
小学男子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

0 斉藤　颯太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 男子 5 09 宮　城 テリオスAC

0 小野　優希 ｵﾉ ﾕｳｷ 男子 6 07 利府ジュニア

0 舟腰　陽太 ﾌﾅｺｼ ﾖｳﾀ 男子 6 07 宮　城 テリオスAC

0 近藤　優虎 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 男子 5 08 宮　城 テリオスAC

0 谷川　蓮 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚﾝ 男子 5 09 宮　城 テリオスAC

0 下山　大翔 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ 男子 6 07 宮　城 テリオスAC

0 佐々木　晶斗 ｻｻｷ ｱｷﾄ 男子 5 08 宮　城 テリオスAC

0 脇澤　宏輔 ﾜｷｻﾜ ｺｳｽｹ 男子 6 07 宮　城 テリオスAC

0 早坂　鉄平 ﾊﾔｻｶ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 5 09 宮　城 テリオスAC

0 橋本　拓弥 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 5 08 宮　城 テリオスAC

0 北川　颯大 ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 5 08 宮　城 テリオスAC

0 千葉　翔悟 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 5 08 宮　城 テリオスAC

0 小嶋　士雲 ｵｼﾞﾏ ｼｳﾝ 男子 3 10 利府ジュニア

0 鈴木　笙太郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 4 09 宮　城 テリオスAC

0 橋本　和弥 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 男子 4 10 宮　城 テリオスAC

0 躍場　柊 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ ｼｭｳ 男子 4 宮　城 アスリート仙台

0 庄子　彪聖 ｼｮｳｼﾞ ﾋｮｳｾｲ 男子 3 宮　城 アスリート仙台

0 渡辺　律 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾂ 男子 3 宮　城 アスリート仙台

0 及川　航輝 ｵｲｶﾜ ｺｳｷ 男子 6 07 宮　城 みんスポ

0 及川　來夢 ｵｲｶﾜ ﾗｲﾑ 男子 4 09 宮　城 みんスポ

0 本田　胡汰郎 ﾎﾝﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 男子 6 07 宮　城 みんスポ
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0 躍場　柊 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ ｼｭｳ 男子 4 宮　城 アスリート仙台

0 小嶋　士雲 ｵｼﾞﾏ ｼｳﾝ 男子 3 10 利府ジュニア

0 峯岸　李玖 ﾐﾈｷﾞｼ ﾘｸ 男子 6 07 宮　城 みんスポ
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ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

283 86538838 佐藤　聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 男子 2 99 宮　城 東北医科薬科大

1420 黒田　大輔 ｸﾛﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 1 02 宮　城 仙台高専名取

707 平井　嘉人 ﾋﾗｲ ﾖｼﾋﾄ 男子 1 00 新　潟 東北大

1043 末谷　幸士 ｽｴﾔ ｺｳｼ 男子 1 宮　城 東北高

1046 矢吹　慶太 ﾔﾌﾞｷ ｹｲﾀ 男子 1 宮　城 東北高

228 宇佐美　圭吾 ｳｻﾐ ｹｲｺﾞ 男子 1 宮　城 仙台向山高

1544 桒名　正道 ｸﾜﾅ ﾏｻﾐﾁ 男子 3 宮　城 宮教大附属

1418 星塚　聖斗 ﾎｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 男子 3 01 宮　城 仙台高専名取

1414 田中　葵 ﾀﾅｶ ｱｵｲ 男子 2 02 宮　城 仙台高専名取

1412 佐々木　啓介 ｻｻｷ ｹｲｽｹ 男子 2 02 宮　城 仙台高専名取

3081 梅津　祁良 ｳﾒﾂ ｷﾗ 男子 2 05 宮　城 七ヶ宿中

1338 山田　旭飛 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 男子 1 07 宮　城 沖野中

1773 伊藤　晴登 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 2 06 八乙女中学校

1422 畠山　瀬波 ﾊﾀｹﾔﾏ ｾﾅ 男子 2 05 宮　城 西山中

4626 58629838 鈴木　貴幸 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 男子 89 宮　城 東北AC

1411 後藤　憲太郎 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 3 01 宮　城 仙台高専名取

701138487940 水野　史章 ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐｱｷ 男子 1 93 宮　城 東北医科薬科大

1352 三浦　好央 ﾐｳﾗ ﾖｼﾋﾛ 男子 2 02 宮　城 仙台高専名取

4286 嶋谷　玲 ｼﾏﾀﾆ ﾚｲ 男子 95 宮　城 みやぎTFC

1044 川口　一光 ｶﾜｸﾞﾁ ｲｯｺｳ 男子 1 宮　城 東北高

1045 荒井　陸人 ｱﾗｲ ﾘｸﾄ 男子 1 宮　城 東北高

1053 真山　瑛進 ﾏﾔﾏ ｴｲｼﾝ 男子 1 宮　城 東北高

1416 畑崎　天晴 ﾊﾀｻﾞｷ ﾃﾝｾｲ 男子 3 01 宮　城 仙台高専名取

230 武内　柊磨 ﾀｹｳﾁ ﾄｳﾏ 男子 1 宮　城 仙台向山高

342141166423 森　唯斗 ﾓﾘ ﾕｲﾄ 男子 1 06 宮城 五橋中

1034 深井　祐誠 ﾌｶｲ ﾕｳｾｲ 男子 2 宮　城 東北高

1525 中里　通 ﾅｶｻﾄ ﾄｵﾙ 男子 2 宮　城 宮教大附属

712124737832 齋藤　碧 ｻｲﾄｳ ｱｵ 男子 2 05 宮　城 岩中

995139794235 井幡　　遼太郎 ｲﾊﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 1 06 宮　城 八木山中

757 眞山　来輝 ﾏﾔﾏ ﾗｲｷ 男子 2 02 宮　城 松島高校

758 小原　健斗 ｵﾊﾞﾗ ｹﾝﾄ 男子 2 02 宮　城 松島高校

759 三浦　広翼 ﾐｳﾗ ｺｳｽｹ 男子 2 03 宮　城 松島高校

747 櫻井　悠希 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 男子 1 03 宮　城 松島高校

2006 菊地　琉生 ｷｸﾁ ﾙｲ 男子 2 06 宮　城 鶴が丘中

229 伊藤　アキラ ｲﾄｳ ｱｷﾗ 男子 1 宮　城 仙台向山高

231 三浦　秀明 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 1 宮　城 仙台向山高

233 武藤　佳 ﾑﾄｳ ｹｲ 男子 1 宮　城 仙台向山高

234 菅野　翔茉 ｶﾝﾉ ｼｮｳﾏ 男子 1 宮　城 仙台向山高

1763 齊藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 2 05 八乙女中学校

1851 太田　朝日 ｵｵﾀ ｱｻﾋ 男子 1 宮　城 南光台中

711125382324 佐藤　有悟 ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ 男子 2 05 宮　城 岩中

997139806330 志賀　悠太 ｼｶﾞ ﾕｳﾀ 男子 1 06 宮　城 八木山中

236 八巻　優 ﾔﾏｷ ﾕｳ 男子 1 宮　城 仙台向山高

238 前田　海聖 ﾏｴﾀﾞ ｶｲｾｲ 男子 1 宮　城 仙台向山高

868 宗川　拓真 ｿｳｶﾜ ﾀｸﾏ 男子 2 05 宮　城 台原中

1419 松本　把瑠人 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 2 05 宮　城 西山中

1487 菅原　聖 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 男子 3 01 宮　城 岩沼高等学園

978139806532 安藤　遼心 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲ 男子 1 06 宮　城 八木山中

597133915426 齋藤　悟 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 男子 2 05 宮　城 六郷中

573124865430 角田　隼 ｶｸﾀ ﾊﾔﾄ 男子 2 05 宮　城 六郷中

1843 兎澤　瑛士 ﾄｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 男子 1 宮　城 南光台中

1853 佐藤　悠太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 2 宮　城 南光台中

4285 髙橋　成輝 ﾀｶﾊｼ ﾅﾙｷ 男子 00 宮　城 みやぎTFC

1765 髙野　朱羽馬 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾏ 男子 2 05 八乙女中学校

1767 齋藤　虹太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 2 06 八乙女中学校

1778 幅　朝飛 ﾊﾊﾞ ｱｻﾋ 男子 2 05 八乙女中学校

271 螺　大河 ﾎﾗｶﾞｲ ﾀｲｶﾞ 男子 2 05 宮　城 東仙台中

349128509934 川村　侑駕 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 男子 2 05 宮城 五橋中

350128509025 小野　遥斗 ｵﾉ ﾊﾙﾄ 男子 2 06 宮城 五橋中

1488 山本　悠安 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｱﾝ 男子 3 01 宮　城 岩沼高等学園

1863 千葉　稜介 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 2 宮　城 南光台中

965129964132 小原　空優 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ 男子 2 05 宮　城 八木山中

2483 小林　大也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾔ 男子 2 宮　城 柳生中

999139806734 小島　明希 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 男子 1 06 宮　城 八木山中

1532 大嶋　勘太 ｵｵｼﾏ ｶﾝﾀ 男子 2 宮　城 宮教大附属

756 熊谷　幸斗 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｷﾄ 男子 2 02 宮　城 松島高校

746 加藤　空我 ｶﾄｳ ｸｳｶﾞ 男子 1 03 宮　城 松島高校

743 佐藤　空 ｻﾄｳ ｿﾗ 男子 1 03 宮　城 松島高校
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742 本間　大介 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ 男子 1 03 宮　城 松島高校

744 三浦　広大 ﾐｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 男子 1 03 宮　城 松島高校

2002 吉田　光太郎 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 06 宮　城 鶴が丘中

2033 早坂　学 ﾊﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 男子 1 06 宮　城 鶴が丘中

1781 大岩　陸人 ｵｵｲﾜ ﾘｸﾄ 男子 1 06 八乙女中学校

249 小鷹　正久 ｺﾀｶ ﾏｻﾋｻ 男子 2 05 宮　城 東仙台中

344141165119 橋本　樹 ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 1 06 宮城 五橋中

540141170721 目黒　優三 ﾒｸﾞﾛ ﾕｳｿﾞｳ 男子 1 06 宮　城 仙台中田

296 宮本　悠生 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｾｲ 男子 2 05 宮　城 東華中

581124866835 佐藤　翔弥 ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 男子 2 05 宮　城 六郷中

970129965335 荒　貴義 ｱﾗ ﾀｶﾖｼ 男子 2 05 宮　城 八木山中

291 泉　健太 ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 男子 2 06 宮　城 東華中

966129964334 菅原　　拓斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 男子 2 06 宮　城 八木山中

1871 白津　蓮 ｼﾗﾂ ﾚﾝ 男子 1 宮　城 南光台中

1854 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 男子 1 宮　城 南光台中

2036 村松　徳大 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾘﾀ 男子 1 07 宮　城 鶴が丘中

2008 窪田　優 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳ 男子 2 宮　城 鶴が丘中

1760 羽田　健二 ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男子 1 06 八乙女中学校

1766 齋藤　威風 ｻｲﾄｳ ｲﾌｳ 男子 1 06 八乙女中学校

1784 阿南　太久磨 ｱﾅﾝ ﾀｸﾏ 男子 1 06 八乙女中学校

259 伊藤　　蒼空 ｲﾄｳ ｿﾗ 男子 1 06 宮　城 東仙台中

262 青嶋　悠生 ｱｵｼﾏ ﾕｳｷ 男子 1 06 宮　城 東仙台中

252 五十嵐　健太 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀ 男子 2 05 宮　城 東仙台中

248 相澤　柊太 ｱｲｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 男子 2 05 宮　城 東仙台中

1535 上田　康太 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 1 宮　城 宮教大附属

2521 安部　奏音 ｱﾍﾞ ｶﾅﾄ 男子 1 宮　城 館中

2524 早坂　和規 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞｷ 男子 1 宮　城 館中

971129965537 伊東　暖人 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 2 06 宮　城 八木山中

293 山口　達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 男子 2 05 宮　城 東華中

1890 阿部　翔太 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 2 05 宮　城 向陽台中

1888 谷地舘　海人 ﾔﾁﾀﾃ ｶｲﾄ 男子 2 05 宮　城 向陽台中

345141166019 小林　智信 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ 男子 1 07 宮城 五橋中

964129963939 伊藤　翔 ｲﾄｳ ｼｮｳ 男子 2 06 宮　城 八木山中

861 向山　琢磨 ﾑｺｳﾔﾏ ﾀｸﾏ 男子 1 06 宮　城 台原中

976139807331 清野　煌太 ｾｲﾉ ｺｳﾀ 男子 1 06 宮　城 八木山中

561133913020 楠原　陸永 ｸｽﾊﾗ ﾘｸﾄ 男子 1 06 宮　城 六郷中

1907 掛端　悠人 ｶｹﾊﾀ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

1409 岡田　曜 ｵｶﾀﾞ ﾖｳ 男子 2 02 宮　城 仙台高専名取

1325 村上　裕真 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 男子 2 06 宮　城 沖野中

1779 佐藤　隼 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 06 八乙女中学校

1794 伊藤　理喜 ｲﾄｳ ﾘｷ 男子 1 07 八乙女中学校

1792 高橋　春輝 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 男子 1 06 八乙女中学校

968129964940 榎本　隼人 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 2 05 宮　城 八木山中

996139807432 塩坂　悠悟 ｼｵｻｶ ﾕｳｺﾞ 男子 1 06 宮　城 八木山中

536141171015 菊川　幹太 ｷｸｶﾜ ｶﾝﾀ 男子 1 06 宮　城 仙台中田

594133910017 秋葉　基央人 ｱｷﾊ ｷｵﾄ 男子 1 07 宮　城 六郷中

977139807028 山田　一之進 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁﾉｼﾝ 男子 1 06 宮　城 八木山中

4282 濵中　一道 ﾊﾏﾅｶ ｶｽﾞﾐﾁ 男子 84 宮　城 みやぎTFC

841 佐々木　有輝 ｻｻｷ ｱﾘｷ 男子 1 06 宮　城 台原中

858 小野寺　建 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 男子 1 06 宮　城 台原中

998139809030 濱川　真之介 ﾊﾏｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 男子 1 06 宮　城 八木山中

1904 加藤　遥陽 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

1905 菅野　玲輝 ｶﾝﾉ ﾚｱ 男子 1 07 宮　城 向陽台中

290 根市　奈八 ﾈｲﾁ ﾀﾞｲﾔ 男子 2 06 宮　城 東華中

246 立花　琳大 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘﾝﾀ 男子 1 06 宮　城 東仙台中

1550 佐藤　歩 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 男子 1 宮　城 宮教大附属

592133914930 仲上　俊哉 ﾅｶｶﾞﾐ ﾄｼﾔ 男子 1 07 宮　城 六郷中

582133912221 齋藤　直輝 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 男子 1 06 宮　城 六郷中

1856 上川名　瑛太 ｶﾐｶﾜﾅ ｴｲﾀ 男子 1 宮　城 南光台中

1857 丹野　将吾 ﾀﾝﾉ ｼｮｳｺﾞ 男子 1 宮　城 南光台中

2031 天野　瑞樹 ｱﾏﾉ ﾐｽﾞｷ 男子 1 07 宮　城 鶴が丘中

2032 花田　悠斗 ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 鶴が丘中

1331 河野　優太 ｺｳﾉ ﾕｳﾀ 男子 2 05 宮　城 沖野中

1716 栗原　滉典 ｸﾘﾊﾗ ｺｳｽｹ 男子 2 05 宮　城 七北田中

1866 森　康祐 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 男子 1 宮　城 南光台中

1481 品川　瑛洸 ｼﾅｶﾞﾜ ｴｲｺｳ 男子 1 06 宮　城 大沢中

590124867937 渡部　義文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 男子 2 05 宮　城 六郷中

1910 鈴木　豪 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 男子 1 06 宮　城 向陽台中
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1909 藤澤　七絆 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅｷ 男子 1 07 宮　城 向陽台中

1852 大久　琉来 ｵｵﾋｻ ﾘｸ 男子 1 宮　城 南光台中

1688 髙橋　雄樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 男子 1 07 宮　城 七北田中

2522 猪狩　隼哉 ｲｶﾞﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 1 宮　城 館中

587133916326 伊東　壮也 ｲﾄｳ ｿｳﾔ 男子 1 06 宮　城 六郷中

1862 平井　飛良 ﾋﾗｲ ﾋｲﾛ 男子 1 宮　城 南光台中

1873 赤間　文人 ｱｶﾏ ﾌﾐﾄ 男子 1 宮　城 南光台中

1951 武田　幸己 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 男子 1 06 加茂中

1949 桑原　直希 ｸﾜﾊﾗ ﾅｵｷ 男子 1 07 加茂中

241 遠藤　大地 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 男子 1 06 宮　城 東仙台中

2035 佐々木　謙志郎 ｻｻｷ ｹﾝｼﾛｳ 男子 1 06 宮　城 鶴が丘中

268 中鉢　昊助 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｺｳｽｹ 男子 1 07 宮　城 東仙台中

591133915830 橘　優斗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 六郷中

585133915628 森岡　拓海 ﾓﾘｵｶ ﾀｸﾐ 男子 1 06 宮　城 六郷中

1892 松本　健斗 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾄ 男子 2 06 宮　城 向陽台中
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1479 鎌田　鋼星 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 3 宮　城 広瀬中

278 74624528 三宅　陸斗 ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ 男子 3 98 宮　城 東北医科薬科大

567124864833 佐藤　明慈 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ 男子 2 05 宮　城 六郷中

2506 樋口　碧生 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 男子 2 宮　城 柳生中

1480 菅野　賢星 ｶﾝﾉ ｹﾝｾｲ 男子 3 宮　城 広瀬中

531129680733 小舘　透維 ｺﾀﾞﾃ ﾄｳｲ 男子 2 05 宮　城 仙台中田

1499 奥野　喜勝 ｵｸﾉ ﾖｼｶﾂ 男子 1 03 宮　城 岩沼高等学園

3571 37162726 中間　茂雄 ﾅｶﾏ ｼｹﾞｵ 男子 74 福　島 水ラン

862 加藤　純 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ 男子 2 05 宮　城 台原中

751 沼津　柚季 ﾇﾏﾂ ﾕｳｷ 男子 2 02 宮　城 松島高校

1464 井上　康介 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 男子 1 宮　城 広瀬中

745 板林　政樹 ｲﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 男子 1 03 宮　城 松島高校

748 奥山　碧空 ｵｸﾔﾏ ｿﾗ 男子 1 03 宮　城 松島高校

239 吉岡　暖生 ﾖｼｵｶ ﾊﾙｷ 男子 1 宮　城 仙台向山高

9894 鎌田　昇星 ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳｾｲ 男子 2 宮　城 広瀬中

1486 遠藤　佑也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 男子 3 01 宮　城 岩沼高等学園

2185130071416 鴨田　匠史 ｶﾓﾀ ﾀｸﾐ 男子 2 05 宮　城 富沢中

1859 菊地　夏生 ｷｸﾁ ﾅﾂｷ 男子 2 宮　城 南光台中

1329 太田　空 ｵｵﾀ ｿﾗ 男子 2 05 宮　城 沖野中

2192140836527 庄子　悠希 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｷ 男子 1 06 宮　城 富沢中

346128508933 遠藤　惺 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄ 男子 2 05 宮　城 五橋中

1872 藤石　涼生 ﾌｼﾞｲｼ ﾘｮｳｳ 男子 2 宮　城 南光台中

1490 佐藤　和歩 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 男子 2 02 宮　城 岩沼高等学園

975139807634 沓澤　　望歩 ｸﾂｻﾞﾜ ﾉｱ 男子 1 07 宮　城 八木山中

974139807836 上野　稟太郎 ｳｴﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 1 06 宮　城 八木山中

1902 高橋　明也 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾔ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

1771 水戸　大翔 ﾐﾄ ﾊﾙﾄ 男子 2 05 八乙女中学校

1772 守屋　晴斗 ﾓﾘﾔ ﾊﾙﾄ 男子 2 05 八乙女中学校

973139808635 今村　悠人 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 八木山中

254 鹿子澤　優樹 ｶﾉｺｻﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 1 06 宮　城 東仙台中

1855 阿部　偉 ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ 男子 1 宮　城 南光台中

1687 萬羽　陽一 ﾏﾝﾊﾞ ﾖｳｲﾁ 男子 1 06 宮　城 七北田中

298 立花　悠翔 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ 男子 1 宮　城 東華中

1486 佐藤　日向人 ｻﾄｳ ﾋﾅﾄ 男子 1 07 宮　城 大沢中

1487 針生　大和 ﾊﾘｳ ﾔﾏﾄ 男子 1 06 宮　城 大沢中
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55 佐藤　宏夢 ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ 男子 M1 96 宮　城 東北大

4287 菱沼　嘉竜 ﾋｼﾇﾏ ﾖｼﾀﾂ 男子 95 宮　城 みやぎTFC

4811 佐々木　優治 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 男子 3 98 宮　城 東北福祉AC

1025 稲毛　崇斗 ｲﾅｹﾞ ﾀｶﾄ 男子 3 宮　城 東北高

1026 今野　元揮 ｺﾝﾉ ｹﾞﾝｷ 男子 3 宮　城 東北高

1027 今野　純 ｺﾝﾉ ｽﾅｵ 男子 3 宮　城 東北高

1030 笹部　駿介 ｻｻﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 3 宮　城 東北高

1031 林田　海輝 ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｲｷ 男子 3 宮　城 東北高

1035 松田　爽 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ 男子 2 宮　城 東北高

1036 白石　光星 ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ 男子 2 宮　城 東北高

1039 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 男子 2 宮　城 東北高

1037 櫻庭　啓真 ｻｸﾗﾊﾞ ｹｲﾏ 男子 2 宮　城 東北高

1041 鈴木　龍星 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 宮　城 東北高

1047 高橋　彰太 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 男子 1 宮　城 東北高

1048 神田　大地 ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 1 宮　城 東北高

1049 丹野　滉太郎 ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ 男子 1 宮　城 東北高

1050 榊原　巧 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 男子 1 宮　城 東北高

1052 齋藤　颯希 ｻｲﾄｳ ｿｳｷ 男子 1 宮　城 東北高

1776 新野　歩武 ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ 男子 2 05 八乙女中学校

4495 加藤　宏介 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 男子 87 宮　城 TG racing

1783 中村　優李 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ 男子 1 06 八乙女中学校

1526 玉置　新大 ﾀﾏｷ ｱﾗﾀ 男子 2 宮　城 宮教大附属

588124867735 佐藤　祝翔 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 男子 2 05 宮　城 六郷中

1484 新美　友哉 ﾆｲﾐ ﾄﾓﾔ 男子 1 06 宮　城 大沢中

1841 沼田　順成 ﾇﾏﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 2 宮　城 南光台中

3571 37162726 中間　茂雄 ﾅｶﾏ ｼｹﾞｵ 男子 74 福　島 水ラン

963129963737 村上　知彌 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 男子 2 06 宮　城 八木山中

297 上田　優成 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｾｲ 男子 2 宮　城 東華中

1782 大場　啓助 ｵｵﾊﾞ ｹｲｽｹ 男子 1 06 八乙女中学校

2538 菊池　悠汰 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 男子 2 宮　城 館中

9849132207419 三丸　結生 ﾐﾏﾙ ﾕｳ 男子 2 05 宮　城 富沢中

235 菊地　翔太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 男子 1 宮　城 仙台向山高

1329 太田　空 ｵｵﾀ ｿﾗ 男子 2 05 宮　城 沖野中

1687 萬羽　陽一 ﾏﾝﾊﾞ ﾖｳｲﾁ 男子 1 06 宮　城 七北田中

991139809232 小池　　創太 ｺｲｹ ｿｳﾀ 男子 1 06 宮　城 八木山中

299 加藤　晴耶 ｶﾄｳ ﾊﾚﾙﾔ 男子 1 宮　城 東華中

1346 懸田　信一朗 ｶｹﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 1 06 宮　城 沖野中

1529 小林　祐一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 2 宮　城 宮教大附属

1557 小畑　廉太郎 ｵﾊﾞﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 2 宮　城 宮教大附属

1465 川端　樹 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 男子 1 宮　城 広瀬中

1685 渡辺　快斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 男子 1 06 宮　城 七北田中

1545 宇都宮　璃能 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘﾉ 男子 1 宮　城 宮教大附属

9842130070617 小沼　俊介 ｺﾇﾏ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 05 宮　城 富沢中

4555 阿部　凌史 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 男子 1 06 宮　城 七ヶ浜中

269 登坂　雄人 ﾄｻｶ ﾕｳﾄ 男子 2 05 宮　城 東仙台中

237 見立　俊 ﾐﾀﾃ ｼｭﾝ 男子 1 宮　城 仙台向山高

870 長　智晴 ﾁｮｳ ﾄﾓﾊﾙ 男子 2 05 宮　城 台原中

264 菊池　羽音 ｷｸﾁ ﾊｵﾄ 男子 2 05 宮　城 東仙台中

1870 佐藤　虹斗 ｻﾄｳ ﾅﾅﾄ 男子 1 宮　城 南光台中

253 大森　ひかり ｵｵﾓﾘ ﾋｶﾘ 男子 2 06 宮　城 東仙台中

255 富樫　治 ﾄｶﾞｼ ｵｻﾑ 男子 1 07 宮　城 東仙台中

1536 小野寺　瑠唯 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾙｲ 男子 1 宮　城 宮教大附属

525129681229 日下　志遠 ｸｻｶ ｼｵﾝ 男子 2 06 宮　城 仙台中田

1461 近江　一葉 ｵｳﾐ ｶｽﾞﾊ 男子 1 宮　城 広瀬中

841 佐々木　有輝 ｻｻｷ ｱﾘｷ 男子 1 06 宮　城 台原中

858 小野寺　建 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 男子 1 06 宮　城 台原中

2496 本堂　秋悠 ﾎﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｻ 男子 1 宮　城 柳生中

2506 樋口　碧生 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 男子 2 宮　城 柳生中
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1025 稲毛　崇斗 ｲﾅｹﾞ ﾀｶﾄ 男子 3 宮　城 東北高

1026 今野　元揮 ｺﾝﾉ ｹﾞﾝｷ 男子 3 宮　城 東北高

1027 今野　純 ｺﾝﾉ ｽﾅｵ 男子 3 宮　城 東北高

1030 笹部　駿介 ｻｻﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 3 宮　城 東北高

1031 林田　海輝 ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｲｷ 男子 3 宮　城 東北高

1035 松田　爽 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ 男子 2 宮　城 東北高

1036 白石　光星 ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ 男子 2 宮　城 東北高

1039 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 男子 2 宮　城 東北高

1037 櫻庭　啓真 ｻｸﾗﾊﾞ ｹｲﾏ 男子 2 宮　城 東北高

1041 鈴木　龍星 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 宮　城 東北高

1047 高橋　彰太 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 男子 1 宮　城 東北高

1048 神田　大地 ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 1 宮　城 東北高

1049 丹野　滉太郎 ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ 男子 1 宮　城 東北高

1050 榊原　巧 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 男子 1 宮　城 東北高

1052 齋藤　颯希 ｻｲﾄｳ ｿｳｷ 男子 1 宮　城 東北高

1500 新美　和哉 ﾆｲﾐ ｶｽﾞﾔ 男子 3 04 宮　城 大沢中

2183130071517 大濵　逞真 ｵｵﾊﾏ ﾀｸﾏ 男子 2 05 宮　城 富沢中

4701 庄司　晃葉 ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾖｳ 男子 3 増田中

580112174723 入江　柚安 ｲﾘｴ ﾕｱﾝ 男子 3 04 宮　城 六郷中

1055 草岡　知弥 ｸｻｵｶ ﾄﾓﾔ 男子 1 宮　城 東北高

1478 神山　誠晴 ｶﾐﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 男子 3 宮　城 広瀬中

1785 伊藤　光成 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 3 04 八乙女中学校

1474 吉田　奏斗 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾄ 男子 3 宮　城 広瀬中

4495 加藤　宏介 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 男子 87 宮　城 TG racing

321126701118 賀川　僚太郎 ｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 2 06 宮城 五橋中

1460 前川　竜之将 ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 1 宮　城 広瀬中

572124865228 池田　大晟 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ 男子 2 05 宮　城 六郷中

961129963232 黒羽　祥 ｸﾛﾊ ｼｮｳ 男子 2 06 宮　城 八木山中

309 藤村　輝世 ﾌｼﾞﾑﾗ ｷｾｲ 男子 1 06 宮　城 東華中

3341 63738330 太田　考紀 ｵｵﾀ ﾀｶﾄｼ 男子 92 宮　城 宮城陸協

2481 熊坂　煌介 ｸﾏｻｶ ｷｮｳｽｹ 男子 2 宮　城 柳生中

534129681027 大洞　晶平 ｵｵﾎﾗ ｼｮｳﾍｲ 男子 2 06 宮　城 仙台中田

2034 大宮　新 ｵｵﾐﾔ ｱﾗﾀ 男子 1 06 宮　城 鶴が丘中

1448 菅原　大聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｾｲ 男子 2 宮　城 広瀬中

1714 渋谷　蓮太 ｼﾌﾞﾔ ﾚﾝﾀ 男子 2 05 宮　城 七北田中

1954 阿部　亮太 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 1 07 加茂中

21931408336628 山道　優大 ﾔﾏﾐﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 1 06 宮　城 富沢中

2482 小玉　大輝 ｺﾀﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 2 宮　城 柳生中

1948 本田　悠斗 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 1 07 加茂中

4994141880325 菊池　優志 ｷｸﾁ ﾏｻｼ 男子 1 06 宮　城 ランナーズハイ

4996142652828 寒河江　夏輝 ｻｶﾞｴ ﾅﾂｷ 男子 1 06 宮　城 ランナーズハイ
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高校・一般男子5000m

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

4740104101299 伊藤　陸歩 ｲﾄｳ ﾘｸﾎ 男子 1 03 秋　田 横手清陵学院

4723120099829 佐藤　怜央 ｻﾄｳ ﾚｵ 男子 2 03 秋　田 横手清陵学院

4746104103211 武内　温翔 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 男子 1 03 秋　田 横手清陵学院

4719 93323121 佐々木　健太郎 ｻｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 2 02 秋　田 横手清陵学院

4729 93465835 森屋　流空 ﾓﾘﾔ ﾘｸ 男子 2 03 秋　田 横手清陵学院

4718 88775439 木村　歩夢 ｷﾑﾗ ｱﾑ 男子 2 02 秋　田 横手清陵学院

4295 11787428 石井　辰樹 ｲｼｲ ﾀﾂｷ 男子 94 宮　城 ネクサ

32901331183019 越後谷　凌介 ｴﾁｺﾞﾔ ﾘｮｳｽｹ 男子 93 宮　城 ネクサ

5112 91896235 浅利　秦太 ｱｻﾘ ｼﾝﾀ 男子 2 02 秋　田 大曲

5113108681731 大野　恒平 ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ 男子 2 03 秋　田 大曲

1028 今野　大輝 ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 男子 3 宮　城 東北高

1040 小畑　空斗 ｵﾊﾞﾀ ｿﾗﾄ 男子 2 宮　城 東北高

1038 鈴木　響 ｽｽﾞｷ ｵﾄ 男子 2 宮　城 東北高

1042 鈴木　夢叶 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 2 宮　城 東北高

1051 小林　秀寿 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ 男子 1 宮　城 東北高

5122311921825 千葉　航太 ﾁﾊﾞ ｺｳﾀ 男子 1 04 秋　田 大曲

647 髙梨　有仁 ﾀｶﾅｼ ｱﾙﾋﾄ 男子 2 02 宮　城 利府高

649 氏家　大希 ｳｼﾞｲｴ ﾀﾞｲｷ 男子 2 02 宮　城 利府高

658 小野寺　賢翔 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝﾄ 男子 1 03 宮　城 利府高

389 85204423 千葉　洋太 ﾁﾊﾞ ﾖｳﾀ 男子 91 岩　手 一関ＡＣ

5121130586326 藤原　裕己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 男子 1 03 秋　田 大曲

661 畠山　朝陽 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ 男子 1 03 宮　城 利府高

290 川端　響 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 男子 1 宮　城 仙台西高

287 金原　篤士 ｷﾝﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 男子 2 宮　城 仙台西高

308 大泉　倫也 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾔ 男子 1 宮　城 仙台西高

289 齋藤　俊弥 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 男子 1 宮　城 仙台西高

288 佐藤　直人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 男子 2 宮　城 仙台西高

300 大宮　巧 ｵｵﾐﾔ ﾀｸﾐ 男子 1 宮　城 仙台西高

40 齊藤　寛峻 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄｼ 男子 D3 91 長　野 東北大
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高校・一般男子10000m

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

4294 5857126 遠藤　直樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 男子 79 宮　城 イシノマキRC
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中学男子円盤投(1.500kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

9473 中野　太惺 ﾅｶﾉ ﾀｲｾｲ 男子 3 04 仙台二華

1844 吉村　碧斗 ﾖｼﾑﾗ ｱｵﾄ 男子 1 宮　城 南光台中

1864 黒田　三樹雄 ｸﾛﾀﾞ ﾐｷｵ 男子 1 宮　城 南光台中
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高校男子円盤投(1.750kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

972 堀籠　温大 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾙﾄ 男子 2 仙台育英学園高

957 塚本　啓明 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 男子 2 仙台育英学園高

1413 鈴木　智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 男子 3 01 宮　城 仙台高専名取

915 佐藤　光晟 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 1 仙台育英学園高

1417 羽田　拓馬 ﾊﾈﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 3 01 宮　城 仙台高専名取

755 佐々木　信吾 ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 男子 2 02 宮　城 松島高校

741 岡田　頼空 ｵｶﾀﾞ ﾗｲｸ 男子 1 03 宮　城 松島高校
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