長：

記録主任：

6月2日 16:10 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 東北学院榴ケ岡Ｂ 1 多賀城Ａ

2 仙台二高 2 多賀城Ｂ

3 東北学院高 3 仙台南高

4 仙台高専広瀬A 4 東北学院榴ケ岡Ｃ

5 米沢中央高Ａ 5 名取高

6 東北医科薬科大学 6 伊具高校A

7 東北学院榴ケ岡A 7 伊具高校B

8 米沢中央高Ｂ 8 名取北高

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 東北生文大高A

3 多賀城Ｃ

4 仙台高専広瀬C

5 多賀城Ｄ

6 仙台高専広瀬B

7 東北生文大高B

8 佐沼高



男女5000mW
審 判 長：

記録主任：

6月2日 08:30 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻﾄｳ ﾄﾓｷ

1 1213 佐藤　朋樹(2) 白石高
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ

2 1205 長谷川　聖(3) 白石高
ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ

3 449 田中　将大(6) 山形大医学
ﾉﾀﾞ ｺｳｽｹ

4 1220 野田　康介(1) 白石高
ｲﾉｳｴ ﾀｲｼﾞｭ

5 474 井上　大樹(1) 山形大学
ﾓﾘ ﾜﾀﾙ

6 45 森　渉(M2) 東北大学
ﾄﾗｲﾜ ﾕｳﾀ

7 83 虎岩　悠太(2) 仙台二高
ﾊﾏｻｷ ｶｲ

8 860 濵﨑　快(2) 東北学院高
ﾔﾏﾀﾞｺｳﾀ

9 3272 山田康太(0) 南陽東置賜陸協

ｻﾄｳ ﾕｳｷ

10 1271 佐藤　勇喜(2) 柴田農林川崎高

ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳ

11 378 大宮　崚(2) 宮城教育大
ﾀｶﾊｼ ﾘﾉ

12 1276 髙橋　璃乃(2) 名取北高
ｻﾄｳ ﾕｳｶ

13 1201 佐藤　優花(3) 白石高
ｵｵﾀ ﾋﾅ

14 1213 太田　陽菜(1) 白石高

記録



 男子走高跳
審 判 長：

記録主任：

6月2日 13:30 

　

ﾀｶﾊｼ　ﾙｲ

1 220 高橋　瑠威(2) 仙台大学
ｶﾜﾏﾀ ｺｳｽｹ

2 826 川股　孝輔(1) 東北学院高
ﾀﾃﾉ ｼｭﾝ

3 689 舘野　竣(2) 多賀城高
ﾈﾔ ｱﾂｼ

4 56 根谷　温(M1) 東北大学
ｱｽﾞﾐ ｶｲｾｲ

5 7608 安住　櫂生(2) 蛇田中
ｶﾝﾉ　ｼｮｳｺﾞ

6 235 菅野　翔吾(3) 仙台大学
ﾏｶﾍﾞ ﾘｸ

7 1153 眞壁　吏郁(2) 東北生文大高
ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ

8 59 山下　一也(M1) 東北大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ

9 5514 渡邉　幸太(2) 東向陽台中
ﾃﾞﾝﾎﾟｳ　ﾀｸﾐ

10 224 傳法　卓己(3) 仙台大学
ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾄ

11 7456 藤井　愛叶(1) 石巻中
ｶｸﾀ ﾊﾔﾄ

12 573 角田　隼(2) 六郷中
ｻﾄｳ　ﾀｸﾐ

13 255 佐藤　匠(1) 仙台大学
ﾋｺｻｶ ｺｳｷ

14 3121 彦坂　幸毅(0) 宮城陸協
ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ

15 97 髙橋　潤(3) 東北大学
ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾔ

16 577 上原　隆矢(3) 六郷中
ｻｶﾞﾗ　ﾘｭｳｼﾞ

17 236 相良　龍慈(3) 仙台大学
ｺﾀﾞﾏ　ｷｽｲ

18 265 児玉　綺粋(1) 仙台大学
ｵｵﾐﾅﾄ　ｺｳｽｹ

19 225 大湊　晃介(3) 仙台大学
ｵｵｲｼ　ｹｲ

20 605 大石　慧(1) 仙台大学
ﾅｶﾞﾈ ﾀﾞｲｽｹ

21 939 長根　大祐(1) 仙台育英学園高
ﾊｼｳﾗ　ﾏｻﾋﾃﾞ

22 1770 橋浦　雅英(2) 八乙女中
ｺﾒﾀﾆ　ﾋｶﾙ

23 228 米谷　輝(4) 仙台大学
ﾁﾝ ﾘｭｳﾒｲ

24 82 陳　立明(2) 仙台二高
ｽｽﾞｷ　ﾘｮｳ

25 227 鈴木　諒(4) 仙台大学
ｺﾝ ｼﾞｭﾝｾｲ

26 737 今　順聖(1) 米沢中央高
ﾁﾊﾞ ｺｳｽｹ

27 7451 千葉　煌介(2) 石巻中
ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾁ

28 223 中島　大地(3) 仙台大学
ｺﾄﾌﾞｷ ﾕｳｲﾁ

29 321 寿　優一(2) 東北学院大学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

30 293 山口　達也(2) 東華中
ﾎﾘｺｼ ﾃｯﾍﾟｲ

31 85 堀越　鉄平(1) 仙台二高

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：

6月1日 12:00 決　勝

1組

ﾋｻﾐﾂ ｺｳﾀﾞｲ

1 2315 久光浩大(1) 佐沼高校
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

2 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大学
ｻｻｷ ﾚｲ

3 120 佐々木　玲(2) 東北大学
ｶﾄｳ ﾏﾅﾄ

4 399 加藤　愛斗(2) 仙台高
ﾋﾗﾀ ﾀﾞｲｺﾞ

5 366 平田　大悟(2) 山形市立商高
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝﾔ

6 219 後藤 駿也(2) 創学館高
ﾊｾｶﾞﾜ　ﾚｵ

7 222 長谷川　麗央(2) 仙台大学
ｱｵﾀ ﾘｮｳﾀﾞｲ

8 2313 青田諒大(1) 佐沼高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾃ

9 409 渡邊　疾風(1) 仙台高
ｻｲﾄｳ ｼｮｳ

10 209 斎藤 翔(3) 創学館高
ｷｸﾁ ﾀｹﾄ

11 232 菊池 勇歩(1) 創学館高
ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ

12 91 佐藤　泰河(3) 東北大学
ｻﾄｳ ﾅｵﾔ

13 2466 佐藤　直哉(1) 志津川高
ｻﾄｳ ﾅﾙﾐ

14 224 佐藤 成海(2) 創学館高
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ

15 1096 佐藤　航平(3) 蒲町中

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2
審 判 長：

記録主任：

6月1日 12:00 決　勝

2組

ﾁﾊﾞ ｾﾅ

1 2461 千葉　星那(3) 志津川高
ｺﾞﾄｳﾙｲ

2 2311 後藤琉希(1) 佐沼高校
ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾗ

3 4138 小野寺　晃(0) 佐沼PVC
ﾐﾔｳﾁ　ｱﾂｼ

4 250 宮内　敦史(1) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞﾚﾝ

5 2306 渡邊廉(2) 佐沼高校
ﾐﾔｹ ｻﾄｼ

6 464 三宅　怜(0) 北上GAC
ﾐｳﾗ　ﾕｷﾔ

7 619 三浦　遂也(1) 仙台大学
ﾀｶｼﾏ ｶﾅﾀ

8 356 髙嶋　奏汰(3) 山形市立商高
ｺｲｽﾞﾐｿｳｼ

9 2307 小泉宗士(2) 佐沼高校
ｼﾊﾞｻｷ　ｶｹﾙ

10 243 柴崎　翔(3) 仙台大学
ﾐｳﾗ ﾘｭｳｷ

11 2460 三浦　竜輝(3) 志津川高
ｱｶﾎｼ ｴｲｼﾞ

12 81 赤星　栄治(3) 東北大学
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ

13 4096 佐藤 康平(0) MSC
ｷｸﾁ　ﾕｳ

14 241 菊池　佑(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾕﾀｶ

15 640 佐藤　豊(1) 東北学院大学

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：

6月1日 09:30 

1組

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

ﾂﾀ ﾋｶﾙ

1 1328 蔦　光(1) 名取北高
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ

2 126 山本　雄心(3) 仙台三高
ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ

3 201 阿部　　尊(3) 宮城野中
ｻｻｷ ｺｳﾀﾞｲ

4 5513 佐々木皓大(2) 東向陽台中
ﾀｹﾅｶ ﾂｶｻ

5 289 竹中　司(2) 東華中
ｳﾁﾑﾗ ﾀｸﾑ

6 578 内村　拓夢(3) 六郷中
ｵｵﾄﾓ ﾊﾙｷ

7 1327 大友　晴生(1) 名取北高
ﾏｶﾅｴ ｼｮｳ

8 635 蒔苗　翔皇(2) 七郷中
ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ

9 1816 高橋　秀明(2) 将監中
ｻﾄｳｱﾕﾑ

10 978 佐藤　歩(2) 仙台育英学園高
ｶﾝﾉ ﾕｳﾏ

11 1681 菅野　友愛(1) 南郷高
ﾊｯﾄﾘ ｶｲﾄ

12 3686 服部　海斗(3) 北角田中
ｺﾊﾞﾘ ｼﾝﾔ

13 827 小針　愼也(1) 東北学院高
ｻﾄｳ　ﾊﾔﾄ

14 1779 佐藤　　隼(1) 八乙女中
ﾊｶﾞ ﾀｸﾐ

15 7475 芳賀　匠(3) 石巻中
ﾀｶﾉ　ｼｭｳﾏ

16 1765 髙野朱羽馬(2) 八乙女中
ｽｽﾞｷ ｺｳ

17 7453 鈴木　孝(2) 石巻中
ﾎｶﾘ ﾊﾙｷ

18 634 保刈　遥希(2) 七郷中
ﾄﾓﾀﾞ ﾅｵﾄ

19 4467 友田　波音(3) 利府西中
ｷﾘｭｳ ｼｮｳｷ

20 584 桐生　昇輝(3) 六郷中
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾄ

21 1952 小野寺　拓斗(2) 石巻西高
ﾊｲｼﾏ ﾕｳﾀ

22 1950 蓜島　悠太(3) 石巻西高
ﾉﾑﾗ ｺｳﾀ

23 1946 野村　康太(3) 石巻西高
ｻﾄｳ ｿｳﾔ

24 5503 佐藤　奏弥(2) 東向陽台中
ﾆｼﾑﾗ ﾘｯﾄ

25 406 西村　律人(1) 仙台高
ﾊﾊﾞ　ｱｻﾋ

26 1778 幅　　朝飛(2) 八乙女中
ｶﾜｳﾁ ﾊﾙｷ

27 5485 河内　春輝(3) 東向陽台中
ｲｾ ﾗｲﾔ

28 7607 伊勢　来哉(2) 蛇田中
ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕｳﾋ

29 4468 二階堂　優陽(3) 利府西中



 男子走幅跳2
審 判 長：

記録主任：

6月1日 09:30 

2組

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

ﾅｶﾞｾ ﾔﾏﾄ

1 223 長瀬 大和(2) 創学館高
ｲｹﾀﾞ ﾘｯｸ

2 7469 池田　陸玖(3) 石巻中
ﾂﾙﾐ ﾊｼﾞﾒ

3 374 鶴見　源(3) 宮城教育大
ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾂｷ

4 70 石塚　充希(2) 仙台二高
ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ

5 1957 伊藤　真那斗(2) 石巻西高
ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾗﾝ

6 1109 相澤　未藍(1) 東北学院榴ヶ岡高

ﾖｺｵ ﾏｻｷ

7 1177 横尾　晟希(2) 仙台高専広瀬
ｱﾗｲ ﾘｸﾄ

8 1045 荒井　陸人(1) 東北高
ｶﾂﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ

9 1945 勝又　亮介(3) 石巻西高
ﾐｳﾗ　ﾕｳｷ

10 264 三浦　裕貴(3) 仙台南高
ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

11 739 佐藤　駿介(1) 米沢中央高
ｵｵﾊﾞ ｺｳｽｹ

12 736 大場　滉介(2) 米沢中央高
ｶﾜｸﾞﾁ ｲｯｺｳ

13 1044 川口　一光(1) 東北高
ｶﾝﾉ ｱﾕﾑ

14 956 管野　歩(3) 仙台育英学園高
ﾏﾔﾏ ｴｲｼﾝ

15 1053 真山　瑛進(1) 東北高
ｵｵｻﾜ ｴｲｽｹ

16 849 大沢　映介(2) 東北学院高
ﾀｶﾊｼ　ｱｻﾋ

17 401 高橋　朝陽(3) 八軒中
ｷﾄﾞ　ﾐｽﾞｷ

18 1787 城戸　瑞基(3) 八乙女中
ﾂﾁﾀﾞﾙｲ

19 1929 土田瑠生(1) 宮城県水産高
ﾐﾉﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ

20 106 蓑輪好一郎(2) 仙台三高
ﾀｶﾊｼ　ﾃﾝﾏ

21 612 髙橋　天真(1) 仙台大学
ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵ

22 1953 平山　夏陽(2) 石巻西高
ﾓﾘ  ﾘｸ

23 239 森　陸玖(1) 創学館高
ﾐｳﾗ ﾖｼﾋﾛ

24 1352 三浦　好央(2) 仙台高専名取
ｱﾜﾉ ﾊﾙﾄ

25 291 粟野　晴斗(1) 仙台西高
ｲﾄｳ ｱｷﾗ

26 229 伊藤　アキラ(1) 仙台向山高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲ

27 208 遠藤　　澪(3) 宮城野中
ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾕｷ

28 356 菅原　直之(3) 五橋中
ﾀｶﾊｼ ｷｮｳ

29 116 髙橋　　恭(2) 仙台三高



  男子走幅跳3
審 判 長：

記録主任：

6月1日 09:30 

3組

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

ｳﾁﾀﾞ　ﾋﾛﾀｶ

1 230 内田　裕崇(4) 仙台大学
ｵｵﾆｼ　ﾕｳﾀ

2 239 大西　悠太(3) 仙台大学
ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ

3 472 安田　直輝(2) 山形大医学
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾄ

4 488 川上　雄人(4) 東北福祉大
ｻﾄｳ ｿﾗ

5 735 佐藤　空(3) 米沢中央高
ｻﾘｲｼ ﾏｻｷ

6 461 去石　匡樹(0) 北上GAC
ｻｻｷ ﾓﾄﾔ

7 411 佐々木　元哉(2) 岩手大学
ｻｶｲﾃﾞ ｱｱﾄ

8 211 酒出 亜斗(3) 創学館高
ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

9 611 清水嶋　優平(1) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ

10 462 髙橋　貴之(0) 北上GAC
ﾉﾀﾞ ﾀｲｾｲ

11 510 野田　大聖(2) 東北福祉大
ｸﾛﾌﾞﾁ　ｺｳﾀ

12 229 黒渕　晃太(4) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

13 1107 佐藤　雄太(1) 東北学院榴ヶ岡高

ｺﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ

14 738 駒村　悠太(1) 米沢中央高
ﾐｽﾞﾉ ｴﾐﾙ

15 397 水野　慧海留(3) 仙台高
ｻﾄｳ　ｼﾞｮｳｼﾞ

16 869 佐藤　丈治(3) 聖和学園高
ﾎﾝﾀﾞﾘｭｳﾉｼﾝ

17 249 本田　龍之神(1) 仙台大学
ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾏｻ

18 4685 菅原　利真(0) 八乙女中
ｵｲｶﾜ ﾘｮｳﾀ

19 1948 及川　涼太(3) 石巻西高
ｽｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ

20 1164 菅　純希(4) 国際武道大学
ｼｼﾄﾞﾋﾛﾑ

21 233 宍戸　大夢(4) 仙台大学
ｳﾁﾀﾞ ｼﾓﾝ

22 455 内田　梓文(0) 北上GAC
ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

23 430 曲山　純平(2) 福島大付属中
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

24 11611 長島　雄大(4) 国際武道大学
ｷｸﾁ　ｹｲﾏ

25 262 菊地　慧真(1) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ　ﾄﾓﾔ

26 244 高橋　知也(3) 仙台大学
ﾏｴｶﾜ ｼｮｳﾄ

27 578 前川　政人(0) 北上市体育協会
ﾀｻｷ　ﾄﾓﾔ

28 273 田崎　智哉(1) 仙台大学
ｻｻｷ　ｼｮｳ

29 263 佐々木　翔(1) 仙台大学



 男子三段跳
審 判 長：

記録主任：

6月2日 12:30 

1組

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

ｺﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ

1 738 駒村　悠太(1) 米沢中央高
ｻﾄｳ ｿﾗ

2 735 佐藤　空(3) 米沢中央高
ｻｻｷ　ﾘｮｳ

3 864 佐々木　諒(3) 聖和学園高
ｳﾉ ｱﾂｷ

4 391 宇野　敦稀(3) 仙台高
ﾀｶﾊｼｼｮｳﾀ

5 2308 高橋昌汰(2) 佐沼高校
ｵｵﾊﾞ ｺｳｽｹ

6 736 大場　滉介(2) 米沢中央高
ｻﾄｳ　ｼﾞｮｳｼﾞ

7 869 佐藤　丈治(3) 聖和学園高
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

8 696 中川　祐希(2) 多賀城高
ﾀｶﾊｼ ｷｮｳ

9 116 髙橋　　恭(2) 仙台三高
ｶﾄﾞﾜｷ ﾚﾝ

10 850 門脇　蓮(2) 東北学院高
ｵｵｷｼﾞﾏ ｿｳ

11 589 大木島　壮(1) 東北大学
ｲﾄｳ ｹﾝｼｮｳ

12 1632 伊藤　健将(2) 中新田高　
ｵﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾏ

13 854 女川　勇真(2) 東北学院高
ｺｲﾃﾞ ﾄｼﾋﾛ

14 1091 小出　寿啓(3) 東北学院榴ヶ岡高

ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

15 739 佐藤　駿介(1) 米沢中央高



 男子三段跳2
審 判 長：

記録主任：

6月2日 12:30 

2組

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

ｵｵｻｶ ﾃﾝｼﾝ

1 112 大坂　天心(2) 東北大学
ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｼ

2 216 高橋　和志(3) 仙台大学
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾔ

3 458 熊谷　公治(0) 北上GAC
ﾀｸｻﾘ ﾜﾀﾙ

4 416 田鎖　亘(2) 岩手大学
ｵｵｲｼﾀﾞ　ｺｳｷ

5 215 大石田　航希(3) 仙台大学
ｵｶｻﾞｷ　ｹｲﾀ

6 218 岡崎　圭汰(3) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ

7 1344 髙橋　優哉(3) 名取高
ﾈﾓﾄ ｶｽﾞｷ

8 302 根本　和希(3) 東北学院大学
ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾌﾐ

9 217 高橋　将史(3) 仙台大学
ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ

10 457 三宅　大誠(3) 山形大学
ﾏｽｺ　ｼｭﾝﾄ

11 219 増子　竣斗(3) 仙台大学
ｺﾏﾂ ﾘｭｳｼﾞ

12 686 小松　竜士(2) 多賀城高
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｲﾁ

13 2329 松下　翔一(0) 秋田市陸協
ﾐｽﾞﾉ ｴﾐﾙ

14 397 水野　慧海留(3) 仙台高
ｻﾘｲｼ ﾏｻｷ

15 461 去石　匡樹(0) 北上GAC
ﾁﾊﾞ ｲﾂｷ

16 710 千葉　樹(0) 一関陸協



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

6月2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

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲ

1 137 渡邊　大(3) 仙台大学
ｸﾜﾊﾗ　ﾀｲｶﾞ

2 136 桒原　泰雅(3) 仙台大学
ﾏﾂｼﾀ　ｼｮｳ

3 134 松下　翔(4) 仙台大学
ﾇﾉｶﾜ　ｱｷﾗ

4 146 布川　輝(3) 仙台大学



高校男子砲丸投(6.00kg）
審 判 長：

記録主任：

6月2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

ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ

1 227 髙橋　天雄(2) 仙台向山高
ﾔｸﾞﾁ ﾔｽﾌﾐ

2 731 矢口　靖文(1) 米沢中央高
ｻﾄｳ ﾋｶﾙ

3 1005 佐藤　光(1) 明成高
ｵｵﾐﾔ ﾊﾙﾄ

4 224 大宮　陽斗(2) 仙台向山高
ｵﾉ ﾀｶﾋﾛ

5 1372 小野　貴啓(2) 伊具高校
ｵｵﾊﾞ ﾎｸﾄ

6 1634 大場　北斗(2) 中新田高　
ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ

7 1563 本田　大翔(2) 中新田高　
ｻｸﾏ ﾘｮｳ

8 740 佐久間　涼(2) 米沢中央高
ｱｵｷ ﾘｮｳﾄ

9 222 青木　涼飛(2) 仙台向山高
ｾｷ ｶｲｾｲ

10 741 關　開誠(1) 米沢中央高
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｱ

11 1629 青柳　梨杏(2) 中新田高　
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

12 1413 鈴木　智也(3) 仙台高専名取
ｻﾄｳ ｺｳｾｲ

13 915 佐藤　光晟(1) 仙台育英学園高
ｽｶﾞｲ ﾅﾂｷ

14 1011 菅井　夏輝(3) 明成高
ｶﾜﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ

15 1121 川村　健人(2) 東北学院榴ヶ岡高

ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

16 957 塚本　啓明(2) 仙台育英学園高
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｷ

17 851 樋口　将貴(2) 東北学院高



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月1日 14:30 

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

ｺﾂｶﾞｲ　ﾄｳﾏ

1 274 小番　透馬(1) 仙台大学
ｶﾂﾔﾏ ﾀｸﾄ

2 86 嘉津山　拓登(3) 東北大学
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
ｶﾈｺ　ﾖｼｷ

5 131 金子　慶輝(4) 仙台大学
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾜﾀﾙ

6 139 遠藤　航(3) 仙台大学
ｻｲ　ﾋﾛｷ

7 259 齋　大輝(1) 仙台大学
ﾏｽｺ　ﾄﾓｷ

8 138 増子　友樹(3) 仙台大学
ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾀｶ

9 4095 小原 雅貴(0) MSC
ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾔ

10 130 鈴木　佑弥(M2) 仙台大学



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：

記録主任：

6月1日 14:30 

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 ﾕｳﾀ

1 822 鈴木　悠太(1) 東北学院高
ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ

2 227 髙橋　天雄(2) 仙台向山高
ﾌﾅﾔﾏ ｷｮｳｽｹ

3 742 舟山　京佑(1) 米沢中央高
ｻﾄｳ ｺｳｾｲ

4 915 佐藤　光晟(1) 仙台育英学園高
ｺｼﾞﾏ ｻﾝﾃｨﾉ ﾖｼﾁｶ

5 993 児島　サンティノ孝周(2) 明成高
ｻﾄｳ ﾋｶﾙ

6 1005 佐藤　光(1) 明成高
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ

7 1562 山本　駿一(2) 中新田高　
ｻｸﾏ ﾘｮｳ

8 740 佐久間　涼(2) 米沢中央高
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

9 1413 鈴木　智也(3) 仙台高専名取
ﾐｳﾗ ﾊﾔｷ

10 2463 三浦　颯希(2) 志津川高
ｽｶﾞｲ ﾅﾂｷ

11 1011 菅井　夏輝(3) 明成高
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｷ

12 851 樋口　将貴(2) 東北学院高
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾙﾄ

13 972 堀籠　温大(2) 仙台育英学園高
ｾｷ ｶｲｾｲ

14 741 關　開誠(1) 米沢中央高
ｲﾉﾏﾀ ｼﾝﾔ

15 1633 猪股　伸哉(2) 中新田高　
ｲﾀｶﾞｷ ﾘｭｳｱ

16 206 板垣　龍亜(3) 創学館高



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

6月1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

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1 105 宮本　貴広(3) 東北大学
ｻﾄｳ　ﾄｵﾙ

2 140 佐藤　達(3) 仙台大学
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾘｮｳﾍｲ

3 4686 栁谷　怜兵(0) 角田中
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘﾝﾀﾛｳ

4 141 渡辺　凛太郎(3) 仙台大学
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｻｸ

5 6314 佐藤　大作(0) 山形TFC



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月1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

ｺﾞﾄｳ ｱｲｷ

1 234 後藤　愛喜(1) 創学館高
ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ

2 225 赤松 大地(1) 創学館高
ｺﾝﾉ ﾀｲﾁ

3 220 近野 太一(2) 創学館高
ｶﾜﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ

4 1121 川村　健人(2) 東北学院榴ヶ岡高

ｱｵｷ ﾘｮｳﾄ

5 222 青木　涼飛(2) 仙台向山高
ｵｵﾐﾔ ﾊﾙﾄ

6 224 大宮　陽斗(2) 仙台向山高
ﾀｶﾊｼ ｾﾂﾗ

7 212 髙橋 雪羅(3) 創学館高
ﾖｼｵｶ ｼﾝﾉｽｹ

8 370 吉岡　晋之介(2) 山形市立商高
ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ

9 1093 田口　駿(3) 東北学院榴ヶ岡高

ﾀｶﾊｼ ﾑｻｼ

10 222 髙橋 武蔵(2) 創学館高
ｼﾌﾞﾔ ｶｴﾃﾞ

11 1770 澁谷　楓(2) 中新田高　
ﾀｶﾊｼｱﾕﾑ

12 1925 髙橋歩夢(2) 宮城県水産高
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ

13 1562 山本　駿一(2) 中新田高　
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｷ

14 352 遠藤　仁記(3) 山形市立商高
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ

15 1626 後藤　紘紀(3) 中新田高　



男子やり投(800g)
審 判 長：

記録主任：

6月2日 12:00 

1組

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

ｶﾅﾏﾙ ﾄｼﾉﾘ

1 294 金丸　季紀(1) 仙台西高
ｱﾂﾐ ﾕｷﾔ

2 1942 渥美　征弥(1) 石巻西高
ﾊﾈﾀﾞ ﾕｲ

3 1181 羽根田　唯(1) 仙台高専広瀬
ﾎｼ ｼｭｳﾔ

4 1385 星　就也(1) 伊具高校
ﾉﾑﾗ ｺｳﾀ

5 1946 野村　康太(3) 石巻西高
ｱｶｻｶ ﾅｵﾄ

6 1949 赤坂　尚篤(3) 石巻西高
ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ

7 987 原田　友貴(2) 明成高
ﾖｼﾉ ｺｳｾｲ

8 1368 吉野　綱晟(1) 白石高
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲ

9 1943 遠藤　魁(1) 石巻西高
ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ

10 1361 荒川　優斗(2) 大河原商業高
ｸﾄﾞｳ ｿｳﾔ

11 113 工藤　壮哉(2) 仙台三高
ﾌﾀﾞ ﾘｭｳ

12 1382 布田　龍(3) 伊具高校
ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｷ

13 1150 藤田　稔生(2) 東北生文大高
ﾌﾙﾅｲ ｺｳﾒｲ

14 1123 古内　孔明(2) 東北学院榴ヶ岡高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

15 284 渡部　創太(2) 仙台西高
ﾊﾈﾀﾞ ﾀｸﾏ

16 1417 羽田　拓馬(3) 仙台高専名取
ﾌﾅﾔﾏ ｷｮｳｽｹ

17 742 舟山　京佑(1) 米沢中央高
ﾂﾁﾔ ｲｯﾍﾟｲ

18 693 土屋　一平(2) 多賀城高
ｺﾝﾉ ﾕｳﾏ

19 1033 今野　優磨(2) 東北高
ﾐｳﾗ ﾊﾔｷ

20 2463 三浦　颯希(2) 志津川高
ﾔｸﾞﾁ ﾔｽﾌﾐ

21 731 矢口　靖文(1) 米沢中央高
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾏｻ

22 77 吉田　知将(4) 東北大学
ｼﾌﾞﾔ ｶｴﾃﾞ

23 1770 澁谷　楓(2) 中新田高　
ｶﾄｳ ﾏﾅﾄ

24 399 加藤　愛斗(2) 仙台高
ﾐｳﾗｿｳﾀ

25 2314 三浦颯太(2) 佐沼高校
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ

26 1013 鈴木　翔太(3) 明成高
ｻﾄｳ ｺｳﾀ

27 400 佐藤幸多(2) 仙台高
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾙﾄ

28 972 堀籠　温大(2) 仙台育英学園高
ｶﾅｳﾁ　ﾀﾞｲ

29 142 叶内　大(3) 仙台大学
ｲﾉﾏﾀ ｼﾝﾔ

30 1633 猪股　伸哉(2) 中新田高　



男子やり投2(800g)
審 判 長：

記録主任：

6月2日 12:00 

2組

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　ﾋｶﾙ

1 275 鈴木　光(1) 仙台大学
ﾖﾈｻﾞﾜ　ｿｳﾔ

2 149 米沢　颯也(2) 仙台大学
ｵｵﾊﾞ ﾏｺﾄ

3 704 大場　誠斗(1) 東北大学
ﾊｾｸﾗ ｹﾝｼﾝ

4 1214 支倉　絢心(2) 白石高
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ　ﾀｸﾔ

5 145 宮林　拓也(3) 仙台大学
ｻｲﾄｳ　ﾕｳｷ

6 608 斎藤　悠希(1) 仙台大学
ﾀﾃ ｼｮｳｺﾞ

7 509 舘　省吾(2) 東北福祉大
ｻｻｷ　ｿﾗ

8 148 佐々木　空良(2) 仙台大学
ｸﾄﾞｳ　ﾘｵ

9 270 工藤　璃桜(1) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｴｲ

10 150 渡部　世瑛(2) 仙台大学
ｱｲｻﾞﾜ　ﾕｳｷ

11 143 相澤　諭希(3) 仙台大学
ﾌｼﾞﾜﾗ　ｷｮｳ

12 132 藤原　響(4) 仙台大学
マツダ　トモアキ

13 4116 松田　知明(0) おおさきRC
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｽｸ

14 144 小林　匡(3) 仙台大学
ｲﾀｶﾞｷ　ｶﾅﾀ

15 133 板垣　哉太(4) 仙台大学
ｵｵﾄﾓ ﾘｭｳｾｲ

16 4093 大友 龍成(0) MSC



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 16:25 

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

ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ ｻｻｶﾞﾜ ｱｲﾙ

1 937 菅原　真桜(1) 仙台育英学園高 1 1561 笹川　愛琉(3) 大江中
ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ ｻﾄｳ ﾕﾘｺ

2 885 佐藤　茉里奈(2) 常盤木学園高 2 6991 佐藤　有里子(3) 福島医大
ｻﾇｷ ｱﾘｻ ｽﾀﾞ ﾕｳｶ

3 1043 佐貫　有彩(4) 東北大学 3 824 須田　有花(3) 鶴岡北高
ｻｻｷ ﾚﾅ ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ

4 897 佐々木　玲菜(3) 常盤木学園高 4 927 秋山　七海(1) 仙台育英学園高

ｵﾊﾞﾗ ｱﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ

5 1095 小原　杏(3) 東北学院大学 5 1098 渡部　さやか(3) 東北学院大学

ｻﾄｳ ﾐｻﾄ ﾏﾂｳﾗ ﾐｻ

6 875 佐藤　美里(1) 常盤木学園高 6 1033 松浦　光紗(3) 八戸学院大
ﾀｹﾉｳﾁ ｺｺﾛ ｲﾄｳ ｱｲﾘ

7 888 竹内　心良(2) 常盤木学園高 7 878 伊藤　愛莉(1) 常盤木学園高

ｱｷﾊﾞ ﾋｶﾙ ﾀｶﾊｼ　ｶﾅﾉ

8 894 秋葉　ひかる(3) 常盤木学園高 8 1170 高橋　加菜乃(3) 仙台大学

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

ｵｶ ｱｶﾘ ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ

1 65 岡　　明里(3) 仙台三高 1 978 高橋　桜(2) 東北高
ｸﾛｻﾜ ﾘﾅ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ

2 702 黒澤　里菜(2) 米沢中央高 2 928 佐藤　くるみ(1) 仙台育英学園高

ﾓﾘﾔ ｼｭﾘ ﾀｶﾊｼ ｱﾐｶ

3 891 守屋　憧里(2) 常盤木学園高 3 701 高橋　愛実香(3) 米沢中央高
ﾎｿﾀﾞ　ｱﾔｶ ｲｼｻﾞﾜ ｱﾔﾈ

4 1067 細田　彩佳(3) 仙台大学 4 700 石澤　綾音(3) 米沢中央高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ ｸｻｶ ﾕｳｶ

5 704 渡部　結子(2) 米沢中央高 5 979 日下　優香(2) 東北高
ｶﾝﾉ ﾏﾕ ｱｲﾊﾗ ｱﾔﾉ

6 187 菅野　麻優(1) 仙台三桜高 6 884 相原　彩乃(1) 常盤木学園高

ﾐｳﾗ ﾓﾓ ｺﾞﾄｳ ﾅﾂﾐ

7 64 三浦　杏実(2) 仙台三高 7 821 後藤　夏海(3) 鶴岡北高
ﾊﾔｻｶ ｱﾔ ｻﾜﾑﾗ ﾅﾅﾐ

8 977 早坂　彩(2) 東北高 8 622 澤村　奈南(3) 七郷中

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

ｵｵﾊﾞ ｼｽﾞﾎ ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ

1 66 大場　穏帆(3) 仙台三高 1 588 鈴木　ひより(2) 利府高
ｺﾞﾄｳ ｱﾑ ｶﾐﾔﾏ ﾊﾅ

2 830 後藤　彩夢(2) 鶴岡北高 2 1952 神山　巴南(2) 石巻西高
ﾜｺｳ ﾋﾒｶ ﾓﾝﾏ ﾕﾘ

3 7608 若生　姫香(3) 蛇田中 3 1069 門間　有里(3) 東北学院大学

ｻﾄｳ ﾅﾅ ｷｸﾁ ｼﾉ

4 427 佐藤　菜々(3) 福島大付属中 4 56 菊地　志乃(1) 仙台二高
ｱﾍﾞ ｻｸﾗ ｸｻｶ ｱﾔﾅ

5 7444 阿部　咲来(2) 石巻中 5 871 日下　あやな(1) 常盤木学園高

ｵｵﾀｷ ﾏｵ ﾄﾀﾞ ﾙﾅ

6 826 大瀧　真央(2) 鶴岡北高 6 626 戸田　瑠南(3) 七郷中
ﾅｶﾔﾏ ｱｶﾘ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾆｼﾞﾊ

7 62 中山　朱理(2) 仙台三高 7 254 小林　虹葉(3) 仙台南高
ｻｻｷ ｺﾄﾐ ﾀﾀﾞｷ ﾐｻｷ

8 502 佐々木琴心(3) 長町中 8 57 伹木　南咲(1) 仙台二高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 16:25 

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

ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂｷ ｲﾜｷ ﾐｸ

1 505 宮本夏希(2) 長町中 1 1138 岩城　未紅(5) 仙台高専広瀬

ﾀｸﾞﾁ ﾐﾊｸ ﾌｼﾞﾉ　ﾎﾉｶ

2 563 田口　美拍(3) 六郷中 2 262 藤野　誉乃佳(1) 仙台南高
ﾀｶﾊｼ ﾙﾅ ｽｽﾞｷ　ｱｶﾈ

3 984 高橋　ルナ(1) 東北高 3 1771 鈴木明花音(3) 八乙女中
ﾌｼﾞｻｷ ﾉｴ ｵｵﾇﾏﾌﾀﾊﾞ

4 71 藤崎　乃瑛(2) 仙台三高 4 1271 大沼　双葉(2) 名取北高
ｱﾍﾞ ｺﾕｷ ﾐｳﾗ ﾏｲｶ

5 631 阿部　小雪(2) 七郷中 5 2431 三浦　真衣佳(3) 志津川高
ｸﾄﾞｳ ﾅﾅｶ ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ

6 1032 工藤　菜々佳(3) 八戸学院大 6 356 橋本　穂香(2) 五橋中
ｷｸﾁ ﾏﾕ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ

7 1324 菊地　真優(3) 沖野中 7 68 村松　理子(2) 仙台三高
ｻﾄｳ ﾋﾅ ｳｼﾞｲｴ ﾘﾘｱ

8 188 佐藤　姫菜(1) 仙台三桜高 8 70 氏家凜々杏(2) 仙台三高

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

ｻｸﾗｲ ﾕｳｶ ｸｻﾉ ﾗﾗ

1 634 櫻井　祐花(3) 多賀城高 1 1091 草野　らら(3) 蒲町中
ﾔｼﾛ　ﾐｶ ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ

2 263 八代　実果(1) 仙台南高 2 7605 橋本　結(2) 蛇田中
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｼﾛ ﾊｼﾔﾀﾞ ｷﾖﾉ

3 705 原田　真白(2) 米沢中央高 3 215 橋谷田　聖乃(1) 仙台向山高
ﾀﾝﾉ ﾙﾅ ｲｼﾔﾏ ｱﾔｶ

4 1923 丹野　月凪(3) 加茂中 4 190 石山　彩花(1) 仙台三桜高
ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｶ ﾑﾈﾏｻ　ﾏｵ

5 45 髙橋　のの花(2) 仙台二高 5 1781 宗政　真緒(3) 八乙女中
ｼﾊﾞﾀ ﾕﾘ ｼｶﾞ ｱｶﾘ

6 6992 柴田　友理(3) 福島医大 6 631 志賀　あかり(3) 多賀城高
ｳｼﾞｲｴ ｻﾔｶ ｶｲﾔ　ﾊﾙﾐ

7 6994 氏家　沙耶香(2) 福島医大 7 241 海谷　遥美(2) 仙台南高
ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ ｻﾄｳ ﾚｲﾅ

8 587 鈴木　くるみ(2) 利府高 8 277 佐藤　礼奈(1) 仙台西高

11組 (風:     ) 12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

ﾔｷﾞ ｱﾝﾅ ｽｽﾞｷ ｻﾜｶ

1 338 八木　杏奈(3) 五橋中 1 497 鈴木爽日(3) 長町中
ｵｵｳﾁ ﾎﾉｶ ｵﾊﾞﾗ ﾋﾅﾈ

2 7464 大内　萌花(3) 石巻中 2 5483 小原　雛音(3) 東向陽台中
ﾔｼﾏ ｱﾐ ｻｻｶﾞﾜ ﾙｶ

3 1097 八島　あみ(3) 蒲町中 3 1562 笹川　琉夏(1) 大江中
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｳ ｲﾉｳｴ ﾊﾝﾅ

4 1294 小笠原　美羽(1) 名取高 4 7604 井上　はんな(2) 蛇田中
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ ｳﾁﾔﾏ　ﾐﾅ

5 191 太田　菜月(1) 仙台三桜高 5 1790 内山　美奈(2) 八乙女中
ﾊﾌﾞﾁ ﾐﾕ ｻﾄｳ　ｱﾔﾈ

6 1101 羽渕　未夢(3) 蒲町中 6 1785 佐藤　綾音(2) 八乙女中
ﾏﾂﾓﾄ ｲﾁｱ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾗ

7 499 松本苺愛(3) 長町中 7 887 庄司　優空(2) 常盤木学園高

ｻｲﾄｳ ﾐｵ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ

8 513 斉藤美桜(2) 長町中 8 7445 山口　葵(2) 石巻中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 16:25 

13組 (風:     ) 14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

ﾇﾉﾔ ｷｴｶ ｻﾜﾑﾗ ﾐｻｷ

1 485 布屋希恵果(1) 長町中 1 605 澤村　南咲(1) 七郷中
ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅｺ

2 4480 阿部　瑞希(3) 利府西中 2 507 菅原美南子(2) 長町中
ﾐﾄﾓ ﾕｶﾘ ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ

3 703 御供　佑佳里(2) 米沢中央高 3 63 横山　結衣(1) 米沢六中
ｵｵｸﾎﾞ　ﾕｽﾞｷ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵ

4 1775 大久保柚貴(2) 八乙女中 4 594 菅原　菜央(1) 利府高
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｴ ｻｲｼﾞｮｳ ｴﾘｶ

5 508 永沼愛恵(2) 長町中 5 34 西條　絵莉香(3) 仙台二高
ｻｻｷ ﾄﾓｺ ｷﾑﾗ ﾐﾅ

6 196 佐々木　智子(1) 仙台三桜高 6 176 木村　海(2) 仙台三桜高
ｵｵﾂｷ ｱｵｲ ｺﾝ ﾐｽﾞｷ

7 592 大槻　葵(1) 利府高 7 603 今　瑞希(1) 七郷中
ｵｲｶﾜ ｺｺ ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｱ

8 331 及川　虹子(2) 五橋中 8 1921 大林　深愛(3) 加茂中

15組 (風:     ) 16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

ｱｻｶﾜ ｸﾙﾐ ｻﾄｳ ﾕﾒ

1 569 浅川　来瞳(2) 六郷中 1 483 佐藤結芽(1) 長町中
ｻﾄｳ ﾈﾈ ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾅ

2 7470 佐藤　寧音(3) 石巻中 2 707 永岡　莉奈(1) 米沢中央高
ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ ﾋﾗｺ ﾏｲｶ

3 512 阿部優衣奈(2) 長町中 3 218 平子　舞夏(1) 仙台向山高
ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾕﾘ ﾎｼ ｻﾕｷ

4 5484 小泉ひゆり(3) 東向陽台中 4 5498 星　　彩雪(2) 東向陽台中
ｱｲｻﾞﾜ ﾋｶﾘ ﾓﾘ ｱｲﾘ

5 564 相澤　ひかり(3) 六郷中 5 359 森　愛莉(2) 仙台高
ﾀｶｻﾜ ｱｶﾘ ｲﾄｳ ﾗﾗ

6 1267 高澤　あかり(1) 名取北高 6 310 伊藤　らら(1) 東華中
ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｽﾞ

7 182 中村　寧々(2) 仙台三桜高 7 634 山形　夢月(2) 七郷中
ｶﾘﾉ ｺﾄﾈ ｶﾈﾀﾞ ｻｷ

8 354 狩野　琴音(2) 仙台高 8 360 金田　彩希(1) 五橋中

17組 (風:     ) 18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 ﾐﾅﾄ ｱﾍﾞ ﾏﾘﾅ

1 4455 髙橋美菜都(2) 利府西中 1 1073 阿部　真梨渚(1) 東北生文大高

ｺｾｷ　ｼｵﾝ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ

2 1764 小関　汐音(1) 八乙女中 2 596 三浦　遥華(1) 利府高
ﾆｲﾔﾏ ｱｲﾘ ﾓﾘﾔﾏ ﾁﾋﾛ

3 1108 新山　愛梨(2) 蒲町中 3 60 森山　千優(1) 仙台二高
ﾖｼﾉ ﾐﾕ ｱｶﾞﾂﾏ ｱｽﾞｷ

4 1112 吉野　心優(1) 蒲町中 4 1292 我妻　明月(1) 名取高
ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾅ ｻｻｷ　ﾕｲ

5 71 五十嵐　雅華(2) 米沢七中 5 1779 佐々木優衣(3) 八乙女中
ｵｵﾀﾆ ｳｶ ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｱｶﾘ

6 361 大谷　卯華(1) 仙台高 6 355 小金澤　あかり(2) 仙台高
ﾐﾄﾍﾞ ﾓｴ ｻｻｷ ﾏﾅﾐ

7 1298 三戸部　もえ(1) 名取高 7 5485 佐々木愛美(3) 東向陽台中
ﾅｶﾑﾗ　ｱｵｲ ｶﾏﾀ ﾁﾋﾛ

8 1783 中村　　葵(1) 八乙女中 8 441 鎌田  千尋(1) 福島大付属中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 16:25 

19組 (風:     ) 20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

ｻｻｷ ﾉｱ ｲｼｶﾜﾊﾙｶ

1 1928 佐々木　希綾(2) 加茂中 1 2308 石川晴香(1) 佐沼高校
ﾌｼﾞｵｶ ﾊﾅ ｻｻｷ ﾕﾒﾉ

2 4451 藤岡　華(2) 利府西中 2 598 佐々木　夢乃(1) 六郷中
ﾊﾔｻｶ ﾏﾘ ｽｽﾞｷ　ﾅｵ

3 358 早坂　麻里(2) 仙台高 3 1766 鈴木　菜央(1) 八乙女中
ｼﾊﾞﾀ ｶﾝﾅ ｶﾄｳ　ｺｺ

4 211 柴田　栞奈(1) 宮城野中 4 1773 加藤　湖子(1) 八乙女中
ﾆｼｺﾘ ﾊﾉﾝ ｻﾄｳ ﾙｶ

5 3601 錦織　葉音(3) 角田中 5 604 佐藤　瑠加(1) 七郷中
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅ

6 359 中島　寛奈(1) 五橋中 6 607 仲川　陽菜(1) 七郷中
ｻｶｸﾞﾁ ｻﾗ ｽｽﾞｷ　ﾊﾉﾝ

7 355 坂口　紗良(1) 五橋中 7 1769 鈴木　羽音(1) 八乙女中
ｳﾒﾓﾘ ｻｴ ｶﾐﾂﾞｶ　ｻﾂｷ

8 4450 梅森　咲衣(2) 利府西中 8 1776 上塚　爽月(2) 八乙女中

21組 (風:     ) 22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 ｺﾊﾙ ﾕﾀﾞ ﾐﾗ

1 7448 佐藤　小春(1) 石巻中 1 209 湯田　未來(1) 宮城野中
ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ ﾁﾊﾞ ｺｺﾊ

2 5481 伊藤　生希(3) 東向陽台中 2 489 千葉心遥(1) 長町中
ﾎｼ ﾋｶﾘ ｶﾈｺ ﾘﾅ

3 571 星　陽果莉(2) 六郷中 3 488 金子莉菜(1) 長町中
ｻｻｷ ﾄﾓｶ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ

4 178 佐々木　朋佳(2) 仙台三桜高 4 642 原田　瑞穂(2) 多賀城高
ｻﾄｳ　ｾﾅ ｶﾈﾀﾞ ﾐｻｷ

5 1767 佐藤　世奈(3) 八乙女中 5 362 金田　美咲(1) 仙台高
ﾀｹﾀﾞ　ｶﾅ ｶﾈｺ ﾁﾋﾛ

6 1762 武田　和奏(1) 八乙女中 6 311 金子　千尋(1) 東華中
ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳ ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛｺ

7 5491 藤原　　喬(2) 東向陽台中 7 206 穂積　寛子(1) 宮城野中
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ ﾔﾅｶﾞﾜ ｴﾘｶ

8 1926 前田　結衣(3) 加茂中 8 5497 梁川絵理華(2) 東向陽台中

23組 (風:     ) 24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

ｶﾏﾀ ﾋﾏﾜﾘ

1 501 鎌田向日葵(3) 長町中 1

ｺﾔﾏ　ｽｽﾞﾅ ﾐﾅｶﾜ ﾐﾕ

2 1760 小山　紗奈(1) 八乙女中 2 5500 皆川　未夢(2) 東向陽台中
ｵｵｳﾁ　ﾕﾅ ｸｻﾉ ﾘﾘ

3 1763 大内　優奈(1) 八乙女中 3 1114 草野　りり(1) 蒲町中
ｸﾛｻｷ ｱｲﾘ ﾐﾈﾀ ﾜｶﾅ

4 364 黒崎　愛琉(1) 仙台高 4 7449 峯田　和奏(1) 石巻中
ｵｵﾀ ｽﾐﾚ ﾏﾉ ｸﾙﾐ

5 3607 太田　純澪(1) 角田中 5 204 眞野　來桃(1) 宮城野中
ｻｲﾄｳ　ﾋﾒｶ ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾅ

6 1777 齊藤　姫花(1) 八乙女中 6 1115 森山　華菜(1) 蒲町中
ｽﾄﾞｳ ｾﾅ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞ

7 649 須藤　世茄(1) 多賀城高 7 1113 鈴木　めぐ(1) 蒲町中
ﾌﾅﾊｼ　ﾐﾕ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾉ

8 1761 船橋　美結(1) 八乙女中 8 1111 山口　温乃(1) 蒲町中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 16:25 

25組 (風:     ) 26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

ｱﾗｶﾜ ｺｳﾒ ｱｲﾊﾗ ﾕｳｶ

2 3605 荒川　小梅(1) 角田中 2 593 相原　優花(1) 六郷中
ﾐｳﾗ ﾐｻ ﾆｶｲﾄﾞｳ ｱｷ

3 2962 三浦　海咲(3) 気仙沼高定時制 3 487 二階堂碧咲(1) 長町中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ ｽｽﾞｷ ｻﾖ

4 360 遠藤　七海(1) 仙台高 4 484 鈴木颯世(1) 長町中
ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕ

5 207 西村　希美(1) 宮城野中 5 312 松本　美優(1) 東華中
ｸﾏｶﾞｲ ｼｽﾞｶ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾉｿﾞﾐ

6 363 熊谷　静花(1) 仙台高 6 2961 永沼　希(2) 気仙沼高定時制

ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ ﾀﾆ ﾊﾙｱ

7 205 杉山　晴菜(1) 宮城野中 7 202 谷　　遥空(1) 宮城野中
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝ ﾊﾀ ﾐｳ

8 490 中嶋凛(1) 長町中 8 481 畑美羽(1) 長町中

27組 (風:     ) 28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

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾅ フルナイ　レイカ

2 1071 遠藤　倖那(1) 東北生文大高 2 524 古内　麗華(1) 泉松陵高
ｻﾄｳ ﾘﾐ サトウ　ホコ

3 3606 佐藤　莉魅(1) 角田中 3 522 佐藤　歩子(2) 泉松陵高
ｵﾉ ﾊﾅ ｲﾄｳ ｱｵｲ

4 309 小野　はな(1) 東華中 4 4460 伊藤　葵彩(2) 利府西中
ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ ｵｵﾇﾏ ﾏｺ

5 595 田口　詩音(1) 六郷中 5 4464 大沼　茉瑚(2) 利府西中
ｱﾗｲ ﾜｶﾅ ｸﾏｶﾞｲ ﾘｵ

6 210 荒井和佳奈(1) 宮城野中 6 4463 熊谷　莉緒(2) 利府西中
ｲﾄｳ ﾕﾗ エナミ　ノノカ

7 7442 伊藤　友来(1) 石巻中 7 525 江波　野々花(1) 泉松陵高
ｱﾍﾞ ﾕｳｶ ﾀﾂｶﾜ ﾊﾙﾅ

8 1636 阿部　結加(2) 南郷高 8 4453 立川　陽菜(2) 利府西中

記録 記録

記録 記録



 女子200m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 14:50 

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

ﾊﾔｻｶ ｱﾔ ﾔｴｶﾞｼﾜ ｼｵﾝ

1 977 早坂　彩(2) 東北高 1 1041 八重柏　栞音(1) 東北学院榴ヶ岡高

ｻｻｶﾞﾜ ｱｲﾙ ｽｶﾞﾜﾗ　ﾏｺ

2 1561 笹川　愛琉(3) 大江中 2 786 菅原　真心(2) 聖和学園高
ｻｻｷ ﾕｲ ﾌﾀﾞ ｱﾔﾉ

3 1218 佐々木　優衣(1) 山形大学 3 1137 札　彩乃(1) 東北学院大学

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ ｺﾞﾄｳ　ﾐｽﾞｷ

4 704 渡部　結子(2) 米沢中央高 4 1068 後藤　瑞貴(3) 仙台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ ｸﾛｻﾜ ﾘﾅ

5 1099 渡邉　菜々(3) 東北学院大学 5 702 黒澤　里菜(2) 米沢中央高
ｻﾄｳ ﾕﾘｺ ﾄﾐﾀ ﾅﾂﾐ

6 6991 佐藤　有里子(3) 福島医大 6 983 富田　奈津実(1) 東北高
ﾖﾈｸﾗ ﾖｼｴ ﾏﾂｳﾗ ﾐｻ

7 1121 米倉　令惠(3) 岩手大学 7 1033 松浦　光紗(3) 八戸学院大
ﾀｶﾊｼ ｱﾐｶ ﾀﾀﾞｷ ﾐｻｷ

8 701 高橋　愛実香(3) 米沢中央高 8 57 伹木　南咲(1) 仙台二高

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

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｼﾛ ｵｵﾇﾏﾌﾀﾊﾞ

1 705 原田　真白(2) 米沢中央高 1 1271 大沼　双葉(2) 名取北高
ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾅ ｽｽﾞｷ　ﾅﾅ

2 1270 遠藤　世奈(2) 名取北高 2 261 鈴木　菜々(1) 仙台南高
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ ｻﾄｳ ﾒｲ

3 978 高橋　桜(2) 東北高 3 639 佐藤　萌依(2) 多賀城高
ｲｼｻﾞﾜ ｱﾔﾈ ﾊｼﾔﾀﾞ ｷﾖﾉ

4 700 石澤　綾音(3) 米沢中央高 4 215 橋谷田　聖乃(1) 仙台向山高
ｻﾜﾑﾗ ﾅﾅﾐ ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅｶ

5 622 澤村　奈南(3) 七郷中 5 1054 岩本　菜々果(2) 東北学院榴ヶ岡高

ｸｻｶ ﾕｳｶ ｱﾍﾞ ｻｸﾗ

6 979 日下　優香(2) 東北高 6 7444 阿部　咲来(2) 石巻中
ｻｻｶﾞﾜ ﾙｶ ｲﾜｷ ﾐｸ

7 1562 笹川　琉夏(1) 大江中 7 1138 岩城　未紅(5) 仙台高専広瀬

ﾓﾝﾏ ﾕﾘ ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾉﾝ

8 1069 門間　有里(3) 東北学院大学 8 7450 西城　伽音(3) 石巻中

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

ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾅﾂ ﾐﾄﾓ ﾕｶﾘ

1 4477 遠藤　小夏(3) 利府西中 1 703 御供　佑佳里(2) 米沢中央高
ｵｵｳﾁ ﾎﾉｶ ﾀｶｻﾜ ｱｶﾘ

2 7464 大内　萌花(3) 石巻中 2 1267 高澤　あかり(1) 名取北高
ｳｼﾞｲｴ ｻﾔｶ ﾋﾗｺ ﾏｲｶ

3 6994 氏家　沙耶香(2) 福島医大 3 218 平子　舞夏(1) 仙台向山高
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｳ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾅ

4 1294 小笠原　美羽(1) 名取高 4 1071 遠藤　倖那(1) 東北生文大高

ｵｵﾔﾏ ﾊﾙﾈ ﾅﾏｲ ｱﾝ

5 633 大山　桜音(2) 七郷中 5 214 生井　杏(1) 仙台向山高
ﾄﾞｲ ﾓﾓｺ ｵｵﾄﾓ ｻﾁ

6 1206 土井　萌々子(3) 白石高 6 216 大友　祥(1) 仙台向山高
ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾅ ｿﾄｶﾜ ｱﾂﾞ

7 71 五十嵐　雅華(2) 米沢七中 7 1218 外川　あづ(1) 白石高
ｻﾄｳ ﾁﾉ ﾊﾔｻｶ ﾅﾐ

8 699 佐藤　知納(3) 米沢中央高 8 285 早坂　南美(3) 東華中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 女子200m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 14:50 

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

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾖﾘ ﾀﾊﾗ ｿﾗ

1 1043 皆川　日和(1) 東北学院榴ヶ岡高 1 323 田原　空(2) 五橋中
ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾕﾘ ｻｻｷ ﾘﾝ

2 5484 小泉ひゆり(3) 東向陽台中 2 1215 佐々木　凜(1) 白石高
ﾔｷﾞ ｱﾝﾅ ｵｵﾀﾆ ｳｶ

3 338 八木　杏奈(3) 五橋中 3 361 大谷　卯華(1) 仙台高
ﾐﾂﾓﾘ ｺﾉﾐ ｻﾄｳ ﾈﾈ

4 282 三森　木実(3) 東華中 4 7470 佐藤　寧音(3) 石巻中
ｶﾘﾉ ｺﾄﾈ ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ

5 354 狩野　琴音(2) 仙台高 5 5481 伊藤　生希(3) 東向陽台中
ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾅ ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾊﾙｶ

6 707 永岡　莉奈(1) 米沢中央高 6 1141 淀川　美佳(1) 仙台二高
ｵｲｶﾜ ﾋﾅﾀ ｱﾗ ﾘﾘｶ

7 7443 及川　陽和(3) 石巻中 7 1310 荒　りりか(1) 白石高
ﾎｼ ｻﾕｷ ｻｻｷ ﾏﾕ

8 5498 星　　彩雪(2) 東向陽台中 8 326 佐々木真悠(3) 五橋中

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

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾉｿﾞﾐ

1 2961 永沼　希(2) 気仙沼高定時制 1

ﾐｳﾗ ﾐｻ ｳﾒﾓﾘ ｻｴ

2 2962 三浦　海咲(3) 気仙沼高定時制 2 4450 梅森　咲衣(2) 利府西中
ｸﾛｻｷ ｱｲﾘ ｻﾄｳ ﾐｵ

3 364 黒崎　愛琉(1) 仙台高 3 1217 佐藤　光桜(1) 白石高
ｸﾏｶﾞｲ ｼｽﾞｶ ﾐﾅｶﾜ ﾐﾕ

4 363 熊谷　静花(1) 仙台高 4 5500 皆川　未夢(2) 東向陽台中
ｶﾈﾀﾞ ﾐｻｷ ｱｶﾞﾂﾏ ﾓﾓｶ

5 362 金田　美咲(1) 仙台高 5 1245 我妻　桃花(2) 蔵王高校
ﾎｯﾀ ﾊﾙｶ ｶﾝﾀﾞ ﾏｲ

6 76 發田　美華(2) 米沢七中 6 74 神田　真衣(2) 米沢七中
ｻｶﾉ ｺｺﾐ ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾄ

7 75 坂野　心美(2) 米沢七中 7 4455 髙橋美菜都(2) 利府西中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ ﾌｼﾞｵｶ ﾊﾅ

8 360 遠藤　七海(1) 仙台高 8 4451 藤岡　華(2) 利府西中

記録 記録

記録 記録



 女子400m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 19:10 

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

ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞｶ ﾖｺﾀ ﾅﾅﾐ

2 1052 山田　鈴夏(3) 東北学院榴ヶ岡高 2 1272 横田　奈々美(2) 名取北高
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ ｳﾂﾉﾐﾔ　ｱｲﾘ

3 971 菅原　夕七(3) 東北高 3 1064 宇都宮　あいり(2) 仙台大学
ｺﾞﾄｳ　ﾐｽﾞｷ ﾔｷﾞ ｻﾂｷ

4 1068 後藤　瑞貴(3) 仙台大学 4 4235 八木　沙月(5) 東北大医学
ｽｶﾞﾀ ﾘﾉ ｸｻｶ ｱﾔﾅ

5 73 菅田　理乃(2) 仙台三高 5 871 日下　あやな(1) 常盤木学園高

ﾓﾘﾔ ｼｭﾘ ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾘ

6 891 守屋　憧里(2) 常盤木学園高 6 706 永井　皓理(1) 米沢中央高
ﾄﾐﾀ ﾅﾂﾐ ｲﾄｳ ﾊﾙｶ

7 983 富田　奈津実(1) 東北高 7 315 伊藤　晴香(3) 東華中
ｺﾝﾉ ﾅﾅ ﾀﾆｶﾜ ﾋﾄﾐ

8 1968 今野　奈那(3) 石巻西高 8 1289 谷川　仁美(2) 名取高

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

ｲﾄｳ ﾉﾉｶ ヒラツカ　ノゾミ

2 880 伊藤　ののか(1) 常盤木学園高 2 521 平塚　希望(2) 泉松陵高
ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾉﾝ ｲｶﾞﾗｼﾐｸ

3 7450 西城　伽音(3) 石巻中 3 1266 五十嵐　美玖(3) 名取北高
ｶﾄｳ ﾋﾖﾘ ｷｼｶﾞﾐ ﾑﾂﾐ

4 1045 加藤　ひより(3) 東北大学 4 1288 岸上　陸美(2) 名取高
ｽｽﾞｷ ﾌﾐｶ ｻｲﾄｳ ｿﾗ

5 6988 鈴木　郁華(4) 福島医大 5 1278 齋藤　租楽(1) 名取北高
ｻｻｶﾞﾜ ｱｲﾙ ｽﾜ ﾊﾙｶ

6 1561 笹川　愛琉(3) 大江中 6 72 諏訪　春佳(2) 仙台三高
ｱｲﾊﾗ ｱﾔﾉ ｽｶﾞｲ ｺﾄﾈ

7 884 相原　彩乃(1) 常盤木学園高 7 1275 菅井　琴音(2) 名取北高
ﾒｸﾞﾛ ﾆｷ ハヤシダ　マヤ

8 317 目黒　仁稀(3) 東華中 8 527 林田　真弥(1) 泉松陵高

記録 記録

記録 記録



 女子800m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 12:50 

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

ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾘｻ ﾀﾀﾐｻｼ ｶﾚﾝ

2 1102 菅原　有咲(1) 東北学院大学 2 5505 畳指カレン(2) 東向陽台中
ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾗ ﾂﾂﾞｷ ﾐｶ

3 625 菅原　彩羅(3) 七郷中 3 58 都築　未佳(1) 仙台二高
ﾅｶﾞｻｶｼｭｳｶ ｲｼｶﾞｷ　ﾐﾜ

4 286 長坂　柊花(3) 東華中 4 1060 石垣　美和(3) 仙台大学
ｵｶﾞﾜ ｱｶﾈ ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶﾚﾝ

5 1050 小川　明音(2) 東北大学 5 798 山口　かれん(1) 聖和学園高
ｶﾄｳ ﾋﾖﾘ ｶﾄｳ ﾌﾐﾅ

6 1045 加藤　ひより(3) 東北大学 6 948 加藤　史菜(2) 仙台育英学園高

ｱｶｼ ｲｵ ｱﾗｲ ｻｵﾘ

7 1194 明石　伊生(3) 山形大医学 7 3281 荒井　沙織(3) 金ヶ瀬中
ｽｽﾞｷ ﾌﾐｶ ｻｲﾄｳﾕｷ

8 6988 鈴木　郁華(4) 福島医大 8 712 齋藤　ゆき(3) 米沢中央高
ｲﾄｳ ｻﾔｶ ﾖｺﾀ ﾅﾅﾐ

9 1208 伊東　沙也香(2) 白石高 9 1272 横田　奈々美(2) 名取北高
ｼｮｳｼﾞ ﾘﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ

10 570 庄子　理菜(2) 六郷中 10 633 渡邊　帆乃佳(3) 多賀城高

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

ｽｴﾅｶﾞ ｳﾗﾗ ｹﾑﾘﾔﾏ ﾅｵ

2 624 末永　うらら(3) 七郷中 2 5493 煙山　奈生(2) 東向陽台中
ｽﾄﾞｳ ﾑﾂﾐ ｵｵｲｽﾞﾐ ｾｲｶ

3 434 須藤　睦実(2) 福島大付属中 3 1277 大泉　星香(3) 名取北高
ﾀﾀﾞｷ ﾅｵ ｲﾉｳｴ ﾐｸ

4 330 伹木　南桜(3) 五橋中 4 632 井上　実玖(3) 多賀城高
ﾄﾘｳﾐ ﾎﾉｶ ｷｸﾁ ﾐﾕ

5 59 鳥海　帆乃花(1) 仙台二高 5 648 菊地　美唯(1) 多賀城高
ﾀｶﾊｼ ﾚﾉｱ ﾏﾅﾍﾞ ﾐｻｷ

6 4447 髙橋　玲乃亜(3) 利府西中 6 5492 真鍋　望咲(2) 東向陽台中
ｲﾄｳ ﾘﾝ ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾅ

7 645 伊藤　凛(2) 多賀城高 7 1954 髙橋　ゆきな(2) 石巻西高
ｲｾﾔ ﾎﾉｶ ｲｼｶﾜ ﾉﾄﾞｶ

8 283 伊勢谷ほの香(3) 東華中 8 935 石川　和香(1) 仙台育英学園高

ｲﾜｷ ﾊﾙｶ ｼｮｳｼﾞ　ｳﾗﾗ

9 5496 岩城　暖花(2) 東向陽台中 9 795 庄司　麗(1) 聖和学園高
ｲﾄｳ　ｶﾉﾝ ｲｼｶﾞｷ　ﾐｸ

10 1786 伊東　奏音(2) 八乙女中 10 794 石垣　美空(1) 聖和学園高

5組 6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

ｵﾊﾞﾀ ﾊｽﾐ ﾏﾙ ｱｲﾋ

2 5490 小畑　羽澄(2) 東向陽台中 3 5499 丸　　愛陽(2) 東向陽台中
ｵｵﾊｼ ﾅｵ ｵﾉ ﾕｷﾅ

3 632 大橋　奈央(2) 七郷中 4 1214 小野　倖奈(1) 白石高
ﾏｴｻﾜ ﾆｲﾅ ｼｮｳｼﾞ　ﾊﾙｶ

4 52 前澤　仁那(2) 仙台二高 5 260 　庄子　陽果(3) 仙台南高
ｳﾒﾂﾙｶ ﾖｼﾀﾞ ﾘｻｺ

5 711 梅津　瑠佳(3) 米沢中央高 6 5488 吉田里彩子(2) 東向陽台中
ｱﾘｶﾞ ﾗﾝ ﾌｼﾞﾀ ﾕｲ

6 353 有賀　蘭(2) 仙台高 7 5506 藤田　結衣(2) 東向陽台中
ｱｲｻﾞﾜ ﾓﾓｾ ｼｬﾓﾄ ｻｸﾗｺ

7 275 相澤　百世(1) 仙台西高 8 350 社本　桜子(2) 五橋中
ｺｽﾐ ｶﾂﾞｷ ﾀﾌﾞﾁ ﾐﾅ

8 636 小角　神月(3) 多賀城高 9 5494 田渕　美那(2) 東向陽台中
ｻｲﾄｳ ﾋﾅ ｻｲﾄｳ ｿﾗ

9 1042 齋藤　日菜(1) 東北学院榴ヶ岡高 10 1278 齋藤　租楽(1) 名取北高
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ

10 297 中川　綺乃(2) 仙台西高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 女子800m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 12:50 

7組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｱｶﾞ ﾐｻｷ

3 4476 阿賀　心咲(3) 利府西中
ﾎｼﾐ ﾕｳｱ

4 4462 星見　優空(2) 利府西中
ｻｶｲ　ﾋｶﾘ

5 264 酒井　ひかり(1) 仙台南高
ﾄｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ

6 5487 戸川　瑞月(2) 東向陽台中
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ

7 5508 遠藤　　楓(1) 東向陽台中
ﾖｼﾉ ｱｲｶ

8 5486 吉野　愛椛(2) 東向陽台中
ﾏｴﾀ ﾕｲﾅ

9 5509 前田　結名(1) 東向陽台中
ﾔﾅｷﾞ ｶｴﾃﾞ

10 5507 栁　　　楓(1) 東向陽台中

記録



 女子1500m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 10:05 

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

ｶﾒﾔ ﾕﾈ ｻｲﾄｳﾕｷ

1 895 亀谷　夕寧(3) 常盤木学園高 1 712 齋藤　ゆき(3) 米沢中央高
ﾀｶﾊｼ ｶﾙｱ ｵｶﾞﾀ ﾓｴ

2 914 髙橋　華瑠亜(1) 仙台育英学園高 2 67 緒方　　萌(3) 仙台三高
ﾀﾀﾞ ｼｵﾘ ｲﾄｳ ﾘﾉ

3 974 多田　汐里(3) 東北高 3 882 伊藤　璃乃(2) 常盤木学園高

ｻｻｷ ｼｽﾞﾅ ｵｻﾞﾜ ﾀﾏｷ

4 924 佐々木　寧菜(1) 仙台育英学園高 4 276 小澤　環希(1) 仙台西高
ﾆｼｷﾄﾞ ｶｴﾅ ｲｼｶﾞｷ　ﾐﾜ

5 975 錦戸　楓南(3) 東北高 5 1060 石垣　美和(3) 仙台大学
ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ ﾁﾊﾞ　ﾐｸ

6 877 齋藤　ほのか(1) 常盤木学園高 6 796 千葉　未来(1) 聖和学園高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁﾙ ﾊﾗ ﾕｳﾅ

7 986 渡邉　なちる(1) 東北高 7 922 原　優奈(2) 仙台育英学園高

ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾐｵ ｽｽﾞｷ ﾙﾝ

8 917 札場　美桜(1) 仙台育英学園高 8 872 鈴木　るん(1) 常盤木学園高

ﾀﾅｶ ﾘｺ ｱﾍﾞ ﾕｳｶ

9 889 田中　璃子(2) 常盤木学園高 9 1203 阿部　柚佳(1) 東北大学
ｳｽﾞﾗﾊｼ ﾏﾘﾝ ｵｶﾞﾀ ｱｽﾐ

10 883 鶉橋　麻鈴(2) 常盤木学園高 10 1055 尾方　彩純(2) 東北学院榴ヶ岡高

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾕ ﾌｼﾞｵｶ　ｱｵｲ

11 7607 山﨑　奈結(2) 蛇田中 11 1061 藤岡　葵(3) 仙台大学
ﾊﾔｼ ｵﾄｶ ｶﾒﾔ ﾐﾉﾘ

12 980 林　瞳花(2) 東北高 12 75 亀谷美乃里(2) 仙台三高
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ ｳﾂﾐ ﾅﾉﾊ

13 981 山崎　彩菜(2) 東北高 13 876 内海　菜羽(1) 常盤木学園高

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾏﾅｴ ｻﾄｳ ﾕｲ

14 921 柳川　愛絵(3) 仙台育英学園高 14 987 佐藤　結唯(1) 東北高
ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ ｶﾜﾊﾗ ｻﾔｶ

15 881 阿部　ひなた(2) 常盤木学園高 15 194 川原　沙華(1) 仙台三桜高
ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ ﾎﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

16 896 佐藤　晴奈(3) 常盤木学園高 16 874 本多　瑞妃(1) 常盤木学園高

ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ ﾐﾔｷﾞ ﾋﾅﾀ

17 639 鈴木　裕佳(2) 七郷中 17 185 宮城　陽向(2) 仙台三桜高
ﾘｷﾏﾙ ｶｴﾃﾞ ﾀﾀﾐｻｼ ｶﾚﾝ

18 1546 力丸　楓(3) 宮教大付属中 18 5505 畳指カレン(2) 東向陽台中
ﾁﾀﾞ ｱｵｲ ﾄﾞｳｼﾞｮｳ ﾕﾒｶ

19 319 千田　采葵(3) 東華中 19 606 洞城　夢叶(1) 七郷中
ﾅｶﾞｾ ﾐｳ ｻﾄｳ　ﾐﾂﾞｷ

20 4454 長瀬　美優(3) 利府西中 20 1062 佐藤　美月(2) 仙台大学

記録 記録



 女子1500m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 10:05 

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

ﾕｷ ｻｸﾗ ｼｮｳｼﾞ　ﾕｷﾉ

1 1074 幸　さくら(2) 東北生文大高 1 1780 東海林雪乃(1) 八乙女中
ｵｵｲｽﾞﾐ ｾｲｶ ﾀﾌﾞﾁ ﾐﾅ

2 1277 大泉　星香(3) 名取北高 2 5494 田渕　美那(2) 東向陽台中
ｳﾒﾂﾙｶ ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ

3 711 梅津　瑠佳(3) 米沢中央高 3 596 平野　りょう(1) 六郷中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ ﾖｼﾀﾞ ﾘｻｺ

4 633 渡邊　帆乃佳(3) 多賀城高 4 5488 吉田里彩子(2) 東向陽台中
ﾂﾈｶﾜ ﾎﾉｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾝ

5 74 恒川　穂花(2) 仙台三高 5 638 中島　シオン(2) 多賀城高
ｷﾑﾗ ﾉﾉｺ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾘ

6 61 木村　野乃子(1) 仙台三高 6 186 山田　珠莉(2) 仙台三桜高
ﾅｶﾂﾂﾐ ﾁﾋﾛ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｷ

7 77 中堤　千尋(2) 仙台三高 7 193 小野寺　美希(1) 仙台三桜高
ｹﾑﾘﾔﾏ ﾅｵ ｻｻｲ ｱﾕﾅ

8 5493 煙山　奈生(2) 東向陽台中 8 1296 笹井　杏友那(1) 名取高
ｻﾄｳ ｻｷ ｼﾗｲｼ ｴﾘ

9 506 佐藤咲季(2) 長町中 9 352 白石　愛梨(3) 仙台高
ｲﾜｷ ﾊﾙｶ ｷｸﾁ ﾐﾕ

10 5496 岩城　暖花(2) 東向陽台中 10 648 菊地　美唯(1) 多賀城高
ﾏﾅﾍﾞ ﾐｻｷ ﾂﾁﾔ ｻﾅ

11 5492 真鍋　望咲(2) 東向陽台中 11 599 土屋　咲菜(1) 六郷中
ｲﾉｳｴ ﾐｸ ｷｶﾜﾀﾞ　ﾘﾅ

12 632 井上　実玖(3) 多賀城高 12 243 木川田　利奈(2) 仙台南高
ｼｼｳﾁ ﾕｶｺ ﾌｼﾞﾀ ﾕｲ

13 84 猪内優花子(2) 仙台三高 13 5506 藤田　結衣(2) 東向陽台中
ﾁﾊﾞﾕｶｺ ｵﾊﾞﾀ ﾊｽﾐ

14 2307 千葉由香子(1) 佐沼高校 14 5490 小畑　羽澄(2) 東向陽台中
ｵｲｶﾜ ｼｵﾈ ｼｶﾞ ｴｲﾐ

15 601 及川　汐音(1) 七郷中 15 44 志賀　瑛美(2) 仙台二高
ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾋﾅﾀ ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾐ

16 1077 南薗　ひなた(1) 東北生文大高 16 318 小野寺彩心(3) 東華中
ﾋﾙﾀ ﾅｵ ﾔｽｶﾞﾋﾗ ｶﾉﾝ

17 63 蛭田　菜央(1) 仙台三高 17 643 安ケ平　果穏(2) 多賀城高
ｱﾘｶﾞ ﾗﾝ ﾎﾘｴ ｱｲﾘ

18 353 有賀　蘭(2) 仙台高 18 909 堀江　愛里(3) 常盤木学園高

ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾐ

19 42 佐藤　ひより(2) 仙台二高 19 7446 近藤　結心(1) 石巻中
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ ﾏﾙ ｱｲﾋ

20 334 後藤　舞(3) 五橋中 20 5499 丸　　愛陽(2) 東向陽台中

記録 記録



 女子1500m
審 判 長：

記録主任：

6月1日 10:05 

5組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ

1 357 橋本　陽和(1) 五橋中
ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ

2 486 鈴木彩佳(1) 長町中
ｷｸﾁ ﾘｵ

3 602 菊地　璃音(1) 七郷中
ｷﾅﾒ ﾙｶ

4 3620 木滑　瑠香(2) 角田中
ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ

5 1299 山本　乃愛(1) 名取高
ｱｲﾊﾗ ｶﾘﾝ

6 1291 相原　花梨(1) 名取高
ｽｶﾞﾏ ｶｴﾃﾞ

7 647 須釜　楓(2) 多賀城高
ｻﾄｳ ﾘﾗ

8 348 佐藤　莉良(1) 五橋中
ﾖｼﾉ ｱｲｶ

9 5486 吉野　愛椛(2) 東向陽台中
テルイ　ユウリ

10 526 照井　悠里(1) 泉松陵高
ｲﾜﾓﾄ ｱﾑ

11 491 岩本蒼夢(1) 長町中
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ

12 5508 遠藤　　楓(1) 東向陽台中
ホリオ　ワカナ

13 523 堀尾　和佳奈(1) 泉松陵高
ﾔﾅｷﾞ ｶｴﾃﾞ

14 5507 栁　　　楓(1) 東向陽台中
ｻｻｷ ｱﾔﾒ

15 7447 佐々木　彩愛(1) 石巻中
ﾏｴﾀ ﾕｲﾅ

16 5509 前田　結名(1) 東向陽台中
ｲﾄｳ ﾏﾕｷ

17 1293 伊藤　舞雪(1) 名取高
フクオカ　メイ

18 528 福岡　芽生(1) 泉松陵高
ｼﾞﾝﾎﾞ ｼﾎ

19 77 神保　志保(1) 米沢七中
ﾄｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ

20 5487 戸川　瑞月(2) 東向陽台中

記録



 女子3000m
審 判 長：

記録主任：

6月2日 09:55 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾏﾅﾐ

1 1210 永沼　愛深(2) 白石高
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ

2 981 山崎　彩菜(2) 東北高
ﾊﾔｼ ｵﾄｶ

3 980 林　瞳花(2) 東北高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ

4 633 渡邊　帆乃佳(3) 多賀城高
ｻﾄｳ ﾏﾘｱ

5 637 佐藤　真理彩(2) 多賀城高
ｺｽﾐ ｶﾂﾞｷ

6 636 小角　神月(3) 多賀城高
ｽｶﾞﾀ ﾙﾅ

7 590 菅田　瑠那(2) 利府高
ｼﾗｲｼ ｴﾘ

8 352 白石　愛梨(3) 仙台高
ﾀﾀﾐｻｼ ｶﾚﾝ

9 5505 畳指カレン(2) 東向陽台中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ

10 583 渡部百映(3) 利府高
ｸﾘﾊﾗ ﾕｲ

11 1040 栗原　唯(M2) 東北大学
ﾂｶﾓﾄ ﾐﾊﾙ

12 55 塚本　美陽(2) 仙台二高
ｱｲﾊﾗ ﾊﾙﾅ

13 595 相原遥南(1) 利府高
ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾈ

14 1209 後藤　萌音(2) 白石高
ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ

15 1295 川村　菜津美(1) 名取高
ﾀﾀﾞ ｼｵﾘ

16 974 多田　汐里(3) 東北高
ﾆｼｷﾄﾞ ｶｴﾅ

17 975 錦戸　楓南(3) 東北高
ﾕｷ ｻｸﾗ

18 1074 幸　さくら(2) 東北生文大高

ｼﾐｽﾞ ﾏｲ

19 4578 清水　舞(0) 多賀城自衛隊

ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾕｷ

20 0 米山　美幸(0) 相馬市駅伝チーム

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ

21 53 山本　彩夏(2) 仙台二高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁﾙ

22 986 渡邉　なちる(1) 東北高

記録



 女子100mH
審 判 長：

記録主任：

6月1日 13:05 

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

ｽｶﾞﾜﾗ ｲｸﾐ ｻﾄｳ ﾐｳ

2 908 菅原　郁美(3) 常盤木学園高 2 886 佐藤　美羽(2) 常盤木学園高

ﾖｼﾀﾞ　ﾊﾙｶ ｻﾄｳ ｶﾅｺ

3 1210 吉田　晴夏(1) 仙台大学 3 6989 佐藤　可奈子(4) 福島医大
ﾑﾅｶﾀ ﾁｻﾄ ｻﾄｳ　ｶﾅｴ

4 893 棟形　千沙都(3) 常盤木学園高 4 808 佐藤　叶(3) 聖和学園高
ﾌｶｻﾞﾜ　ﾅﾅ ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾅ

5 1088 深澤　奈々(1) 仙台大学 5 1270 遠藤　世奈(2) 名取北高
ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ ｷｸﾁ ｷｴ

6 6646 佐藤　結月(3) 築館中 6 1287 菊池　紀恵(2) 名取高
ﾄﾗｲﾜ ｻﾔ

7 428 寅磐　咲耶(3) 福島大付属中 7

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻｲﾄｳ ﾁｻﾄ

2 947 齋藤　千聖(2) 仙台育英学園高

ｱｲｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞ

3 1941 相澤　杏路(1) 石巻西高
ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ

4 2434 山内　サクラ(1) 志津川高
ﾔﾏﾈ ｽｽﾞﾊ

5 1955 山根　涼葉(2) 石巻西高
ﾘｷﾔｽ　ﾓﾓｶ

6 242 力安　桃歌(2) 仙台南高
ﾔﾏｳﾁ ﾐｸ

7 2436 山内　美空(1) 志津川高

記録 記録

記録



 女子100mJH(8.0m/0.762m)
審 判 長：

記録主任：

6月1日 12:50 

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

1 1

ｽｽﾞｷ　ｱｶﾈ ｼﾏﾂﾞ ﾋﾅﾀ

2 1771 鈴木明花音(3) 八乙女中 2 4478 嶋津　ひなた(3) 利府西中
ｷｸﾁ ﾏﾕ ｸﾗﾀ ｱｶﾘ

3 1324 菊地　真優(3) 沖野中 3 510 倉田あかり(2) 長町中
ｱﾍﾞ ﾕｳﾐ ｶﾝﾉ ｵﾄﾐ

4 1547 阿部　佑美(3) 宮教大付属中 4 287 菅野　乙珠(2) 東華中
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾓﾘ ﾜﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

5 222 中村　美杜(2) 宮城野中 5 224 和田　柚希(2) 宮城野中
ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ ｽｽﾞｷ　ｴﾅ

6 6646 佐藤　結月(3) 築館中 6 417 鈴木　恵菜(2) 八軒中
ﾊﾚｻﾜ ｾﾅ ｷｸﾁ ｵﾄﾊ

7 291 晴澤　星菜(2) 東華中 7 1106 菊地　音羽(2) 蒲町中
ｾﾝｺﾞｸ　ｱﾔｺ ﾐｳﾗ ｱｲｶ

8 403 仙石　彩子(3) 八軒中 8 1102 三浦　愛華(3) 蒲町中

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

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｶ ｽｽﾞｷ　ﾅｵ

2 509 山崎浬香(2) 長町中 2 1766 鈴木　菜央(1) 八乙女中
ｳﾒｻﾞﾜ ｺｻｷ ﾎｯﾀ ﾊﾙｶ

3 638 梅澤　虹咲(2) 七郷中 3 76 發田　美華(2) 米沢七中
ﾐﾂﾓﾘ ｺﾉﾐ ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ

4 282 三森　木実(3) 東華中 4 339 髙橋　日和(2) 五橋中
ｶﾜﾊﾗ ﾓｴ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅ

5 1105 川原　望瑛(2) 蒲町中 5 607 仲川　陽菜(1) 七郷中
ｱｶｵｷﾞ ｻｸﾗ ｻﾄｳ ﾙｶ

6 500 赤荻さくら(3) 長町中 6 604 佐藤　瑠加(1) 七郷中
ﾀﾝﾉ ﾏﾕ ｶﾄｳ　ｺｺ

7 346 丹野　真蓉(3) 五橋中 7 1773 加藤　湖子(1) 八乙女中

8 8

記録 記録

記録 記録



 女子100mYH(8.5m/0.762m)
審 判 長：

記録主任：

6月1日 12:45 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ｻﾄｳ ﾚｲﾅ

2 277 佐藤　礼奈(1) 仙台西高
ﾅﾏｲ ｱﾝ

3 214 生井　杏(1) 仙台向山高
ﾄﾗｲﾜ ｻﾔ

4 428 寅磐　咲耶(3) 福島大付属中

ｲｼｶﾜ ｻﾁｶ

5 936 石川　咲香(1) 仙台育英学園高

ｳﾁﾀﾞ ｱﾘｻ

6 54 内田　有咲(1) 仙台二高
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｴﾗ

7 879 菅原　汐愛来(1) 常盤木学園高

ｲｶﾞﾗｼ ｶﾎ

8 880 五十嵐　花歩(1) 鶴岡北高

記録



 女子400mH
審 判 長：

記録主任：

6月2日 15:45 

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

ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾘ ﾓﾘ ｱｲﾘ

3 706 永井　皓理(1) 米沢中央高 3 359 森　愛莉(2) 仙台高
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ ｽｶﾞｲ ｺﾄﾈ

4 971 菅原　夕七(3) 東北高 4 1275 菅井　琴音(2) 名取北高
ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ ｻﾄｳ ｼｵﾘ

5 653 高橋　若那(2) 多賀城高 5 1297 佐藤　栞(1) 名取高
ﾖﾈｸﾗ ﾖｼｴ ｻｲﾄｳ ﾁｻﾄ

6 1121 米倉　令惠(3) 岩手大学 6 947 齋藤　千聖(2) 仙台育英学園高

ｵｵﾄﾓ ﾚｲﾅ

7 976 大友　玲奈(2) 東北高 7

記録 記録



 女子4X100mR
審 判 長：

記録主任：

6月1日 09:25 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 蒲町中Ａ 1 石巻中学校　女子A

2 宮教大附属中A 2 石巻西高

3 常盤木学園高 3 多賀城

4 東北高 4 八軒A

5 仙台二高 5 名取北高

6 米沢中央高 6 宮城教育大学

7 長町中女子A 7 加茂中

8 福島県立医科大学 8 東華A

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 東華B 1 米沢七中

2 八乙女中A 2 六郷中Ｂ

3 東向陽台中学校 3 利府西中Ａ

4 蒲町中Ｂ 4 八軒B

5 六郷中Ａ 5 宮城野中C

6 東北学院榴ケ岡A 6 名取高

7 宮教大附属中B 7 石巻中学校　女子B

8 長町中女子B 8 利府西中Ｂ



 女子4X100mR
審 判 長：

記録主任：

6月1日 09:25 

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 五橋中Ｂ

3 Dream　Jets

4 五橋中

5 五橋中A

6 七郷A

7 七郷C

8 七郷B



 女子4X400mR
審 判 長：

記録主任：

6月2日 16:35 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 米沢中央高 2 石巻西高

3 仙台南高 3 多賀城Ｂ

4 東北学院榴ケ岡A 4 多賀城Ａ

5 仙台二高 5 多賀城Ｃ

6 名取高 6 東北生文大高

7 名取北高 7 米沢七中



 女子走高跳
審 判 長：

記録主任：

6月2日 10:30 

　

ﾊﾔｻｶ ﾏﾘ

1 358 早坂　麻里(2) 仙台高
ｼｼﾄﾞ ﾋｶﾘ

2 635 宍戸　ひかり(2) 七郷中
ﾏﾙﾔﾏ ｷｮｳｶ

3 938 丸山　京華(1) 仙台育英学園高
ｵﾊﾞﾗ　ｿﾗ

4 1778 小原　大空(3) 八乙女中
ｸｻｶﾘ ﾕｽﾞｷ

5 943 草刈　柚希(1) 仙台育英学園高
ﾐﾂﾓﾘ ｺﾉﾐ

6 282 三森　木実(3) 東華中
ｵｵﾄﾓ ｻﾁ

7 216 大友　祥(1) 仙台向山高
ｶｼﾞﾜﾗ ﾏﾅﾐ

8 1953 梶原　真奈美(2) 石巻西高
ﾜﾀﾗｲ ﾙﾅ

9 292 渡來　瑠菜(2) 東華中
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ

10 7445 山口　葵(2) 石巻中
ｳﾄｳ ｱﾔｶ

11 1301 宇藤　綾花(2) 大河原商業高
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｱｶﾘ

12 355 小金澤　あかり(2) 仙台高
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｵ

13 296 相澤　りお(2) 仙台西高
ｱﾜﾉ ｶｵﾘ

14 1334 粟野　花織(1) 仙台高専名取
ﾊﾚｻﾜ ﾋﾅ

15 290 晴澤　陽菜(2) 東華中
ﾋﾃﾞ ﾁﾋﾛ

16 4443 秀　ちひろ(3) 利府西中
ｸﾆﾍﾞ ｱﾐ

17 41 國部　彩心(2) 仙台二高
ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ

18 4470 伊藤　千晴(3) 利府西中

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：

6月1日 09:30 

　

ｲﾄｳ　ｱﾐｻ

1 1083 伊藤　亜美沙(1) 仙台大学
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｵ

2 296 相澤　りお(2) 仙台西高
ﾊﾔｼ ｺﾉﾝ

3 1056 林　心暖(2) 東北学院榴ヶ岡高

ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ

4 2434 山内　サクラ(1) 志津川高
ﾐｳﾗ ﾏｲｶ

5 2431 三浦　真衣佳(3) 志津川高
ｲｹﾀﾞ ﾐﾕｳ

6 232 池田　美優(3) 山形市立商高
ｻﾄｳ ﾓﾓｶ

7 1567 佐藤　百華(3) 古川工業高
ｽｷﾞﾇﾏ ﾘﾎ

8 236 杉沼　凜穂(3) 山形市立商高
ﾅﾗ ﾓﾓﾅ

9 1048 奈良　萌々夏(3) 東北学院榴ヶ岡高

ｶﾝﾉ ﾁﾋﾛ

10 4136 菅野　千尋(0) 佐沼PVC
ｲﾏｲ ｻﾂｷ

11 6311 今井　颯希(1) 山形TFC
ﾕｻ ﾅﾂｷ

12 1044 遊佐　菜月(1) 東北学院榴ヶ岡高

ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ

13 248 高橋　楓(2) 山形市立商高
ﾔﾏｳﾁ ﾐｸ

14 2436 山内　美空(1) 志津川高

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：

6月1日 15:00 

1組

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

ｻｻｷ　ﾐﾕｳ

1 407 佐々木　心優(2) 八軒中
ｺｶﾞﾏ ﾘﾖ

2 4628 小釜　莉代(0) 東北AC
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ

3 4446 鈴木　碧衣(3) 利府西中
ｷｸﾁ ﾕﾒ

4 4465 菊地　由芽(2) 利府西中
ｻﾜﾑﾗ ﾐｻｷ

5 605 澤村　南咲(1) 七郷中
ｵｲｶﾜ ﾋﾅﾀ

6 7443 及川　陽和(3) 石巻中
ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳ

7 5491 藤原　　喬(2) 東向陽台中
ｻｻｷ　ﾒｲ

8 1765 佐々木芽衣(3) 八乙女中
ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ

9 4463 伊藤　陽菜(2) 利府西中
ｶﾝﾀﾞ ﾏｲ

10 74 神田　真衣(2) 米沢七中
ｻﾄｳ ﾚｲｶ

11 43 佐藤　玲佳(2) 仙台二高
ｻｶﾉ ｺｺﾐ

12 75 坂野　心美(2) 米沢七中
ﾀｶﾊｼ ﾐｷ

13 281 髙橋　未妃(3) 東華中
ｽｶﾞｲ ﾅﾅ

14 637 菅井　菜名(2) 七郷中
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾗ

15 4472 中島　ゆら(3) 利府西中
ｻﾄｳ ﾕｳﾅ

16 562 佐藤　優南(3) 六郷中
ｲｹﾀﾞ ﾐｵ

17 7441 池田　実央(1) 石巻中
ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｵﾘ

18 1303 半澤　栞里(1) 大河原商業高
ﾔﾏｷ ﾁﾋﾛ

19 1924 八巻　千尋(3) 加茂中
ﾔﾅｶﾞﾜ ｴﾘｶ

20 5497 梁川絵理華(2) 東向陽台中
ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾐ

21 7453 山下　菜摘(1) 石巻中
ｼｮｳｼﾞ ﾕﾗ

22 887 庄司　優空(2) 常盤木学園高
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅ

23 7621 立花　陽菜(2) 蛇田中
ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾅﾂ

24 4477 遠藤　小夏(3) 利府西中
ﾖｼﾀﾞｱｶﾘ

25 1077 吉田　明星(2) 仙台大学
ｷｸﾁ ﾕﾗ

26 498 菊池優来(3) 長町中
ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ

27 4470 伊藤　千晴(3) 利府西中



 女子走幅跳2
審 判 長：

記録主任：

6月1日 15:00 

2組

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

ｵﾔﾏ ｽｲ

1 1544 小山　穂依(3) 宮教大付属中
ｲﾜｷ ﾐｸ

2 1138 岩城　未紅(5) 仙台高専広瀬
ｵﾊﾞﾗ ﾋﾅﾈ

3 5483 小原　雛音(3) 東向陽台中
ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ﾀﾏﾐ

4 69 曲山　碧海(2) 仙台三高
ﾓﾝﾏ ﾕﾘ

5 1069 門間　有里(3) 東北学院大学
ｵｵｸﾎﾞ　ﾕｽﾞｷ

6 1775 大久保柚貴(2) 八乙女中
ｵﾉ ﾏﾅｶ

7 55 小野　舞奈香(1) 仙台二高
ｱｷﾊﾞ ﾅﾅ

8 829 秋場　菜(2) 鶴岡北高
ｲﾜｻﾜ ﾊﾅ

9 1556 岩澤　花菜(3) 宮教大付属中
ｻﾄｳ　ｶﾅｴ

10 808 佐藤　叶(3) 聖和学園高
ﾀｶﾊｼ ﾙﾅ

11 984 高橋　ルナ(1) 東北高
ﾜﾀﾅﾍﾞｼｵﾝ

12 1089 渡辺　紫音(1) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ｱﾝ

13 357 高橋　杏(2) 仙台高
ｻｲﾄｳ ﾔﾖｲ

14 6057 齊藤　弥生(3) 山形大医学
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾘ

15 628 本多　優里(3) 七郷中
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ

16 49 中嶋　美咲(2) 仙台二高
ﾉｸﾞﾁ ｶﾅ

17 831 野口　佳那(2) 鶴岡北高
ｽｽﾞｷﾓﾓｶ

18 2325 鈴木ももか(2) 佐沼高校
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶｺ

19 709 山田　璃可子(3) 米沢中央高
ｸﾛｽ ﾒｸﾞﾐ

20 566 黒須　めぐみ(2) 六郷中
ｻｻｷ ｻｴ

21 284 佐々木咲笑(3) 東華中
ｸﾛｻﾜ　ﾅﾅｶ

22 401 黒澤　那菜香(3) 八軒中
ｻｶｲ ﾐﾂﾞｷ

23 708 酒井　観月(3) 米沢中央高
ﾅｶｻﾞﾜ　ﾂﾊﾞｷ

24 1076 中澤　椿(4) 仙台大学
ﾂﾂﾞｷ ｽﾐｶ

25 1136 都築　純美加(1) 東北学院大学
ｻﾄｳ ﾅﾅ

26 427 佐藤　菜々(3) 福島大付属中
ｻﾄｳ ﾁﾉ

27 699 佐藤　知納(3) 米沢中央高



 女子三段跳
審 判 長：

記録主任：

6月2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

ｵﾉ ﾏﾅｶ

1 55 小野　舞奈香(1) 仙台二高
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ

2 49 中嶋　美咲(2) 仙台二高
ｻｲｼﾞｮｳ ｴﾘｶ

3 34 西條　絵莉香(3) 仙台二高
ﾀｶﾊｼ ｱﾝ

4 357 高橋　杏(2) 仙台高
ｻｶｲ ﾐﾂﾞｷ

5 708 酒井　観月(3) 米沢中央高
ﾁﾊﾞｽｽﾞﾈ

6 2326 千葉鈴音(2) 佐沼高校
ｺｾｷ ｻﾖ

7 644 小関　紗世(2) 多賀城高
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕﾘ

8 47 東條　有李(2) 仙台二高
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶｺ

9 709 山田　璃可子(3) 米沢中央高
ｽｽﾞｷﾐﾅﾐ

10 2329 鈴木陽(1) 佐沼高校
ｻﾝﾎﾞﾝｽｹﾞﾏﾅﾐ

11 1078 三本菅　愛実(2) 仙台大学



一般･高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月2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

ｻﾄｳ ｺﾄﾐ

1 1216 佐藤　琴美(1) 白石高
ｽｽﾞｷ ﾚﾝｹﾞ

2 356 鈴木　恋華(2) 仙台高
ｶｼｻﾞｷ ﾅﾂ

3 217 樫崎　なつ(1) 仙台向山高
ｶｼﾊﾞ ｷｮｳｶ

4 1082 鹿柴　杏香(1) 仙台大学
ｵｸﾞﾛ ｽﾐｶ

5 972 小黒　純華(3) 東北高
ｱｷﾊﾞ ｼﾞｭﾘ

6 1207 秋葉　珠莉(2) 白石高
ｻﾄｳ　ﾊﾙｶ

7 1084 佐藤　はるかｻﾄｳ　ﾊﾙｶ(1) 仙台大学



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：

記録主任：

6月2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

ﾁﾊﾞ ﾅﾅ

1 4479 千葉　奈々(3) 利府西中
ﾐﾂﾓﾘ ｺﾉﾐ

2 282 三森　木実(3) 東華中
ｲﾜｲ　ﾐｽﾞｷ

3 1772 岩井　瑞姫(3) 八乙女中
ﾏﾂﾓﾄ　ﾁｻｷ

4 1768 松本　千咲(3) 八乙女中
ｱｵｷ ﾋｶﾙ

5 7622 青木　ヒカル(2) 蛇田中
ﾀﾅｷ ｱｻﾐ

6 7603 棚木　麻心(2) 蛇田中
ｳｼﾞｲｴ ﾊﾙｶ

7 320 氏家　遥香(3) 東華中



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月1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

ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾗﾗ

1 949 山口　府良(2) 仙台育英学園高
ｵﾁｱｲ ｱｲﾐ

2 153 落合 愛海(2) 創学館高
ｶｼｻﾞｷ ﾅﾂ

3 217 樫崎　なつ(1) 仙台向山高
ｲｼｶﾞｷ ｱｲﾅ

4 151 石垣 愛那(3) 創学館高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜｶｺ

5 6086 山口　和夏子(5) 山形大医学
ｻｻｶﾞﾜ　ﾏﾘﾅ

6 0 笹川　万里奈(1) 仙台大学
ｱﾜﾂ　ﾘﾝｶ

7 336 粟津　凛佳(3) 金ヶ崎中
ｻｲﾄｳ ﾙﾘｶ

8 234 齋藤　瑠璃花(3) 山形市立商高
ｲﾉﾏﾀ ﾘﾘﾅ

9 710 猪俣　璃々菜(3) 米沢中央高
ｸﾄﾞｳ ﾘﾎｺ

10 873 工藤　梨帆子(1) 常盤木学園高
ｺﾝﾄﾞｳ　ｱｷ

11 1056 近藤　安希(3) 仙台大学
ｵｸﾞﾛ ｽﾐｶ

12 972 小黒　純華(3) 東北高
ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ

13 890 永山　歩実(2) 常盤木学園高
ｲﾄｶﾞ　ﾋﾒｶ

14 1055 糸賀　媛香(3) 仙台大学
ﾋｸﾞﾁ　ﾉｿﾞﾐ

15 1057 樋口　望美(3) 仙台大学
ﾄﾂｶ　ﾕｳ

16 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：

6月1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

ﾀｶﾊｼﾏﾘ

1 1274 髙橋　真理(2) 名取北高
ｼﾗｲｼﾚｲﾅ

2 1893 白石怜那(1) 宮城県水産高
ｺﾝﾉ ﾐﾊﾙ

3 1268 今野　美晴(3) 名取北高
ﾌｼﾞﾀ ﾐｳ

4 1917 藤田　美翼(2) 桜坂高
ｱﾍﾞ ﾅｵ

5 2435 阿部　奈緒(1) 志津川高
ｲﾄｳ ｻｵﾘ

6 242 伊藤　さおり(2) 山形市立商高
ｲｼｶﾞｷ ｱｲﾅ

7 151 石垣 愛那(3) 創学館高
ﾊﾔｻｶ ﾚｲﾅ

8 1599 早坂　玲那(2) 中新田高　
ﾎﾝﾏ ｴﾐｲ

9 251 本間　恵美衣(2) 山形市立商高
ｻｻｷ ﾕｳﾐ

10 212 佐々木　優海(2) 仙台向山高
ｺｲﾜﾏｲ

11 1891 小岩真維(2) 宮城県水産高
ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ

12 250 橋本　碧衣(2) 山形市立商高
ｵｵﾊﾞ ﾘｵ

13 233 大場　梨央(3) 山形市立商高
ﾈﾓﾄ　ｲﾌﾞｷ

14 1052 根本　伊ぶき(4) 仙台大学
ﾎｼ　ｷｮｳｶ

15 1053 星　京香(4) 仙台大学
ｽｽﾞｷ　ｶｲﾈ

16 1092 鈴木　海音(1) 仙台大学
ﾐｳﾗ ﾙﾘ

17 152 三浦 瑠璃(3) 創学館高
ｻﾄｳ　ﾊﾙｶ

18 1084 佐藤　はるか(1) 仙台大学



 女子やり投(600g)
審 判 長：

記録主任：

6月2日 15:00 

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 ｺｺﾛ

1 1331 石川　こころ(2) 仙台高専名取
ｲｶﾞﾗｼ　ﾏﾘｶ

2 787 五十嵐　茉莉香(2) 聖和学園高
ｽｽﾞｷ ﾚﾝｹﾞ

3 356 鈴木　恋華(2) 仙台高
ｵｵﾀﾞﾂﾒ ﾘﾝ

4 351 大立目　琳(3) 仙台高
ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾗﾗ

5 949 山口　府良(2) 仙台育英学園高
ｺﾝﾉ ﾅﾅ

6 1968 今野　奈那(3) 石巻西高
ﾅｶﾑﾗ　ｷﾐｶ

7 1059 中村　公香(2) 仙台大学
ﾀｶﾊｼ ｱﾐ

8 1591 髙橋　愛実(2) 中新田高　
ｼｶﾞ ﾊﾙｶ

9 213 志賀　晴夏(2) 仙台向山高
ﾀｶﾊｼﾏﾘ

10 1274 髙橋　真理(2) 名取北高
ﾅﾄﾘ　ｼｵﾘ

11 1058 名取　詩織(2) 仙台大学
ｲﾉﾏﾀ ﾘﾘﾅ

12 710 猪俣　璃々菜(3) 米沢中央高

13 1087 三澤　彩乃ﾐｻﾜ　ｱﾔﾉ(1) 仙台大学


