
 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月22日 10:20 

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｱﾍﾞ　ﾘｭｳﾍｲ ｲﾄｳ　ｹｲｲﾁﾛｳ

1 185 安部　竜平(2) 仙台大 1 207 伊東　慶一郎(M２) 仙台大
ｵｵｶﾞｷ　ｹｲﾔ ｻｻｷ ｼｭｳﾔ

2 251 大垣　京也(1) 仙台大 2 4637 佐々木　秀弥(0) レオクラブ
ﾌｶﾎﾘ　ﾘｮｳﾀ ｺﾝﾉ ﾋﾛﾑ

3 204 深堀　凌太(4) 仙台大 3 287 今野　洋夢(4) 東北学院大
ｶﾉ　ｹﾝﾉｽｹ ｺﾝ ｿｳﾔ

4 209 鹿野　剣之介(M２) 仙台大 4 289 今　颯也(4) 東北学院大
ｵｵｶﾐ　ﾅｵｷ ﾏﾉ　ﾘｮｳｺﾞ

5 384 大上　直起(2) 仙台大 5 180 眞野　竜伍(2) 仙台大
ｵｵﾀ　ﾄｼｷ ｼﾏﾔﾏ ﾕｳ

6 190 太田　俊希(3) 仙台大 6 297 島山　悠(3) 東北学院大
ｵｵﾑｶｲ　ｲﾀﾙ ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ

7 198 大向　到(3) 仙台大 7 300 高橋　亨弥(3) 東北学院大
ﾌｼﾞﾀ　ﾕｳﾄ ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾏ

8 183 藤田　優斗(2) 仙台大 8 5187 渋谷 涼馬(0) 酒田市陸協

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲﾜﾀ　ｶｽﾞｷ ｻﾄｳ ｶｲﾘ

1 267 岩田　和樹(1) 仙台大 1 201 佐藤　開陸(4) 仙台大
ｵｵｽﾐ ｺﾊｸ ﾖﾛｽﾞ ﾀｶﾋﾛ

2 285 大角　虎白(2) 仙台西 2 191 萬　昂大(3) 仙台大
ｱﾝｻｲ ｼｮｳｺﾞ ｾｷﾈ ｷｮｳ

3 4614 安齋　彰悟(0) AC宮城 3 299 関根　響(3) 東北学院大
ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ ｷｸﾁ　ｹｲﾏ

4 70 平井　景梧(4) 東北大 4 262 菊地　慧真(1) 仙台大
ﾐﾄ　ﾋﾛｱｷ ｶﾒｲ ﾔｽｵ

5 195 水戸　大了(3) 仙台大 5 4496 亀井　康夫(0) TEAMTGRacing

ﾄﾖﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾀｶｽ ｼｭｳ

6 916 豊田　凜太郎(3) 仙台育英学園 6 96 高須　秋(3) 東北大
ｻｻﾉ ﾕｳｶﾞ ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ

7 444 笹野　優我(2) 東北工業大 7 401 佐藤　匠真(2) 仙台高校
ﾊﾏﾑﾗ　ﾀｶﾄ ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ

8 205 浜村　嵩翔(4) 仙台大 8 1172 川島　侑也(3) 仙台高専広瀬

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

ｲｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｱﾝﾄﾞｳ　ﾏｻﾄ

1 305 飯澤　賢人(3) 東北学院大 1 882 安藤　聖人(1) 聖和学園
ﾈﾓﾄ　ﾖｳｽｹ ｻﾄｳ　ﾘｮｳﾀﾛｳ

2 254 根本　洋輔(1) 仙台大 2 177 佐藤　亮太朗(2) 仙台大
ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞﾏ ｱｻﾐ ｺｳｷ

3 872 髙橋　和真(2) 聖和学園 3 1298 浅見功輝(2) 柴田高校
ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳ ｻﾝｼﾞｮｳﾒ　ﾀｲｷ

4 176 高橋　諒(2) 仙台大 4 212 三條目　泰樹(3) 仙台大
ｶｻｲ ｼｮｳﾀ ｶﾜｷﾞｼ ﾚﾝ

5 487 葛西　翔大(4) 東北福祉大 5 4867 川岸　蓮(1) 東北大医学
ｲｾｷ　ｲﾌﾞｷ ｻﾄｳ ｼｮｳ

6 202 井関　生基(4) 仙台大 6 914 佐藤　丞(3) 仙台育英学園

ｱﾍﾞ　ﾘｭｳﾏ ﾂｼﾏ　ﾊﾔﾄ

7 271 阿部　龍真(1) 仙台大 7 221 對馬　勇斗(2) 仙台大
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ｴﾝﾄﾞｳ　ﾀｲｶﾞ

8 298 鈴木　佑斗(3) 東北学院大 8 193 遠藤　大河(3) 仙台大

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

6月22日 10:20 

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

ﾊﾅﾜ　ﾕｳﾄ

1 188 塙　悠人(2) 仙台大 1

ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ ﾓﾄﾐﾔ ﾀｶﾄ

2 320 三浦　侑真(2) 東北学院大 2 1151 本宮　昂斗(2) 東北生文大
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾅﾘ

3 1307 鈴木 大翔(1) 柴田高校 3 929 藤原　希成(2) 仙台育英学園

ﾂﾁﾀﾞ ﾀｹﾖﾘ ｱﾜﾉ ﾊﾙﾄ

4 1024 槌田　武偉(3) 東北高 4 291 粟野　晴斗(1) 仙台西
ｵｵﾀｷ ﾅｵﾔ ｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ

5 4659 大瀧　直也(0) TEAMTGRacing 5 1315 伊藤 誠竜(1) 柴田高校
ﾋｸﾞﾁ　ﾀｲｾｲ ﾌｼﾞ ﾊﾙﾄ

6 264 樋口　泰誠(1) 仙台大 6 1183 富士　陽大(1) 仙台高専広瀬

ﾌｼﾞｲ　ﾀﾞｲｽｹ ﾑﾗｶﾐ ﾘｸ

7 247 藤井　大祐(1) 仙台大 7 1313 村上　凌久(1) 柴田高校
ｷﾑﾗ　ﾘｮｳﾏ ﾐｷ ｶｲﾄ

8 189 木村　涼馬(2) 仙台大 8 1023 三木　海斗(3) 東北高

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

1 1

ｻﾄｳ ｿﾗ ｷﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ

2 965 佐藤　宙(1) 仙台育英学園 2 574 木野　慶次郎(3) 六郷中
ﾆｼﾜｷ ｹﾝ ﾂｼﾞ ﾀﾂﾔ

3 578 西脇　顕(M1) 東北大 3 403 辻　達也(2) 仙台高校
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ

4 607 畠山　竜司(0) 北上市体協 4 1441 千葉 惇志(1) 柴田高校
ｻﾄｳ ﾚﾝﾏ ﾔﾌﾞｷ ｹｲﾀ

5 1312 佐藤 蓮真(1) 柴田高校 5 1046 矢吹　慶太(1) 東北高
ｵｵﾄﾓ ｶｲｾｲ ﾌｶｲ ﾕｳｾｲ

6 1314 大友 海青(1) 柴田高校 6 1034 深井　祐誠(2) 東北高
ｻﾄｳ ｿﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ

7 1440 佐藤 大空(1) 柴田高校 7 1311 渡邊 汐音(1) 柴田高校
ﾅｶｼﾞﾏ　ｺｳｷ ﾓﾘ ｸｳﾄ

8 199 中嶋　公貴(3) 仙台大 8 964 森　空斗(1) 仙台育英学園

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

1 1

ｲｼｲ ﾕｳﾄ ｱｿ　ﾋｲﾛ

2 75939 石井　裕人(2) いずみざきＴＣ 2 194 阿蘇　秀朗(3) 仙台大
ﾐｳﾗ ﾀｸﾐ ﾑﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

3 3619 三浦　匠(2) 角田中 3 5504 武藤　匠吾(2) 東向陽台中
ﾔｼﾏ ﾅｵｷ ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾄ

4 3603 八島　直毅(1) 角田中 4 1154 熊谷　春杜(1) 東北生文大
タカハシショウト ｸｽﾊﾗ ﾘｸﾄ

5 0 髙橋翔斗(0) 湯沢市陸協 5 561 楠原　陸永(1) 六郷中
ｵｲｶﾜ ﾕﾗ ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ

6 5481 及川　　遥(3) 東向陽台中 6 3604 佐藤　渚哉(1) 角田中
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ ｶﾂﾗｼﾏ ﾘｭｳ

7 1309 髙橋 悠太(1) 柴田高校 7 5508 桂島　　隆(2) 東向陽台中
ｻﾄｳ ｶﾝﾀ ｸﾏﾀﾞ ｹｲﾀ

8 5507 佐藤　幹太(2) 東向陽台中 8 3621 熊田　啓汰(2) 角田中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

6月23日 12:30 

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

ｼﾏﾇｷ　ｱﾕﾑ ｲﾜﾀ　ｶｽﾞｷ

1 252 島抜　歩夢(1) 仙台大 1 267 岩田　和樹(1) 仙台大
ﾌｼﾞｲ　ﾀﾞｲｽｹ ｱﾗ ﾕｳ

2 247 藤井　大祐(1) 仙台大 2 521 荒　優(1) 東北福祉大
ﾌｶﾎﾘ　ﾘｮｳﾀ ｵｵｶﾐ　ﾅｵｷ

3 204 深堀　凌太(4) 仙台大 3 384 大上　直起(2) 仙台大
ｶﾉ　ｹﾝﾉｽｹ ﾏﾂﾓﾄ　ｺｳｼﾞﾛｳ

4 209 鹿野　剣之介(M２) 仙台大 4 210 松本　宏二郎(M２) 仙台大
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾀｲｶﾞ ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝﾀ

5 193 遠藤　大河(3) 仙台大 5 286 熊谷　慎太(4) 東北学院大
ﾐﾄ　ﾋﾛｱｷ ｼﾉﾌﾞ　ﾘｭｳｾｲ

6 195 水戸　大了(3) 仙台大 6 266 信夫　龍成(1) 仙台大
ｲﾄｳ　ｹｲｲﾁﾛｳ ｱﾍﾞ　ﾘｭｳﾏ

7 207 伊東　慶一郎(M２) 仙台大 7 271 阿部　龍真(1) 仙台大
ﾌｼﾞﾀ　ﾕｳﾄ ﾋｸﾞﾁ ｼﾞﾝ

8 183 藤田　優斗(2) 仙台大 8 3058 樋口 仁(0) 宮城陸協

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾄﾖｶﾜ ﾊﾔﾄ

1 245 豊川勇斗(2) 山本学園 1

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾔ ｲｾｷ　ｲﾌﾞｷ

2 508 小野寺　裕哉(2) 東北福祉大 2 202 井関　生基(4) 仙台大
ｵｵｶﾜﾊﾔﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾄ

3 1933 大川颯人(3) 宮城水産高 3 76 山田　将斗(4) 東北大
ｵｵﾑｶｲ　ｲﾀﾙ ﾊﾅﾜ　ﾕｳﾄ

4 198 大向　到(3) 仙台大 4 188 塙　悠人(2) 仙台大
ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳ ｻﾄｳ　ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 176 高橋　諒(2) 仙台大 5 177 佐藤　亮太朗(2) 仙台大
ﾀｶﾀﾞﾏ　ﾚﾝﾄ ﾋｸﾞﾁ　ﾀｲｾｲ

6 181 高玉　蓮斗(2) 仙台大 6 264 樋口　泰誠(1) 仙台大
ﾊﾏﾑﾗ　ﾀｶﾄ ｺﾝﾉ ﾘｸ

7 205 浜村　嵩翔(4) 仙台大 7 5199 今野 陸(0) 酒田市陸協
ｵｵｶﾞｷ　ｹｲﾔ ｻﾄｳ ｶｲﾘ

8 251 大垣　京也(1) 仙台大 8 201 佐藤　開陸(4) 仙台大

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

1 1

ｽｽﾞｷ　ﾋｲﾛ ﾅｶｼﾞﾏ　ｺｳｷ

2 178 鈴木　飛郎(2) 仙台大 2 199 中嶋　公貴(3) 仙台大
ﾀｶｷﾞ　ｶﾞｲｱ ｲﾄｲ　ﾚｵ

3 203 髙木　凱亜(4) 仙台大 3 604 糸井　澪央(1) 仙台大
ｵｵﾀ　ﾄｼｷ ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｷﾖ

4 190 太田　俊希(3) 仙台大 4 5053 高橋 信清(0) 酒田市陸協
ｽｴﾔ ｺｳｼ ﾀｹﾀﾞ ｱﾕﾑ

5 1043 末谷　幸士(1) 東北高 5 244 武田渉夢(2) 山本学園
ﾓﾘ ｱﾗｾ ﾏﾉ　ﾘｮｳｺﾞ

6 186 森　新世(2) 仙台大 6 180 眞野　竜伍(2) 仙台大
ｴﾝﾄﾞｳ　ｿｳﾀ ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ

7 187 遠藤　颯太(2) 仙台大 7 5172 齊藤 太朗(0) 酒田市陸協
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ ｷﾑﾗ　ﾘｮｳﾏ

8 1022 高橋　朋希(3) 東北高 8 189 木村　涼馬(2) 仙台大

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

6月23日 12:30 

7組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ｻｻｷ ｹｲｽｹ

2 1413 佐々木　啓介(2) 仙台高専名取

ｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ

3 928 和泉　隼人(2) 仙台育英学園

ｱｿ　ﾋｲﾛ

4 194 阿蘇　秀朗(3) 仙台大
ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳ

5 3397 後藤　理優(1) 宮城陸協
ﾀｶﾊｼ ｹｲ

6 575 髙橋　恵生(3) 六郷中
ﾄｻ ﾅｵﾀﾛｳ

7 1180 土佐　直太郎(1) 仙台高専広瀬

ｶﾄｳ ﾀﾂﾕｷ

8 4183 加藤　辰幸(4) 仙台高専名取

記録



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

6月22日 11:20 

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

ｲﾄｲ　ﾚｵ

1 604 糸井　澪央(1) 仙台大 1

ｽｽﾞｷ　ﾋｲﾛ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ

2 178 鈴木　飛郎(2) 仙台大 2 490 畠山　侑生(4) 東北福祉大
ﾀｶﾀﾞﾏ　ﾚﾝﾄ ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｻ

3 181 高玉　蓮斗(2) 仙台大 3 1173 中道　一紗(3) 仙台高専広瀬

ｼﾉﾌﾞ　ﾘｭｳｾｲ ﾏﾂﾓﾄ　ｺｳｼﾞﾛｳ

4 266 信夫　龍成(1) 仙台大 4 210 松本　宏二郎(M２) 仙台大
ﾀｶﾊｼ　ﾖｼﾄ ﾃﾝﾏ ｼﾞｭﾝﾀ

5 208 高橋　賢人(M２) 仙台大 5 492 天摩　隼太(4) 東北福祉大
ﾔﾅﾊﾞ　ｼﾞｮｳ ｸﾏｶﾞｲ ｺﾖﾀ

6 197 簗場　丈(3) 仙台大 6 496 熊谷　暦太(3) 東北福祉大
ｼﾏﾇｷ　ｱﾕﾑ ﾐﾄ　ﾋﾛｱｷ

7 252 島抜　歩夢(1) 仙台大 7 195 水戸　大了(3) 仙台大
ﾀｶﾊｼ　ｲｸﾄ ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ

8 196 髙橋　郁人　(3) 仙台大 8 1756 長内　智(0) パンチ工業

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

ﾓﾘ ｱﾗｾ ﾖｼﾀﾞﾘｸﾄ

2 186 森　新世(2) 仙台大 2 1310 吉田 陸人(1) 柴田高校
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ

3 4492 武内　勇輝(0) TEAMTGRacing 3 528 村山　大生(3) 石巻専修大学

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾔﾏﾄ

4 664 山口　修平(1) 岩手大学 4 493 小野寺　大和(3) 東北福祉大
ｽｽﾞｷ ｶｲ ｵｶﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

5 498 鈴木　海(3) 東北福祉大 5 486 尾形　昇平(4) 東北福祉大
ｻﾄｳ ｶｲﾘ ｺﾀﾞﾏ　ﾋﾃﾞｷ

6 201 佐藤　開陸(4) 仙台大 6 607 児玉　英樹(1) 仙台大
ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾄ ｵﾓﾄ ﾊｸ

7 927 内山　琢斗(1) 仙台育英学園 7 1302 尾本拍(1) 柴田高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾌﾐ

8 8 937 萩原　崇文(1) 仙台育英学園

5組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ｱｶﾋﾗ ｶｽﾞｷ

2 0 赤平　和紀(0) 岩沼市陸協
ｱｿ　ﾋｲﾛ

3 194 阿蘇　秀朗(3) 仙台大
ﾀｶﾉ ﾋﾛ

4 529 高野　比呂(3) 石巻専修大学

ﾊﾔｻｶ ｱｵｲ

5 1182 早坂　碧唯(1) 仙台高専広瀬

ｷﾑﾗ　ﾀｲｷ

6 192 木村　汰貴(3) 仙台大
ｵｵﾉ ﾅﾂﾋﾛ

7 3385 大野　夏寛(3) いずみざきＴＣ

8

記録 記録

記録 記録

記録



 男子800m
審 判 長：

記録主任：

6月22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

ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ ｱｼﾉ　ﾀｲｷ

2 174 髙橋　佑貴　(4) 仙台大 3 603 芦野　泰規(1) 仙台大
ﾖｼﾀﾞ　ｼｮｳ ｾｲﾉ ﾕｳﾀ

3 167 吉田　翔(2) 仙台大 4 0 清野　雄太(M1) 東北大
ｻﾄｳ　ﾕｳﾄ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｲｸﾐ

4 171 佐藤　優斗(4) 仙台大 5 506 溝口　育海(3) 東北福祉大
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ ｵｲｶﾜ　ﾕｳｷ

5 169 渡辺　晟名(3) 仙台大 6 253 及川　佑樹(1) 仙台大
ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ ﾀｶｸﾗ ﾁｻｷ

6 156 菅原　遥(4) 仙台大 7 95 高倉　直幸(3) 東北大
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋｶﾙ

7 6702 渡辺　光(0) 新庄地区陸協

ｲﾄｳ　ｹｲｲﾁﾛｳ

8 207 伊東　慶一郎(M２) 仙台大

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

ﾀｶﾊｼ　ﾘｷﾄ ｲﾁﾉﾍ ﾘｸ

2 613 髙橋　力斗(1) 仙台大 2 1179 一戸　李勁(1) 仙台高専広瀬

ｱﾍﾞ ﾎｳｽｲ ﾋﾛﾀ ｼｭｳﾄ

3 1171 阿部　豊翠(3) 仙台高専広瀬 3 4247 廣田　嵩人(2) 東北大医学
ﾀｶﾊﾀ　ﾅﾂﾁｶ ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

4 876 髙畑　夏愛(2) 聖和学園 4 1301 斉藤和哉(1) 柴田高校
ﾊﾏﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ ﾖｺｵ ｱﾂｼ

5 172 濱田　凌平(4) 仙台大 5 1146 横尾　篤(1) 東北生文大
ﾏﾂｶﾜ　ｱﾔﾄ ｻｲﾄｳ ﾚｵﾏ

6 260 松川　彩人(1) 仙台大 6 1439 斉藤 鈴大真(1) 柴田高校
ｵｵｲｼ ｸﾛｳﾄﾞ ﾁﾊﾞ ｼｮｳ

7 1442 大石　蔵人(1) 柴田高校 7 959 千葉　祥(1) 仙台育英学園

ｺﾀﾞｲﾗ ｹｲｲﾁ ｱｻｲ ｺｳｼﾛｳ

8 4815 小平　圭一(0) あぶくまAC 8 1175 浅井　晃司郎(2) 仙台高専広瀬

記録 記録

記録 記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

1組

2組

3組

4組



 男子1500m
審 判 長：

記録主任：

6月23日 12:05 

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

ﾖｼﾀﾞ　ｼｮｳ ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ

1 167 吉田　翔(2) 仙台大 1 639 坂本　航規(1) 東北学院大
ﾓﾐﾔﾏ ﾕｳｽｹ ｵｵﾂｶ ｶｹﾙ

2 3918 籾山　雄介(0) 山形市陸協 2 1284 大塚 翔(1) 柴田高校
ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｭｳｾｲ ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ

3 160 山田　琉生(2) 仙台大 3 5512 鈴木　慶伍(2) 東向陽台中
ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ ｻﾝｼﾞｮｳ　ﾋﾋﾞｷ

4 4805 菅野　辰也(0) あぶくまAC 4 610 三條　響生(1) 仙台大
ﾎｿﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾊﾝｶﾞｲﾕｳﾀ

5 71 細田　健斗(4) 東北大 5 1926 半谷優太(2) 宮城水産高
ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ ｶﾄｳ　ﾏｻｷ

6 1048 神田　大地(1) 東北高 6 151 加藤　将貴(2) 仙台大
ｻｴｷ　ｹﾝﾀ ｻｲﾄｳ ｿｳｷ

7 163 佐伯　健太(2) 仙台大 7 1052 齋藤　颯希(1) 東北高
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾅ ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ

8 169 渡辺　晟名(3) 仙台大 8 1049 丹野　滉太郎(1) 東北高
ｽｶﾞﾜﾗ　ｶｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ

9 154 菅原　快維(2) 仙台大 9 1051 小林　秀寿(1) 東北高
ｵｵﾀ　ﾀｸﾐ ｸﾛｻﾜ　ﾀﾂﾉｽｹ

10 170 太田　拓未(4) 仙台大 10 606 黒沢　竜之介(1) 仙台大
ﾀｶﾅｼ　ﾘｸ ｼﾌﾞﾔ ﾀﾞｲｺﾞ

11 258 髙梨　陸(1) 仙台大 11 5486 澁谷　大悟(3) 東向陽台中
ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ ﾊﾏﾅｶ　ｺｳﾀ

12 174 髙橋　佑貴　(4) 仙台大 12 617 濱中　浩太(1) 仙台大
ｻﾄｳ　ﾕｳﾄ

13 171 佐藤　優斗(4) 仙台大

14 164 内山 凌(2) 仙台大
ｽｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ

15 156 菅原　遥(4) 仙台大

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｶﾄｳ ﾋﾉｷ

1 4565 加藤  檜(2) 向洋中
ｵｲｶﾜ ﾉｱ

2 5488 及川　　果(1) 東向陽台中
ｷﾑﾗ ﾄﾓ

3 5490 木村　　共(1) 東向陽台中
ﾃﾙｲ　ｶｽﾞﾄ

4 614 照井　知殿(1) 仙台大
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ

5 1125 遠藤　倖成(1) 東北生文大
ｶﾝﾉ ﾀｸﾄ

6 5511 菅野　卓杜(2) 東向陽台中
ｵﾉ ﾊﾙｷ

7 5491 小野　晴生(1) 東向陽台中
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾏ

8 5492 村田　悠真(1) 東向陽台中
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ

9 5519 吉田　智輝(1) 東向陽台中
ﾁﾋﾛ ﾕｳﾄ

10 5520 千尋　優斗(1) 東向陽台中

記録 記録

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

1組

2組

3組



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

6月23日 11:00 

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

ｵｵﾀﾆ ｱﾀﾙ ｸﾏｶﾞｲ　ｼﾝｺﾞ

1 3215 大谷　克(0) 南陽市役所 1 159 熊谷　真吾(3) 仙台大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ ﾓﾄｷ　ﾚﾝ

2 454 渡辺　誠也(4) 山形大 2 153 元木　蓮(2) 仙台大
ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ ｻﾄｳ　ﾀｸﾐ

3 4812 一條　博海(0) あぶくまAC 3 4009 佐藤　工(0) 広瀬川RC
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ

4 1039 佐藤　翔太(2) 東北高 4 1145 石川　正樹(3) 東北生文大
ｽｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ ﾐｳﾗ ﾘﾝﾀ

5 477 菅田　和馬(1) 富士大 5 1283 三浦 凜太(1) 柴田高校
ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ ｻﾄｳ ｶｲﾄ

6 4056 鈴木　唯斗(0) チーム気仙沼 6 1289 佐藤 海斗(1) 柴田高校
ｴｶﾞﾜ　ｹﾝﾀ ｵｻﾅｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ

7 152 江川　健太(2) 仙台大 7 1176 小山内　駿平(2) 仙台高専広瀬

ササキユウジ ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ

8 4811 佐々木優治(3) 東北福祉AC 8 406 後藤　優月(1) 仙台高校
ｻﾄｳ　ﾕｳｼﾛｳ ｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ

9 175 佐藤　佑志郎(4) 仙台大 9 1304 伊澤　孝太(1) 柴田高校
ｽｶﾞﾜﾗ　ｶｲ ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ

10 154 菅原　快維(2) 仙台大 10 279 大森 亮平(4) TｒｙAgainRC

ﾅﾏｲ ｻｽｹ ﾊﾔｼ ﾅｵﾕｷ　

11 456 生井　佐助(4) 山形大 11 4791 林 直之(1) 仙台市役所
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾂﾊﾞｻ ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ

12 158 遠藤　翼(2) 仙台大 12 293 佐藤　優太郎(1) 仙台西
ｵﾊﾞﾀ ｿﾗﾄ ｷｻﾗ ﾏｻﾊﾙ

13 1040 小畑　空斗(2) 東北高 13 1306 木皿　雅晴(1) 柴田高校
ｼｮｳｼﾞ　ﾂﾖｼ ｺｳｽｲ ｹﾞﾝ

14 157 庄司　強(4) 仙台大 14 1303 湖　絃(1) 柴田高校
ｻﾄｳ ｹﾝﾀ ｻｻｷ ﾕｳﾀ

15 1032 佐藤　健太(3) 東北高 15 1277 佐々木 優大(1) 柴田高校
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ﾄﾁｸﾎﾞ ｺｳｾｲ

16 1042 鈴木　夢叶(2) 東北高 16 1143 栃久保　好誠(1) 東北生文大
ｽｽﾞｷ ｵﾄ ﾊﾔｼ ｿｳｺﾞ

17 1038 鈴木　響(2) 東北高 17 1305 林　聡吾(1) 柴田高校
ｲﾉｳｴ ﾀｲｷ

18 588 井上　大輝(1) 東北大

記録 記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

1組

2組



 男子110mH
審 判 長：

記録主任：

6月22日 10:05 

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

2 2

ﾀﾞｻｲ ﾀﾂﾄ ｺｾｷ ｼｭﾝ

3 441 太細　龍人(1) 東北学院大 3 4615 小関　隼(0) AC宮城
ｿｳﾏ　ﾕｳｷ ｵｵﾑﾗ ﾄｵﾙ

4 246 相馬　夕輝(1) 仙台大 4 445 大村　徹(5) 仙台高専広瀬

ｸﾏｶﾞｲ ｶｲ ｸｽﾉｷ ｹｲｽｹ

5 648 熊谷　魅(1) 秋田大 5 41 楠木　啓介(M2) 東北大
ﾖﾛｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾖｼｷ ﾄﾓﾋﾛ

6 191 萬　昂大(3) 仙台大 6 1174 吉城　智央(3) 仙台高専広瀬

ｱﾍﾞ　ﾘｭｳﾏ

7 271 阿部　龍真(1) 仙台大 7

記録 記録



 男子110mJH(9.14m/0.990m)
審 判 長：

記録主任：

6月22日 10:00 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ

5 1308 髙橋 快凜(1) 柴田高校

記録



 男子400mH
審 判 長：

記録主任：

6月23日 13:10 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾎｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ

2 1418 星塚　聖斗(3) 仙台高専名取

ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾅﾀ

3 1021 西城　哉汰(3) 東北高
ｺﾀﾞﾏ　ﾋﾃﾞｷ

4 607 児玉　英樹(1) 仙台大
ｺﾝﾉ ﾀｸﾏ

5 5082 今野 拓磨(0) 酒田市陸協
ｵｶｼﾞﾏ ｼﾞｮｳﾚﾝ

6 953 岡嶌　丈怜(3) 仙台育英学園

記録



 男子4X100mR

6月23日 13:45 

3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
(  ) 445 ｵｵﾑﾗ ﾄｵﾙ (  ) 287 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾑ (  ) 3603 ﾔｼﾏ ﾅｵｷ
(  ) 1172 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ (  ) 286 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝﾀ (  ) 3619 ﾐｳﾗ ﾀｸﾐ
(  ) 1174 ﾖｼｷ ﾄﾓﾋﾛ (  ) 289 ｺﾝ ｿｳﾔ (  ) 3604 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ
(  ) 1173 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｻ (  ) 301 ﾂﾀﾞ ﾖｳﾍｲ (  ) 3621 ｸﾏﾀﾞ ｹｲﾀ
(  ) 1177 ﾖｺｵ ﾏｻｷ (  ) (  ) 3602 ｺﾅｼ ﾊﾙﾄ
(  ) 1183 ﾌｼﾞ ﾊﾙﾄ (  ) (  ) 3622 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
(  ) 1023 ﾐｷ ｶｲﾄ (  ) 1147 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ
(  ) 1043 ｽｴﾔ ｺｳｼ (  ) 1153 ﾏｶﾍﾞ ﾘｸ
(  ) 1044 ｶﾜｸﾞﾁ ｲｯｺｳ (  ) 1151 ﾓﾄﾐﾔ ﾀｶﾄ
(  ) 1024 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｹﾖﾘ (  ) 1148 ｻｲｼﾞｮｳ ｿｳﾀ
(  ) 1045 ｱﾗｲ ﾘｸﾄ (  ) 1150 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｷ
(  ) 1046 ﾔﾌﾞｷ ｹｲﾀ (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

荒井　陸人(1)
矢吹　慶太(1)

東北生文大
高橋　翔馬(3)
眞壁　吏郁(2)
本宮　昂斗(2)
西城　颯太(3)
藤田　稔生(2)

濵田　孟徳(2)

東北高
三木　海斗(3)
末谷　幸士(1)
川口　一光(1)
槌田　武偉(3)

角田中
八島　直毅(1)
三浦　匠(2)
佐藤　渚哉(1)
熊田　啓汰(2)
小梨　陽人(3)

富士　陽大(1)

東北学院大
今野　洋夢(4)
熊谷　慎太(4)
今　颯也(4)
津田　傭兵(3)

仙台高専広瀬
大村　徹(5)
川島　侑也(3)
吉城　智央(3)
中道　一紗(3)
横尾　晟希(2)



 男子走高跳
審 判 長：

記録主任：

6月23日 11:30 

　

ﾃﾞﾝﾎﾟｳ　ﾀｸﾐ

1 224 傳法　卓己(3) 仙台大
ｻｶﾞﾗ　ﾘｭｳｼﾞ

2 236 相良　龍慈(3) 仙台大
ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾁ

3 223 中島　大地(3) 仙台大
ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ

4 59 山下　一也(M1) 東北大
ｶﾝﾉ　ｼｮｳｺﾞ

5 235 菅野　翔吾(3) 仙台大
ﾅｶﾞﾈ ﾀﾞｲｽｹ

6 939 長根　大祐(1) 仙台育英学園
ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾔ

7 577 上原　隆矢(3) 六郷中
ﾋｺｻｶ ｺｳｷ

8 3121 彦坂　幸毅(0) 宮城陸協
ｺﾀﾞﾏ　ｷｽｲ

9 265 児玉　綺粋(1) 仙台大
ﾈﾔ ｱﾂｼ

10 56 根谷　温(M1) 東北大
ｻﾄｳ　ﾀｸﾐ

11 255 佐藤　匠(1) 仙台大
ﾀｶﾊｼ　ﾙｲ

12 220 高橋　瑠威(2) 仙台大
ｵｵｲｼ　ｹｲ

13 605 大石　慧(1) 仙台大
ｵｵﾐﾅﾄ　ｺｳｽｹ

14 225 大湊　晃介(3) 仙台大

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 男子棒高跳
審 判 長：

記録主任：

6月22日 12:30 

　

ｻﾄｳ ﾕﾀｶ

1 640 佐藤　豊(1) 東北学院大
ｶﾄｳ ﾏﾅﾄ

2 399 加藤　愛斗(2) 仙台高校
ｷｸﾁ　ﾕｳ

3 241 菊池　佑(3) 仙台大
ｶﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ

4 226 加藤　大地(2) 仙台大
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ

5 4096 佐藤 康平(0) MSC
ﾐﾔｳﾁ　ｱﾂｼ

6 250 宮内　敦史(1) 仙台大

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 男子走幅跳
審 判 長：

記録主任：

6月22日 11:30 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ　ﾘｮｳ

1 864 佐々木　諒(3) 聖和学園
ｳﾁﾀﾞ　ﾋﾛﾀｶ

2 230 内田　裕崇(4) 仙台大
ｶﾜｸﾞﾁ ｲｯｺｳ

3 1044 川口　一光(1) 東北高
ﾏｴｶﾜ ｼｮｳﾄ

4 578 前川　政人(0) 北上市体協
ﾖｺｵ ﾏｻｷ

5 1177 横尾　晟希(2) 仙台高専広瀬
ﾔﾀﾞ　ﾀｸﾐ

6 245 矢田　拓誠(3) 仙台大
ﾀﾞｻｲ ﾉｿﾞﾐ

7 1300 太齋希望(1) 柴田高校
ﾀｻｷ　ﾄﾓﾔ

8 273 田崎　智哉(1) 仙台大
ｸﾛﾌﾞﾁ　ｺｳﾀ

9 229 黒渕　晃太(4) 仙台大
ﾀｶﾊｼ　ﾄﾓﾔ

10 244 高橋　知也(3) 仙台大
ｵｵﾆｼ　ﾕｳﾀ

11 239 大西　悠太(3) 仙台大
ﾏﾂｷ ﾋﾘｭｳ

12 200 松木　飛龍(3) 岩手大学
ｸﾄﾞｳ　ﾕｳｶﾞ

13 242 工藤　悠雅(3) 仙台大
ﾎﾝﾀﾞﾘｭｳﾉｼﾝ

14 249 本田　龍之神(1) 仙台大
ｻﾄｳ ｿｳﾔ

15 5503 佐藤　奏弥(2) 東向陽台中
ｻﾄｳ ｺｳﾀ

16 400 佐藤幸多(2) 仙台高校
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ

17 51 今泉　裕真(M1) 東北大
ﾏﾔﾏ ｴｲｼﾝ

18 1053 真山　瑛進(1) 東北高
ｻﾄｳ　ｼﾞｮｳｼﾞ

19 869 佐藤　丈治(3) 聖和学園
ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ

20 1178 阿部　春樹(1) 仙台高専広瀬
ｼｼﾄﾞﾋﾛﾑ

21 233 宍戸　大夢(4) 仙台大
ｷｸﾁ　ｹｲﾏ

22 262 菊地　慧真(1) 仙台大
ｱﾗｲ ﾘｸﾄ

23 1045 荒井　陸人(1) 東北高
ｻｻｷ ｺｳﾀﾞｲ

24 5513 佐々木皓大(2) 東向陽台中



 男子三段跳
審 判 長：

記録主任：

6月23日 12:30 

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

ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ

1 524 小山　哲哉(1) 東北福祉大
ﾏﾂｼﾀ　ｼｮｳｲﾁ

2 2329 松下　翔一 秋田市陸協
ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾌﾐ

3 217 高橋　将史(3) 仙台大
ﾏｽｺ　ｼｭﾝﾄ

4 219 増子　竣斗(3) 仙台大
ｵｵｲｼﾀﾞ　ｺｳｷ

5 215 大石田　航希(3) 仙台大
ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｼ

6 216 高橋　和志(3) 仙台大
ﾎﾝﾀﾞﾘｭｳﾉｼﾝ

7 249 本田　龍之神(1) 仙台大
ｵｶｻﾞｷ　ｹｲﾀ

8 218 岡崎　圭汰(3) 仙台大
ﾂｼﾏ　ﾊﾔﾄ

9 221 對馬　勇斗(2) 仙台大



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

6月23日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ　ﾄｼｷ

1 257 佐藤　敏希(1) 仙台大
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲ

2 137 渡邊　大(3) 仙台大
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾅｵﾋﾛ

3 147 小林　尚弘(2) 仙台大
ﾏﾂｼﾀ　ｼｮｳ

4 134 松下　翔(4) 仙台大
ｸﾜﾊﾗ　ﾀｲｶﾞ

5 136 桒原　泰雅(3) 仙台大
ﾇﾉｶﾜ　ｱｷﾗ

6 146 布川　輝(3) 仙台大



高校男子砲丸投(6.00kg）
審 判 長：

記録主任：

6月23日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ

1 1121 川村　健人(2) 東北学院榴ヶ岡



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月23日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ｺｳｾｲ

1 915 佐藤　光晟(1) 仙台育英学園



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月22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

ｺﾂｶﾞｲ　ﾄｳﾏ

1 274 小番　透馬(1) 仙台大
ｲｼｶﾜ　ﾅｵﾋﾛ

2 256 石川　有宏(1) 仙台大
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾜﾀﾙ

3 139 遠藤　航(3) 仙台大
ｶﾈｺ　ﾖｼｷ

4 131 金子　慶輝(4) 仙台大
ｻｲ　ﾋﾛｷ

5 259 齋　大輝(1) 仙台大
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

6 4636 佐藤　貴展(0) レオクラブ
ﾏｽｺ　ﾄﾓｷ

7 138 増子　友樹(3) 仙台大
ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾀｶ

8 4095 小原 雅貴(0) MSC
ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾔ

9 130 鈴木　佑弥(M2) 仙台大



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：

記録主任：

6月22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

ﾐｳﾗ ﾖｳ

1 1443 三浦 瑶(1) 柴田高校



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

6月22日 13:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ　ﾄｵﾙ

1 140 佐藤　達(3) 仙台大
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾘｮｳﾍｲ

2 4686 栁谷　怜兵(0) 角田中
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘﾝﾀﾛｳ

3 141 渡辺　凛太郎(3) 仙台大
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｻｸ

4 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22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

ｱｵｷ ﾘｮｳﾄ

1 222 青木　涼飛(2) 仙台向山高
ｵｵﾐﾔ ﾊﾙﾄ

2 224 大宮　陽斗(2) 仙台向山高



男子やり投(800g)
審 判 長：

記録主任：

6月23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

ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳ

1 618 黒田　亮(1) 宮城広瀬高
ﾊﾈﾀﾞ ﾕｲ

2 1181 羽根田　唯(1) 仙台高専広瀬
ﾀﾆﾌｼﾞ ﾋｶﾙ

3 601 谷藤　光(2) 宮城広瀬高
ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｷ

4 1150 藤田　稔生(2) 東北生文大
ｺﾝﾉ ﾕｳﾏ

5 1033 今野　優磨(2) 東北高
ｻﾝｼﾞｮｳﾒ　ﾀｲｷ

6 212 三條目　泰樹(3) 仙台大
ｶﾅｳﾁ　ﾀﾞｲ

7 142 叶内　大(3) 仙台大
ﾖﾈｻﾞﾜ　ｿｳﾔ

8 149 米沢　颯也(2) 仙台大
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ　ﾀｸﾔ

9 145 宮林　拓也(3) 仙台大
ｻｲﾄｳ　ﾕｳｷ

10 608 斎藤　悠希(1) 仙台大
ﾅﾝｼﾞｮｳ　ｹﾞﾝ

11 616 南条　元(1) 仙台大
ｸﾄﾞｳ　ﾘｵ

12 270 工藤　璃桜(1) 仙台大
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｴｲ

13 150 渡部　世瑛(2) 仙台大
ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ

14 4092 澤田 貴範(0) MSC
ｱｲｻﾞﾜ　ﾕｳｷ

15 143 相澤　諭希(3) 仙台大
ﾌｼﾞﾜﾗ　ｷｮｳ

16 132 藤原　響(4) 仙台大
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｽｸ

17 144 小林　匡(3) 仙台大
ﾆｲﾂﾏ　ﾀｸﾐ

18 135 新妻　拓巳(4) 仙台大
ｲﾀｶﾞｷ　ｶﾅﾀ

19 133 板垣　哉太(4) 仙台大
ｵｵﾄﾓ ﾘｭｳｾｲ

20 4093 大友 龍成(0) MSC



 男子十種競技 100m
審 判 長：

記録主任：

6月22日 09:30 

(風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

3 611 清水嶋　優平(1) 仙台大
ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

4 213 金澤　有磨(3) 仙台大
ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾋｶﾙ

5 214 柳沼　輝(4) 仙台大
ｸｼﾞ　ﾕｳﾀ

6 211 久慈　悠太(2) 仙台大
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

7 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大



 男子十種競技 走幅跳
審 判 長：

記録主任：

6月22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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

1 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大
ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾋｶﾙ

2 214 柳沼　輝(4) 仙台大
ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

3 213 金澤　有磨(3) 仙台大
ｸｼﾞ　ﾕｳﾀ

4 211 久慈　悠太(2) 仙台大
ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

5 611 清水嶋　優平(1) 仙台大



 男子十種競技 砲丸投(7.260kg)
審 判 長：

記録主任：

6月22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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

1 213 金澤　有磨(3) 仙台大
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

2 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大
ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

3 611 清水嶋　優平(1) 仙台大
ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾋｶﾙ

4 214 柳沼　輝(4) 仙台大
ｸｼﾞ　ﾕｳﾀ

5 211 久慈　悠太(2) 仙台大



 男子十種競技 走高跳
審 判 長：

記録主任：

6月22日 13:30 

ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

1 213 金澤　有磨(3) 仙台大
ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾋｶﾙ

2 214 柳沼　輝(4) 仙台大
ｸｼﾞ　ﾕｳﾀ

3 211 久慈　悠太(2) 仙台大
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

4 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大
ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

5 611 清水嶋　優平(1) 仙台大

m
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 男子十種競技 400m
審 判 長：

記録主任：

6月22日 13:50 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

3 213 金澤　有磨(3) 仙台大
ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

4 611 清水嶋　優平(1) 仙台大
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

5 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大
ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾋｶﾙ

6 214 柳沼　輝(4) 仙台大
ｸｼﾞ　ﾕｳﾀ

7 211 久慈　悠太(2) 仙台大



 男子十種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：

記録主任：

6月23日 09:30 

(風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾋｶﾙ

2 214 柳沼　輝(4) 仙台大
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

3 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大
ｸｼﾞ　ﾕｳﾀ

4 211 久慈　悠太(2) 仙台大
ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

5 611 清水嶋　優平(1) 仙台大
ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

6 213 金澤　有磨(3) 仙台大



 男子十種競技 円盤投(2.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月23日 10:15 

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

ｸｼﾞ　ﾕｳﾀ

1 211 久慈　悠太(2) 仙台大
ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾋｶﾙ

2 214 柳沼　輝(4) 仙台大
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

3 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大
ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

4 213 金澤　有磨(3) 仙台大
ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

5 611 清水嶋　優平(1) 仙台大



 男子十種競技 棒高跳
審 判 長：

記録主任：

6月23日 11:30 

ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

1 213 金澤　有磨(3) 仙台大
ｸｼﾞ　ﾕｳﾀ

2 211 久慈　悠太(2) 仙台大
ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾋｶﾙ

3 214 柳沼　輝(4) 仙台大
ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

4 611 清水嶋　優平(1) 仙台大
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

5 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大

m
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 男子十種競技 やり投(800g)
審 判 長：

記録主任：

6月23日 13:30 

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

ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾋｶﾙ

1 214 柳沼　輝(4) 仙台大
ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳﾏ

2 213 金澤　有磨(3) 仙台大
ｼﾐｽﾞｼﾏ　ﾕｳﾍｲ

3 611 清水嶋　優平(1) 仙台大
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

4 314 高橋　賢斗(2) 東北学院大
ｸｼﾞ　ﾕｳﾀ

5 211 久慈　悠太(2) 仙台大



 男子十種競技 1500m
審 判 長：

記録主任：

6月23日 14:00 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

6月22日 11:00 

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 ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ

1 977 早坂　彩(2) 東北高 1 927 秋山　七海(1) 仙台育英学園

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｺ

2 1098 渡部　さやか(3) 東北学院大 2 1260 北村 桃子(2) 柴田高校
ﾎｿﾀﾞ　ｱﾔｶ ﾀｶﾊｼ ﾘｵ

3 1067 細田　彩佳(3) 仙台大 3 810 髙橋　りお(3) 聖和学園
ｵﾊﾞﾗ ｱﾝ ｸｻｶ ﾕｳｶ

4 1095 小原　杏(3) 東北学院大 4 979 日下　優香(2) 東北高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ

5 1099 渡邉　菜々(3) 東北学院大 5 928 佐藤　くるみ(1) 仙台育英学園

ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ ｻﾄｳ ﾕｳｶ

6 937 菅原　真桜(1) 仙台育英学園 6 806 佐藤　優風(3) 聖和学園
ﾀﾝﾉ　ﾘｻ ｸﾘﾊﾗ ｶﾎ

7 1071 丹野　璃紗(3) 仙台大 7 1257 栗原　花歩(2) 柴田高校
ﾅｶｶﾞﾜ　ﾘﾝ ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ

8 1090 中川　凛(1) 仙台大 8 978 高橋　桜(2) 東北高

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ｲﾁｼﾞｮｳ ﾙﾙｶ

2 1076 一條　琉李伽(1) 東北生文大
ｻｻｷ ﾕﾒﾉ

3 598 佐々木　夢乃(1) 六郷中
ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳ

4 5491 藤原　　喬(2) 東向陽台中
ﾆｼｺﾘ ﾊﾉﾝ

5 3601 錦織　葉音(3) 角田中
ｵｵﾀ ｽﾐﾚ

6 3607 太田　純澪(1) 角田中
ﾔﾅｶﾞﾜ ｴﾘｶ

7 5497 梁川絵理華(2) 東向陽台中
ｻﾄｳ ﾘﾐ

8 3606 佐藤　莉魅(1) 角田中

記録 記録

記録



 女子200m
審 判 長：

記録主任：

6月23日 12:55 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾎｼ ｻﾕｷ

2 5498 星　　彩雪(2) 東向陽台中
ﾔﾊﾀ　ｻｱﾔ

3 1086 八幡　紗彩(1) 仙台大
ﾀﾝﾉ　ﾘｻ

4 1071 丹野　璃紗(3) 仙台大
ｽｶﾞﾜﾗ　ﾏｺ

5 786 菅原　真心(2) 聖和学園
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ

6 971 菅原　夕七(3) 東北高
ｺﾞﾄｳ　ﾐｽﾞｷ

7 1068 後藤　瑞貴(3) 仙台大
ﾀｸﾞﾁ ﾐﾊｸ

8 563 田口　美拍(3) 六郷中

記録



 女子400m
審 判 長：

記録主任：

6月22日 11:50 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾄﾐﾅｶﾞﾐｽﾞｷ

2 1253 富永水月(1) 柴田高校
ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾘｻ

3 1102 菅原　有咲(1) 東北学院大
ﾄﾐﾀ ﾅﾂﾐ

4 983 富田　奈津実(1) 東北高
ｺﾞﾄｳ　ﾐｽﾞｷ

5 1068 後藤　瑞貴(3) 仙台大
ﾔﾊﾀ　ｻｱﾔ

6 1086 八幡　紗彩(1) 仙台大
ｳﾂﾉﾐﾔ　ｱｲﾘ

7 1064 宇都宮　あいり(2) 仙台大
ｻｻｷ ﾁﾅ

8 1261 佐々木 稚夏(2) 柴田高校

記録



 女子800m
審 判 長：

記録主任：

6月22日 12:20 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｱﾗｲ ｻｵﾘ

1 3281 荒井　沙織(3) 金ヶ瀬中
ｶﾝﾉ ﾊﾅ

2 1259 菅野 花(2) 柴田高校
ｻﾄｳ ﾐｳﾅ

3 4811 佐藤　美海(1) 岩沼中
ｲｼｶﾜ ﾉﾄﾞｶ

4 935 石川　和香(1) 仙台育英学園

ｽｽﾞｷ ﾙﾝ

5 872 鈴木　るん(1) 常盤木学園
ｻﾄｳ ﾕｲ

6 987 佐藤　結唯(1) 東北高
ｼｮｳｼﾞ ﾘﾅ

7 570 庄子　理菜(2) 六郷中
ｲﾄｳ ﾘﾉ

8 882 伊藤　璃乃(2) 常盤木学園
ｲｼｶﾞｷ　ﾐﾜ

9 1060 石垣　美和(3) 仙台大
ﾎﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

10 874 本多　瑞妃(1) 常盤木学園
ｳﾂﾐ ﾅﾉﾊ

11 876 内海　菜羽(1) 常盤木学園
ｵｲｶﾜ ﾒｲ

12 4810 及川　愛依(3) 岩沼中

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録



 女子1500m
審 判 長：

記録主任：

6月23日 11:45 

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

ﾀﾀﾞ ｼｵﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾘｻｺ

1 974 多田　汐里(3) 東北高 1 5488 吉田里彩子(2) 東向陽台中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁﾙ ｵﾊﾞﾀ ﾊｽﾐ

2 986 渡邉　なちる(1) 東北高 2 5490 小畑　羽澄(2) 東向陽台中
ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ ｴﾝﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ

3 1254 伊藤千尋(2) 柴田高校 3 5508 遠藤　　楓(1) 東向陽台中
ﾊﾔｼ ｵﾄｶ ｷﾅﾒ ﾙｶ

4 980 林　瞳花(2) 東北高 4 3620 木滑　瑠香(2) 角田中
ｻﾄｳ　ﾐﾂﾞｷ ｱﾗｶﾜ ｺｳﾒ

5 1062 佐藤　美月(2) 仙台大 5 3605 荒川　小梅(1) 角田中
ﾀﾀﾐｻｼ ｶﾚﾝ ﾏﾙ ｱｲﾋ

6 5505 畳指カレン(2) 東向陽台中 6 5499 丸　　愛陽(2) 東向陽台中
ｲﾜｷ ﾊﾙｶ ﾕｷ ｻｸﾗ

7 5496 岩城　暖花(2) 東向陽台中 7 1074 幸　さくら(2) 東北生文大
ｹﾑﾘﾔﾏ ﾅｵ ﾀﾌﾞﾁ ﾐﾅ

8 5493 煙山　奈生(2) 東向陽台中 8 5494 田渕　美那(2) 東向陽台中
ｺﾅｼ ﾊﾙﾄ ﾏｴﾀ ﾕｲﾅ

9 3602 小梨　陽人(3) 角田中 9 5509 前田　結名(1) 東向陽台中
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ ﾏﾅﾍﾞ ﾐｻｷ

10 3622 濵田　孟徳(2) 角田中 10 5492 真鍋　望咲(2) 東向陽台中
ﾌｼﾞｵｶ　ｱｵｲ ﾌｼﾞﾀ ﾕｲ

11 1061 藤岡　葵(3) 仙台大 11 5506 藤田　結衣(2) 東向陽台中
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ ｸﾛﾀﾞ ﾅﾅ

12 981 山崎　彩菜(2) 東北高 12 1096 黒田　奈那(3) 東北学院大
ｷﾂﾅｲ ﾚﾅ ﾔﾅｷﾞ ｶｴﾃﾞ

13 792 橘内　伶奈(3) 聖和学園 13 5507 栁　　　楓(1) 東向陽台中

記録 記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

1組

2組



 女子5000m
審 判 長：

記録主任：

6月23日 10:30 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｶﾅｻﾞﾜ ｶｺ

1 1166 金澤　佳子(1) 東北福祉大
ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ

2 1158 五十嵐　徳子(3) 東北福祉大
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ

3 1154 榊原　遥(4) 東北福祉大
ﾔｸﾜ ﾅｵ

4 1165 八鍬　奈央(2) 東北福祉大
ﾀｹｳﾁ ﾜｶﾅ

5 1168 武内　わかな(1) 東北福祉大
ｺﾏﾂ ﾘﾅ

6 1167 小松　莉菜(1) 東北福祉大
ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾕｷ

7 6672 米山　美幸(0) 相馬市駅伝チーム

ｻｸﾗﾊﾞ ﾐｸ

8 1106 桜庭　美紅(4) 秋田大

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録



 女子100mH
審 判 長：

記録主任：

6月22日 09:55 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

3

ﾌｶｻﾞﾜ　ﾅﾅ

4 1088 深澤　奈々(1) 仙台大
ﾖｼﾀﾞ　ﾊﾙｶ

5 1210 吉田　晴夏(1) 仙台大
ｵｲｶﾜ　ﾕｳｶ

6 1091 及川　優花(1) 仙台大

7

記録



 女子100mYH(8.5m/0.762m)
審 判 長：

記録主任：

6月22日 09:50 

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲｼｶﾜ ｻﾁｶ

5 936 石川　咲香(1) 仙台育英学園

記録



 女子400mH
審 判 長：

記録主任：

6月23日 13:15 

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｵｵﾄﾓ ﾚｲﾅ

4 976 大友　玲奈(2) 東北高
ﾎｼ ﾊｽﾞｷ

5 1119 星　葉月(4) 岩手大学

記録



 女子4X100mR

6月23日 13:50 

5ﾚｰﾝ
(  ) 977 ﾊﾔｻｶ ｱﾔ
(  ) 978 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ
(  ) 983 ﾄﾐﾀ ﾅﾂﾐ
(  ) 979 ｸｻｶ ﾕｳｶ
(  ) 976 ｵｵﾄﾓ ﾚｲﾅ
(  ) 984 ﾀｶﾊｼ ﾙﾅ
[  ]
[  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録

1

高橋　ルナ(1)

東北高
早坂　彩(2)
高橋　桜(2)
富田　奈津実(1)

日下　優香(2)
大友　玲奈(2)



 女子走高跳
審 判 長：

記録主任：

6月23日 10:30 

　

ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ

1 558 藤田　真央(2) 宮城広瀬高
ﾖﾛｽﾞ ﾐﾕｳ

2 1125 萬　美結(2) 岩手大学

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 女子棒高跳
審 判 長：

記録主任：

6月22日 10:00 

　

ﾕｻ ﾅﾂｷ

1 1044 遊佐　菜月(1) 東北学院榴ヶ岡
ﾊﾔｼ ｺﾉﾝ

2 1056 林　心暖(2) 東北学院榴ヶ岡
ﾅﾗ ﾓﾓﾅ

3 1048 奈良　萌々夏(3) 東北学院榴ヶ岡
ｲﾄｳ　ｱﾐｻ

4 1083 伊藤　亜美沙(1) 仙台大

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 女子走幅跳
審 判 長：

記録主任：

6月22日 13:30 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾛｽ ﾒｸﾞﾐ

1 566 黒須　めぐみ(2) 六郷中
ｵﾊﾞﾀ ﾏﾋﾛ

2 1255 小畑　茉尋(2) 柴田高校
ｴｻｼ　ﾐﾕｷ

3 1075 江刺　みゆき(3) 仙台大
ｲﾜｷ ﾐｸ

4 1138 岩城　未紅(5) 仙台高専広瀬
ﾀｶﾊｼ ﾙﾅ

5 984 高橋　ルナ(1) 東北高
ｽｽﾞｲｼ ｱｵｲ

6 3381 鈴石　葵(3) いずみざきＴＣ
ﾀﾝ　ﾐﾂﾞﾎ

7 1209 丹　海帆(1) 仙台大
ﾅｶｻﾞﾜ　ﾂﾊﾞｷ

8 1076 中澤　椿(4) 仙台大
ﾜﾀﾅﾍﾞｼｵﾝ

9 1089 渡辺　紫音(1) 仙台大
ﾌｼﾞﾉ ﾉｿﾞﾐ

10 1262 藤野 希(2) 柴田高校
ﾓﾝﾏ ﾕﾘ

11 1097 門間　有里(3) 東北学院大
ﾖｼﾀﾞｱｶﾘ

12 1077 吉田　明星(2) 仙台大



 女子三段跳
審 判 長：

記録主任：

6月23日 11:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ　ﾊﾙｶ

1 1085 高橋　遥香(1) 仙台大
ｼｮｳｼﾞ ﾕﾗ

2 887 庄司　優空(2) 常盤木学園
ﾂﾀﾞ ｻﾔｶ

3 562 津田　爽佳(2) 宮城広瀬高
ｻﾝﾎﾞﾝｽｹﾞﾏﾅﾐ

4 1078 三本菅　愛実(2) 仙台大
ﾜﾀﾅﾍﾞｼｵﾝ

5 1089 渡辺　紫音(1) 仙台大



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月22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

ﾊﾗﾀﾞ ｽﾐﾚ

1 565 原田　すみれ(1) 宮城広瀬高
ｻｻｶﾞﾜ　ﾏﾘﾅ

2 1206 笹川　万里奈(1) 仙台大
ｸﾄﾞｳ ﾘﾎｺ

3 873 工藤　梨帆子(1) 常盤木学園
ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ

4 890 永山　歩実(2) 常盤木学園
ｺﾝﾄﾞｳ　ｱｷ

5 1056 近藤　安希(3) 仙台大
ｵｸﾞﾛ ｽﾐｶ

6 972 小黒　純華(3) 東北高
ｲﾄｶﾞ　ﾋﾒｶ

7 1055 糸賀　媛香(3) 仙台大
ﾋｸﾞﾁ　ﾉｿﾞﾐ

8 1057 樋口　望美(3) 仙台大
ﾄﾂｶ　ﾕｳ

9 1054 戸塚　優(3) 仙台大



 女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月22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

ﾏﾂﾉ ﾕｱ

1 1263 松野 結愛(2) 柴田高校
ｻｻｷ ﾕｳﾐ

2 212 佐々木　優海(2) 仙台向山高
ﾈﾓﾄ　ｲﾌﾞｷ

3 1052 根本　伊ぶき(4) 仙台大
ﾎｼ　ｷｮｳｶ

4 1053 星　京香(4) 仙台大
ｻﾄｳ　ﾊﾙｶ

5 1084 佐藤　はるかｻﾄｳ　ﾊﾙｶ(1) 仙台大



 女子やり投(600g)
審 判 長：

記録主任：

6月23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

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾅ

1 1071 遠藤　倖那(1) 東北生文大
ｱﾍﾞ ﾏﾘﾅ

2 1073 阿部　真梨渚(1) 東北生文大
ｻﾄｳ ｱﾘｻ

3 568 佐藤　有紗(1) 宮城広瀬高
ﾅｶﾑﾗ　ｷﾐｶ

4 1059 中村　公香(2) 仙台大
ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅｶ

5 1054 岩本　菜々果(2) 東北学院榴ヶ岡
ｶﾜﾑﾗ ﾕｱ

6 555 川村　夢愛(2) 宮城広瀬高
ﾅﾄﾘ　ｼｵﾘ

7 1058 名取　詩織(2) 仙台大
ﾐｻﾜ　ｱﾔﾉ

8 1087 三澤　彩乃(1) 仙台大



 女子七種競技 100mH(0.838m)
審 判 長：

記録主任：

6月22日 09:40 

(風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾀﾉ　ｱﾔｶ

3 1074 板野　彩花(3) 仙台大
ｶｼﾊﾞｷｮｳｶ

4 1082 鹿柴　京香(1) 仙台大
ｷｻﾞﾜ ﾘｺ

5 1219 木澤　理子(2) 秋田大
ｵﾉ ﾏﾖ

6 1108 小野　麻代(4) 秋田大



 女子七種競技 走幅跳
審 判 長：

記録主任：

6月23日 10:00 

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

ｶｼﾊﾞｷｮｳｶ

1 1082 鹿柴　京香(1) 仙台大
ｲﾀﾉ　ｱﾔｶ

2 1074 板野　彩花(3) 仙台大
ｷｻﾞﾜ ﾘｺ

3 1219 木澤　理子(2) 秋田大
ｵﾉ ﾏﾖ

4 1108 小野　麻代(4) 秋田大



 女子七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

6月22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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾉ ﾏﾖ

1 1108 小野　麻代(4) 秋田大
ｲﾀﾉ　ｱﾔｶ

2 1074 板野　彩花(3) 仙台大
ｷｻﾞﾜ ﾘｺ

3 1219 木澤　理子(2) 秋田大
ｶｼﾊﾞｷｮｳｶ

4 1082 鹿柴　京香(1) 仙台大



 女子七種競技 200m
審 判 長：

記録主任：

6月22日 13:30 

(風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾀﾉ　ｱﾔｶ

5 1074 板野　彩花(3) 仙台大
ｵﾉ ﾏﾖ

6 1108 小野　麻代(4) 秋田大
ｶｼﾊﾞｷｮｳｶ

7 1082 鹿柴　京香(1) 仙台大
ｷｻﾞﾜ ﾘｺ

8 1219 木澤　理子(2) 秋田大



 女子七種競技 走高跳
審 判 長：

記録主任：

6月22日 10:30 

ｲﾀﾉ　ｱﾔｶ

1 1074 板野　彩花(3) 仙台大
ｵﾉ ﾏﾖ

2 1108 小野　麻代(4) 秋田大
ｷｻﾞﾜ ﾘｺ

3 1219 木澤　理子(2) 秋田大
ｶｼﾊﾞｷｮｳｶ

4 1082 鹿柴　京香(1) 仙台大

m
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



 女子七種競技 やり投(600g)
審 判 長：

記録主任：

6月23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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾀﾉ　ｱﾔｶ

1 1074 板野　彩花(3) 仙台大
ｶｼﾊﾞｷｮｳｶ

2 1082 鹿柴　京香(1) 仙台大
ｵﾉ ﾏﾖ

3 1108 小野　麻代(4) 秋田大
ｷｻﾞﾜ ﾘｺ

4 1219 木澤　理子(2) 秋田大



 女子七種競技 800m
審 判 長：

記録主任：

6月23日 13:30 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

ラップ表 400m

ナンバー

記録


