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2681 田中　悠貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男子 1 ショウケイ中

1321 魚住　優斗 ｳｵｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 男子 2 沖野中

1338 山田　旭飛 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 男子 3 沖野中

1350 菊地　泰世 ｷｸﾁ ﾀｲｾｲ 男子 1 沖野中

1351 熊坂　大雅 ｸﾏｻｶ ﾀｲｶﾞ 男子 1 沖野中

1929 木村　麗輝 ｷﾑﾗ ﾚｲｷ 男子 2 加茂中

1931 石塚　大翔 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ 男子 1 加茂中

1933 遠藤　幸聖 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 男子 1 加茂中

1949 桑原　直希 ｸﾜﾊﾗ ﾅｵｷ 男子 3 加茂中

1951 武田　幸己 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 男子 3 加茂中

1082 高橋　惺仁 ﾀｶﾊｼ ｾﾝｼﾞﾝ 男子 2 蒲町中

1086 吉野　天翔 ﾖｼﾉ ﾂﾊﾞｻ 男子 1 蒲町中

1087 山内　博斗 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾄ 男子 1 蒲町中

1113 佐藤　隆太郎 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 3 蒲町中

1118 近藤　颯 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳ 男子 2 蒲町中

681 菊地　凛翔 ｷｸﾁ ﾘﾝﾄ 男子 3 岩中

689 佐々木　晶斗 ｻｻｷ ｱｷﾄ 男子 1 岩中

691 横山　陽登 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 3 岩中

711 谷川　蓮 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚﾝ 男子 1 岩中

719 佐藤　宥人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 3 岩中

1535 上田　康太 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 3 宮教大附属

1536 小野寺　留唯 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾙｲ 男子 3 宮教大附属

1537 佐々木　秀聡 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 男子 3 宮教大附属

1538 山口　夕翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 3 宮教大附属

1567 亀　佑海 ｶﾒ ﾕｳ 男子 3 宮城聴覚中

201 佐々木　康介 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 男子 3 宮城野中

204 上田　歩夢 ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾑ 男子 3 宮城野中

205 後藤田　有哉 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 3 宮城野中

206 北谷　圭汰 ｷﾀﾔ ｹｲﾀ 男子 3 宮城野中

229 鈴木　瑠偉 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 男子 3 宮城野中

332 山寺　倫太郎 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 2 五橋中

345 小林　智信 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ 男子 3 五橋中

351 高田　篤 ﾀｶﾀﾞ ｱﾂｼ 男子 3 五橋中

354 村上　暁輝 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｷ 男子 2 五橋中

356 大和　健心 ﾔﾏﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 2 五橋中

171 二郷　絃 ﾆｺﾞｳ ｹﾞﾝ 男子 3 五城中学校

173 冨山　和志 ﾄﾐﾔﾏ ｶｽﾞｼ 男子 3 五城中学校

182 安積　祐希 ｱｻｶ ﾕｳｷ 男子 1 五城中学校

189 髙倉　碧 ﾀｶｸﾗ ｱｵｲ 男子 1 五城中学校

194 櫻井　光翔 ｻｸﾗｲ ﾋｶﾙ 男子 2 五城中学校

1894 大土　由翔 ｵｵﾂﾁ ﾕｳﾄ 男子 2 向陽台中

1905 菅野　玲輝 ｶﾝﾉ ﾚｱ 男子 3 向陽台中

1907 掛端　悠人 ｶｹﾊﾀ ﾕｳﾄ 男子 3 向陽台中

1910 鈴木　豪 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 男子 3 向陽台中

1462 中村　斗哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳﾔ 男子 3 広瀬中

1471 山口　惺也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 2 広瀬中

1472 庄子　夕翔 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 広瀬中

1475 佐藤　聖流 ｻﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 男子 2 広瀬中

1476 千田　遥聖 ﾁﾀﾞ ﾖｳｾｲ 男子 2 広瀬中

643 竹内　聖法 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾉﾘ 男子 2 高砂中

647 奥山　輝道 ｵｸﾔﾏ ﾃﾙﾐﾁ 男子 2 高砂中

657 佐藤　路空 ｻﾄｳ ﾛｸ 男子 1 高砂中

658 島田　祐羽人 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 1 高砂中

676 阿部　智康 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔｽ 男子 3 高砂中

2284 遠藤　幹太 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 男子 3 高森中

2288 佐藤　 　楓 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 男子 3 高森中

2291 三戸　涼介 ｻﾝﾉﾍ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 高森中

2298 飯淵　瑛人 ｲｲﾌﾞﾁ ｴｲﾄ 男子 2 高森中

2301 高橋　浩大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 高森中

102 鈴木　祐介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 男子 3 三条

81 星　俊太郎 ﾎｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 1 三条

87 岡田　遙斗 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 1 三条

94 鈴木　悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 男子 2 三条

98 飛嶋　奏太 ﾄﾋﾞｼﾏ ｶﾅﾀ 男子 2 三条

1041 阿部　善 ｱﾍﾞ ｾﾞﾝ 男子 3 山田中

1045 明戸　大和 ｱｹﾄ ﾔﾏﾄ 男子 3 山田中
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1047 福井　碧月 ﾌｸｲ ｱﾙﾅ 男子 3 山田中

1051 小山　秀悟 ｵﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ 男子 2 山田中

1054 佐々木　光 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 男子 2 山田中

2041 南　知志 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞｼ 男子 3 寺岡中

2045 角田　侑海 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾐ 男子 3 寺岡中

2046 渡邊　雄斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 男子 3 寺岡中

2048 永沼　蒼梧 ﾅｶﾞﾇﾏ ｿｳｺﾞ 男子 3 寺岡中

2068 佐藤　琉友 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 男子 2 寺岡中

601 大宮　綾介 ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 七郷

627 草野  　悠生 ｸｻﾉ ﾕｳｾｲ 男子 1 七郷

630 大泉  　蒼空 ｵｵｲｽﾞﾐ ｿﾗ 男子 1 七郷

631 細谷  　麗夢 ﾎｿﾔ ﾗｲﾑ 男子 1 七郷

632 米澤  　蓮 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾚﾝ 男子 1 七郷

1683 大津　笙 ｵｵﾂ ｼｮｳ 男子 3 七北田中

1684 菅原　理央 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｵ 男子 3 七北田中

1695 大塚　誠士朗 ｵｵﾂｶ ｾｲｼﾞﾛｳ 男子 1 七北田中

1706 上所　大悟 ｼﾞｮｳｼｮ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 1 七北田中

1708 髙橋　応 ﾀｶﾊｼ ｱﾀﾙ 男子 1 七北田中

1801 森永　蓮惺 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾚﾝｾｲ 男子 3 将監中

1811 岩朝　悠斗 ｲﾜｻ ﾕｳﾄ 男子 3 将監中

1823 山﨑　建心 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾝ 男子 3 将監中

1824 加藤　慎之助 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 男子 2 将監中

1825 清水　玲臣 ｼﾐｽﾞ ﾚｵ 男子 2 将監中

141 谷野　佑弥 ﾀﾆﾉ ﾕｳﾔ 男子 3 上杉山中

143 鈴木　周 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 男子 3 上杉山中

144 小濱　竜之丞 ｺﾊﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 3 上杉山中

147 玉木　大誠 ﾀﾏｷ ﾀｲｾｲ 男子 2 上杉山中

152 木下　竣介 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 上杉山中

734 森島　昊己 ﾓﾘｼﾏ ｺｳｷ 男子 3 西多賀

740 甘木　陽斗 ｱﾏｷ ﾊﾙﾄ 男子 2 西多賀

742 菅野　響 ｶﾝﾉ ｷｮｳ 男子 2 西多賀

746 原田　空河 ﾊﾗﾀﾞ ｸｳｶﾞ 男子 2 西多賀

752 黒田　俊介 ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 1 西多賀

9373 石原　悠生 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 3 青陵

9375 菊池　綾太 ｷｸﾁ ｱﾔﾀ 男子 3 青陵

9390 鈴木　蓮 ｽｽﾞｷ ﾚﾝ 男子 2 青陵

9395 遠藤　駿 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 男子 1 青陵

1247 奥山　健太郎 ｵｸﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 2 折立中

1248 奥山　康太郎 ｵｸﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 折立中

1273 岩渕　凜空 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｸ 男子 1 折立中

1276 里見　諒吾 ｻﾄﾐ ﾘｮｳｺﾞ 男子 1 折立中

1277 底田　莉玖 ｿｺﾀ ﾘｸ 男子 1 折立中

17 小松　幸太郎 ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 仙台一

2 関　　愛心 ｾｷ ｱｲｼﾝ 男子 3 仙台一

23 横山　琉晴 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 男子 1 仙台一

31 加藤　那崇 ｶﾄｳ ﾔｽﾀｶ 男子 1 仙台一

5 柴田　律哉 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾂﾔ 男子 2 仙台一

529 髙橋　正徳 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 男子 1 仙台中田

536 菊川　幹太 ｷｸｶﾜ ｶﾝﾀ 男子 3 仙台中田

540 目黒　優三 ﾒｸﾞﾛ ﾕｳｿﾞｳ 男子 3 仙台中田

555 武田　大和 ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 2 仙台中田

558 佐々木　紘 ｻｻｷ ｺｳ 男子 2 仙台中田

44 佐藤　漣 ｻﾄｳ ﾚﾝ 男子 3 仙台二中

47 熊谷　奏汰 ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾀ 男子 2 仙台二中

48 熊谷　颯眞 ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾏ 男子 2 仙台二中

52 島田　智史 ｼﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 男子 2 仙台二中

53 竹林　匡斗 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 男子 2 仙台二中

1214 江畑　宏亮 ｴﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 男子 3 袋原中

1217 藤川　昊誠 ﾌｼﾞｶﾜ ｺｳｾｲ 男子 3 袋原中

1218 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 3 袋原中

1221 大室　和輝 ｵｵﾑﾛ ｶｽﾞｷ 男子 2 袋原中

1222 佐々木　柚太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 男子 2 袋原中

850 鈴木　佑馬 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 男子 1 台原中

857 佐々木　大成 ｻｻｷ ﾀｲｾｲ 男子 3 台原中

862 皆川　椋哉 ﾐﾅｶﾜ ﾘｮｳﾔ 男子 1 台原中

864 関　倫太郎 ｾｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 1 台原中
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876 細川　巧 ﾎｿｶﾜ ｺｳ 男子 2 台原中

1001 青田　蓮士 ｱｵﾀ ﾚﾝｼﾞ 男子 2 中山中

1005 鈴木　優冴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 3 中山中

1024 土田　優人 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 中山中

1027 早坂　幸秀 ﾊﾔｻｶ ﾕｷﾋﾃﾞ 男子 2 中山中

1038 鈴木　陸斗 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 男子 1 中山中

1171 小笠原　慎人 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｺﾄ 男子 2 中野中

1172 木村　倖士 ｷﾑﾗ ﾕｷｼ 男子 2 中野中

1174 永野　翔也 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾔ 男子 2 中野中

1184 梅津　逞 ｳﾒﾂ ﾀｸﾏ 男子 1 中野中

494 國領　天磨 ｺｸﾘｮｳ ﾃﾝﾏ 男子 2 長町中

496 斉藤　颯太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 男子 1 長町中

498 石田　悠真 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 3 長町中

501 島津　京平 ｼﾏｽﾞ ｷｮｳﾍｲ 男子 3 長町中

503 千葉　優真 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾏ 男子 3 長町中

2001 阿保　舟逢 ｱﾎﾞ ｼｭﾎｳ 男子 1 鶴が丘中

2002 八巻　瑛都 ﾔﾏｷ ｴｲﾄ 男子 1 鶴が丘中

2016 片岡　結希人 ｶﾀｵｶ ﾕｷﾄ 男子 2 鶴が丘中

2017 菅野　颯大 ｶﾝﾉ ｿｳﾀﾞｲ 男子 2 鶴が丘中

288 佐藤　新 ｻﾄｳ ｱﾗﾀ 男子 2 東華中

292 後藤　駿斗 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 東華中

293 一迫　柊貴 ｲﾁﾊｻﾞﾏ ｼｭｳｷ 男子 1 東華中

302 舟腰　陽太 ﾌﾅｺｼ ﾖｳﾀ 男子 2 東華中

304 大久保　貴瑛 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｱｷ 男子 2 東華中

2602 小池　悠太 ｺｲｹ ﾕｳﾀ 男子 2 東北学院

2603 千葉　佳大 ﾁﾊﾞ ｹｲﾀ 男子 1 東北学院

2605 青沼　怜 ｱｵﾇﾏ ｻﾄﾙ 男子 3 東北学院

2607 伏見　悠汰 ﾌｼﾐ ﾕｳﾀ 男子 1 東北学院

2611 福田　蒼馬 ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾏ 男子 1 東北学院

1843 兎澤　瑛士 ﾄｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 男子 3 南光台中

1851 太田　朝日 ｵｵﾀ ｱｻﾋ 男子 3 南光台中

1854 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 男子 3 南光台中

1856 上川名　瑛太 ｶﾐｶﾜﾅ ｴｲﾀ 男子 3 南光台中

1862 平井　飛良 ﾋﾗｲ ﾋｲﾛ 男子 3 南光台中

442 熊谷　啓大 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 男子 3 南小泉

444 藤原　綜麿 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾏ 男子 3 南小泉

455 古村　勘一 ｺﾑﾗ ｶﾝｲﾁ 男子 2 南小泉

456 畠山　侑大 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳﾄ 男子 2 南小泉

463 千田　佳幸 ﾁﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 男子 2 南小泉

9442 有馬　凜 ｱﾘﾏ ﾘﾝ 男子 1 二華中

9454 和久田　　芯杜 ﾜｸﾀﾞ  ｼﾝﾄ 男子 3 二華中

9472 川人　丈幸 ｶﾜﾋﾄ ﾀｹﾕｷ 男子 2 二華中

9474 神田　禮慧 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｻﾄ 男子 2 二華中

9477 杉江　知大 ｽｷﾞｴ ﾁﾋﾛ 男子 2 二華中

1761 榎本　光希 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｷ 男子 3 八乙女中

1788 永澤　光司 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳｼﾞ 男子 2 八乙女中

1790 北川　蒼 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｵｲ 男子 1 八乙女中

1794 伊藤　理喜 ｲﾄｳ ﾘｷ 男子 3 八乙女中

1799 大羽　　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 男子 1 八乙女中

402 加藤　龍行 ｶﾄｳ ﾀﾂﾕｷ 男子 2 八軒中学校

410 三浦　光誠 ﾐｳﾗ ｺｳｾｲ 男子 2 八軒中学校

417 蒲生　桜佑 ｶﾞﾓｳ ｵｳｽｹ 男子 3 八軒中学校

422 佐藤　匠悟 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 1 八軒中学校

433 三浦　大雅 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 1 八軒中学校

978 安藤　遼心 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲ 男子 3 八木山中

979 及川　正義 ｵｲｶﾜ ｾｲｷﾞ 男子 3 八木山中

995 井幡　遼太郎 ｲﾊﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 3 八木山中

997 志賀　悠汰 ｼｶﾞ ﾕｳﾀ 男子 3 八木山中

999 小島　明希 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 男子 3 八木山中

2168 佐々木　龍正 ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 富沢中

2169 櫻井　琉成 ｻｸﾗｲ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 富沢中

2195 近江　日向 ｵｵﾐ ﾋﾅﾀ 男子 3 富沢中

2196 菊池　陸斗 ｷｸﾁ ﾘｸﾄ 男子 3 富沢中

2200 大友　直哉 ｵｵﾄﾓ ﾅｵﾔ 男子 3 富沢中

887 佐藤　隆司 ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 男子 1 北仙台中

2242 熊谷　武 ｸﾏｶﾞｲ ｲｻﾑ 男子 2 茂庭台中
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2244 伊藤　千祥 ｲﾄｳ ﾕｷﾅｶﾞ 男子 2 茂庭台中

2245 山崎　琉希 ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｷ 男子 2 茂庭台中

2255 菅原　司 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂｶｻ 男子 1 茂庭台中

2257 村上　竜汰朗 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 2 茂庭台中

2486 松尾　喜紀 ﾏﾂｵ ﾖｼｷ 男子 2 柳生中

2488 佐藤　隼斗 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 柳生中

2490 渡辺　竣弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 男子 3 柳生中

2491 本多　優磨 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 3 柳生中

2501 東海林　蓮 ｼｮｳｼﾞ ﾚﾝ 男子 3 柳生中

561 楠原　陸永 ｸｽﾊﾗ ﾘｸﾄ 男子 3 六郷中

565 遠藤　翔太 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 男子 1 六郷中

567 中村　龍 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳ 男子 1 六郷中

577 本間　大暉 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 2 六郷中

591 橘　優斗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ 男子 3 六郷中

4 / 4



中学男子1500m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

1349 小野寺　敦己 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｷ 男子 1 沖野中

1923 佐々木　蓮斗 ｻｻｷ ﾚﾝﾄ 男子 2 加茂中

1932 稲富　勇雅 ｲﾅﾄﾐ ﾕｳｶﾞ 男子 1 加茂中

1935 内海　智博 ｳﾂﾐ ﾄﾓﾋﾛ 男子 1 加茂中

1948 本田　悠斗 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 3 加茂中

1954 阿部　亮太 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 3 加茂中

1088 新山　未来翔 ﾆｲﾔﾏ ﾐｷﾄ 男子 1 蒲町中

1091 木下　蒼空 ｷﾉｼﾀ ｿﾗ 男子 1 蒲町中

1114 田中　孝太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 男子 3 蒲町中

687 高橋　柾 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 男子 2 岩中

1533 阿部　亮太 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 3 宮教大附属

1541 櫻井　豊 ｻｸﾗｲ ﾕﾀｶ 男子 2 宮教大附属

1543 菅原　宗一郎 ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 2 宮教大附属

1546 鈴木　檀史郎 ｽｽﾞｷ ﾀﾞﾝｼﾛｳ 男子 2 宮教大附属

202 石橋　政宗 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾑﾈ 男子 3 宮城野中

211 小原　駿也 ｵﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾔ 男子 2 宮城野中

217 安藤　賢治郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ 男子 3 宮城野中

219 白石　晟 ｼﾗｲｼ ｾｲ 男子 3 宮城野中

838 富野　陽暉 ﾄﾐﾉ ﾊﾙｷ 男子 1 郡山中学校

9761 玉渕　晴哉 ﾀﾏﾌﾞﾁ ﾊﾙﾔ 男子 1 郡山中学校

327 山本　治斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 2 五橋中

328 川嶋　悠 ｶﾜｼﾏ ﾊﾙｷ 男子 2 五橋中

329 髙橋　怜平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 男子 2 五橋中

335 髙野　瑛太 ﾀｶﾉ ｴｲﾀ 男子 2 五橋中

359 寺下　士優 ﾃﾗｼﾀ ｼｭｳ 男子 3 五橋中

163 近江　亮 ｵｳﾐ ﾘｮｳ 男子 2 五城中学校

165 村上　雅樹 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 男子 2 五城中学校

166 佐藤　映心 ｻﾄｳ ｴｲｼﾝ 男子 2 五城中学校

184 大場　天翔 ｵｵﾊﾞ ｱﾏﾄ 男子 1 五城中学校

193 船津　壮 ﾌﾅﾂ ｿｳ 男子 1 五城中学校

1882 遠藤　悠太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 男子 1 向陽台中

1893 金子　侑叶 ｶﾈｺ ﾕｳﾄ 男子 2 向陽台中

1902 高橋　明也 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾔ 男子 3 向陽台中

1906 菅原　涼平 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾍｲ 男子 3 向陽台中

1909 藤澤　七絆 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅｷ 男子 3 向陽台中

1290 岡田　翔琉 ｵｶﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 3 幸町中

1460 前川　竜之将 ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 3 広瀬中

1461 近江　一葉 ｵｳﾐ ｶｽﾞﾊ 男子 3 広瀬中

1464 井上　康介 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 男子 3 広瀬中

1465 川端　樹 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 男子 3 広瀬中

1477 中舘　才門 ﾅｶﾀﾞﾃ ｻｲﾓﾝ 男子 2 広瀬中

675 岩澤　平太 ｲﾜｻﾜ ﾍｲﾀ 男子 3 高砂中

677 遠藤　巧望 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 男子 3 高砂中

2282 松浦　颯飛 ﾏﾂｳﾗ ｿｳﾀ 男子 3 高森中

2303 樋口　健太郎 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 2 高森中

2315 石川　　遥斗 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 男子 1 高森中

2316 石田　　晃資 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 1 高森中

82 國安　泰清 ｸﾆﾔｽ ﾀｲｾｲ 男子  1 三条

86 平野　颯大 ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ 男子 1 三条

97 菅野　陽太 ｶﾝﾉ  ﾖｳﾀ 男子 2 三条

99 山田　和哉 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 2 三条

1071 海野　蒼介 ｳﾝﾉ ｿｳｽｹ 男子 1 山田中

1073 浅野　瑛太 ｱｻﾉ ｴｲﾀ 男子 1 山田中

620 三浦　悠斗 ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ 男子 2 七郷

1687 萬羽　陽一 ﾏﾝﾊﾞ ﾖｳｲﾁ 男子 3 七北田中

1705 庄司　優斗 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾄ 男子 1 七北田中

1707 鈴木　陽仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 男子 1 七北田中

1710 辻川　惇 ﾂｼﾞｶﾜ ﾏｺﾄ 男子 1 七北田中

1711 福王　健太 ﾌｸｵｳ ｹﾝﾀ 男子 1 七北田中

1804 上村　悠瑳 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｻ 男子 1 将監中

1812 髙橋　佳来 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 男子 2 将監中

1829 菊地　咲人 ｷｸﾁ ｻｸﾄ 男子 2 将監中

122 淺村　泰裕 ｱｻﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 男子 2 上杉山中

124 稲垣　瑠風 ｲﾅｶﾞｷ ﾙｶ 男子 2 上杉山中

125 岡本　遼真 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 男子 2 上杉山中

132 鈴木　陽弥 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔ 男子 3 上杉山中
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137 中島　勘太 ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ 男子 3 上杉山中

733 宮澤　光汰 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀ 男子 3 西多賀

745 星　大耀 ﾎｼ ﾀｲﾖｳ 男子 2 西多賀

750 小野　鼓太郎 ｵﾉ ｺﾀﾛｳ 男子 1 西多賀

9396 佐藤　航太郎 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 男子 1 青陵

1255 堀内　奏 ﾎﾘｳﾁ ｿｳ 男子 2 折立中

1272 安達　白斗 ｱﾀﾞﾁ ﾊｸﾄ 男子 1 折立中

1274 金須　瑠偉 ｷﾝｽ ﾙｲ 男子 1 折立中

1279 百井　笑多 ﾓﾓｲ ﾜﾀ 男子 1 折立中

1280 安田　光助 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 1 折立中

1 村上　晴人 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ 男子 2 仙台一

22 針生　武憲 ﾊﾘｳ ﾀｹﾉﾘ 男子 2 仙台一

26 長谷川　結希 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 2 仙台一

37 星　陽樹 ﾎｼ ﾊﾙｷ 男子 2 仙台一

554 浅野　音央 ｱｻﾉ ﾈｵ 男子 2 仙台中田

556 加藤　航大 ｶﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 仙台中田

46 木村　爽平 ｷﾑﾗ ｿｳﾍｲ 男子 2 仙台二中

50 佐藤　栄希 ｻﾄｳ ｴｲｷ 男子 2 仙台二中

72 佐藤　由希 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 男子 1 仙台二中

73 中野　淳 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝ 男子 1 仙台二中

841 佐々木　有輝 ｻｻｷ ｱﾘｷ 男子 3 台原中

846 板垣　圭亮 ｲﾀｶﾞｷ ｹｲｽｹ 男子 1 台原中

858 小野寺　建 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 男子 3 台原中

863 加藤　大登 ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 1 台原中

1161 三浦　拓真 ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 男子 3 中野中

1190 佐藤　亮顕 ｻﾄｳ ﾘｮｳｹﾝ 男子 1 中野中

1193 早坂　世韻 ﾊﾔｻｶ ｾｲﾝ 男子 1 中野中

485 相沢　駿斗 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 2 長町中

488 川本　芯 ｶﾜﾓﾄ ｼﾝ 男子 2 長町中

493 安田　匠希 ﾔｽﾀﾞ ﾅﾙｷ 男子 2 長町中

499 後藤　達憲 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ 男子 3 長町中

515 大友　惇弘 ｵｵﾄﾓ ｱﾂﾋﾛ 男子 3 長町中

2007 小原　泰斗 ｵﾊﾞﾗ ﾀｲﾄ 男子 1 鶴が丘中

2010 加藤　陸斗 ｶﾄｳ ﾘｸﾄ 男子 1 鶴が丘中

2012 新田　英大 ﾆｯﾀ ｴｲﾀ 男子 1 鶴が丘中

2021 志賀　優樹 ｼｶﾞ ﾕｳｷ 男子 2 鶴が丘中

2034 大宮　新 ｵｵﾐﾔ ｱﾗﾀ 男子 3 鶴が丘中

303 三國　陽稀 ﾐｸﾆ ﾊﾙｷ 男子 2 東華中

307 江畑　孝樹 ｴﾊﾞﾀ ｺｳｷ 男子 2 東華中

310 遊佐　友哉 ﾕｻ ﾄﾓﾔ 男子 1 東華中

2601 伊藤　彰吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 1 東北学院

2619 嶺岸　優羽 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳ 男子 3 東北学院

2621 大髙　時導 ｵｵﾀｶ ﾄｷﾐ 男子 3 東北学院

1845 猪狩　一輝 ｲｶﾘ ｶｽﾞﾃﾙ 男子 2 南光台中

1847 齋藤　由仁 ｻｲﾄｳ ﾕｲﾝ 男子 2 南光台中

9444 楠美　希空 ｸｽﾐ ﾉｱ 男子 1 二華中

9445 佐藤　蹴太 ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ 男子 1 二華中

9473 湯本　琉平 ﾕﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ 男子 2 二華中

9476 工藤　大知 ｸﾄﾞｳ ﾀｲﾁ 男子 2 二華中

1767 松原　　生吹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 1 八乙女中

1771 伊藤　　光汰 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 1 八乙女中

1774 武藤　　雄大 ﾑﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 1 八乙女中

1777 板橋　昌汰 ｲﾀﾊﾞｼ ｼｮｳﾀ 男子 2 八乙女中

1783 中村　優李 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ 男子 3 八乙女中

406 金津　隼翔 ｶﾅﾂ ﾊﾔﾄ 男子 2 八軒中学校

416 黒澤　瑛太 ｸﾛｻﾜ ｴｲﾀ 男子 3 八軒中学校

421 佐藤　壮一 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ 男子 3 八軒中学校

427 清野　倫杜 ｾｲﾉ ﾘﾝﾄ 男子 1 八軒中学校

429 永井　佑 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 男子 1 八軒中学校

970 相澤　青波 ｱｲｻﾞﾜ ｾﾅ 男子 2 八木山中

973 今村　悠人 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 3 八木山中

975 沓澤　望歩 ｸﾂｻﾞﾜ ﾉｱ 男子 3 八木山中

991 小池　創太 ｺｲｹ ｿｳﾀ 男子 3 八木山中

992 千葉　拓真 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾏ 男子 3 八木山中

2188 宇野　光祐 ｳﾉ ｺｳｽｹ 男子 3 富沢中

2190 千葉　涼太 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 3 富沢中
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2193 山道　優大 ﾔﾏﾐﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 3 富沢中

2198 宮﨑　大地 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 3 富沢中

2199 越前屋　周 ｴﾁｾﾞﾝﾔ ｼｭｳ 男子 3 富沢中

2496 本堂　秋悠 ﾎﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｻ 男子 3 柳生中

2503 深谷　颯眞 ﾌｶﾔ ｿｳﾏ 男子 1 柳生中

2518 堅岡　陽斗 ｶﾀｵｶ ﾊﾙﾄ 男子 2 柳生中

2519 小田嶋　凛大央 ｵﾀﾞｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 2 柳生中

2520 楯　知展 ﾀﾃ ｱｷﾋﾛ 男子 2 柳生中

574 小野　魁樹 ｵﾉ ｶｲｼﾞｭ 男子 2 六郷中
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385 藤原　剛志 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾞｳｼ 男子 3 愛宕中

1921 髙橋　福太郎 ﾀｶﾊｼ ﾌｸﾀﾛｳ 男子 2 加茂中

1081 高橋　康貴 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 男子 2 蒲町中

1119 八島　世名 ﾔｼﾏ ｾﾅ 男子 2 蒲町中

1534 安達　隆太 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 男子 3 宮教大附属

1545 杉澤　俊樹 ｽｷﾞｻﾜ ﾄｼｷ 男子 2 宮教大附属

215 千葉　遥希 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｷ 男子 2 宮城野中

1895 菊地　颯真 ｷｸﾁ ｿｳﾏ 男子 2 向陽台中

1904 加藤　遥陽 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋ 男子 3 向陽台中

649 佐藤　庸太 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 男子 2 高砂中

2285 高坂　一輝 ｺｳｻｶ ｶｽﾞｷ 男子 3 高森中

2289 澤田　惇平 ｻﾜﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 3 高森中

2308 若生　一沙 ﾜｺｳ ｶｽﾞｻ 男子 2 高森中

2044 齊藤　慧士郎 ｻｲﾄｳ ｹｲｼﾛｳ 男子 3 寺岡中

2069 富永　隆之介 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 寺岡中

621 櫻井　雄太 ｻｸﾗｲ ｳﾀ 男子 2 七郷

622 佐藤　泰我 ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 男子 2 七郷

628 庄子  　空杜 ｼｮｳｼﾞ ｿﾗﾄ 男子 1 七郷

1685 渡辺　快斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 男子 3 七北田中

732 佐藤　恵梧 ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 男子 3 西多賀

9394 池田　遼祐 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 青陵

4 田中　誠太朗 ﾀﾅｶ ｾｲﾀﾛｳ 男子 3 仙台一

521 鈴木　順正 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 2 仙台中田

559 佐藤　遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 男子 2 仙台中田

45 伊 　秀人 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ 男子 2 仙台二中

54 外山　陽太 ﾄﾔﾏ ﾖｳﾀ 男子 2 仙台二中

845 炭村　友貴 ｽﾐﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 3 台原中

847 鶴見　侑 ﾂﾙﾐ ﾕｳ 男子 2 台原中

1162 髙橋　圭太朗 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ 男子 3 中野中

1169 佐藤　大耶 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾔ 男子 2 中野中

514 鈴木　孝太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 男子 3 長町中

516 木村　航和 ｷﾑﾗ ｺｳﾜ 男子 3 長町中

519 菅原　拓斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 男子 3 長町中

2036 村松　徳大 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾘﾀ 男子 3 鶴が丘中

2038 浅野　高成 ｱｻﾉ ﾀｶﾅﾘ 男子 3 鶴が丘中

287 川田　奏太朗 ｶﾜﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 2 東華中

1846 岩村　陽央 ｲﾜﾑﾗ ﾋｵｳ 男子 2 南光台中

1871 白津　蓮 ｼﾗﾂ ﾚﾝ 男子 3 南光台中

9450 藤田　　青以 ﾌｼﾞﾀ  ｱｵｲ 男子 3 二華中

9451 志賀　　圭太朗 ｼｶﾞ  ｹｲﾀﾛｳ 男子 3 二華中

1792 高橋　春輝 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 男子 3 八乙女中

420 三浦　羚斗 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾄ 男子 3 八軒中学校

977 山田　一之進 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁﾉｼﾝ 男子 3 八木山中
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159 六郷中 ﾛｸｺﾞｳﾁｭｳ 561 楠原　陸永 ｸｽﾊﾗ ﾘｸﾄ 男子 3 六郷中

仙台市立六郷中学校 六郷中 575 針生　優飛 ﾊﾘｳ ﾕｳﾄ 男子 2 六郷中

577 本間　大暉 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 2 六郷中

582 齋藤　直輝 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 男子 3 六郷中

587 伊東　壮也 ｲﾄｳ ｿｳﾔ 男子 3 六郷中

592 仲上　俊哉 ﾅｶｶﾞﾐ ﾄｼﾔ 男子 3 六郷中

230 八木山中A ヤギヤマチュウA 976 清野　煌太 ｾｲﾉ ｺｳﾀ 男子 3 八木山中
仙台市立八木山中学校A 八木山中A 977 山田　一之進 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁﾉｼﾝ 男子 3 八木山中

978 安藤　遼心 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲ 男子 3 八木山中

995 井幡　遼太郎 ｲﾊﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 3 八木山中

997 志賀　悠汰 ｼｶﾞ ﾕｳﾀ 男子 3 八木山中

999 小島　明希 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 男子 3 八木山中

231 八木山中B ヤギヤマチュウB 962 小林　龍矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 男子 2 八木山中
仙台市立八木山中学校B 八木山中B 963 下權谷　宗慧 ｼﾓｺﾞﾝﾔ ﾑﾈｻﾄ 男子 2 八木山中

964 三浦　涼真 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾏ 男子 2 八木山中

966 高杉　陽那太 ﾀｶｽｷﾞ ﾋﾅﾀ 男子 2 八木山中

983 沓澤　礼望 ｸﾂｻﾞﾜ ﾚﾉ 男子 1 八木山中

984 薩日内　柊 ｻｯﾋﾟﾅｲ ｼｭｳ 男子 1 八木山中

401 七郷 シチゴウ 601 大宮　綾介 ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 七郷

仙台市立七郷中学校 七郷 621 櫻井　雄太 ｻｸﾗｲ ｳﾀ 男子 2 七郷

622 佐藤　泰我 ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 男子 2 七郷

624 小宮山　真那斗 ｺﾐﾔﾏ ﾏﾅﾄ 男子 2 七郷

626 松田 　錦侍 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾝｼﾞ 男子 1 七郷

632 米澤  　蓮 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾚﾝ 男子 1 七郷

421 柳生中B ﾔﾅｷﾞｳﾁｭｳB 2486 松尾　喜紀 ﾏﾂｵ ﾖｼｷ 男子 2 柳生中

仙台市立柳生中学校B 柳生中B 2488 佐藤　隼斗 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 柳生中

2505 小室　李玖 ｺﾑﾛ ﾘｸ 男子 1 柳生中

2514 小野寺　葉留 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙ 男子 2 柳生中

422 柳生中A ﾔﾅｷﾞｳﾁｭｳA 2490 渡辺　竣弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 男子 3 柳生中

仙台市立柳生中学校A 柳生中A 2491 本多　優磨 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 3 柳生中

2492 倉谷　颯汰 ｸﾗﾀﾆ ｿｳﾀ 男子 3 柳生中

2501 東海林　蓮 ｼｮｳｼﾞ ﾚﾝ 男子 3 柳生中

474 寺岡中A ﾃﾗｵｶﾁｭｳA 2045 角田　侑海 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾐ 男子 3 寺岡中

仙台市立寺岡中学校A 寺岡中A 2046 渡邊　雄斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 男子 3 寺岡中

2048 永沼　蒼梧 ﾅｶﾞﾇﾏ ｿｳｺﾞ 男子 3 寺岡中

2049 大泉　宇佑 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾀｶｽｹ 男子 3 寺岡中

2064 荒井　勇輝 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 男子 2 寺岡中

476 寺岡中B ﾃﾗｵｶﾁｭｳB 2050 遠藤　泰史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 男子 1 寺岡中

仙台市立寺岡中学校B 寺岡中B 2052 武藤　悠生 ﾑﾄｳ ﾕｳｷ 男子 1 寺岡中

2054 大宮　叶真 ｵｵﾐﾔ ｷｮｳﾏ 男子 1 寺岡中

2066 庄子　海斗 ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ 男子 2 寺岡中

2068 佐藤　琉友 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 男子 2 寺岡中

2069 富永　隆之介 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 寺岡中

631 加茂中A ｶﾓﾁｭｳA 1921 髙橋　福太郎 ﾀｶﾊｼ ﾌｸﾀﾛｳ 男子 2 加茂中

仙台市立加茂中学校A 加茂中A 1925 小林　知生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 男子 2 加茂中

1949 桑原　直希 ｸﾜﾊﾗ ﾅｵｷ 男子 3 加茂中

1951 武田　幸己 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 男子 3 加茂中

632 加茂中B ｶﾓﾁｭｳB 1922 丹野　景虎 ﾀﾝﾉ ｶｹﾞﾄﾗ 男子 2 加茂中

仙台市立加茂中学校B 加茂中B 1926 永沼　莉空 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘｸ 男子 2 加茂中

1931 石塚　大翔 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ 男子 1 加茂中

1933 遠藤　幸聖 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 男子 1 加茂中

719 向陽台中 ｺｳﾖｳﾀﾞｲﾁｭｳ 1894 大土　由翔 ｵｵﾂﾁ ﾕｳﾄ 男子 2 向陽台中

仙台市立向陽台中学校 向陽台中 1895 菊地　颯真 ｷｸﾁ ｿｳﾏ 男子 2 向陽台中

1904 加藤　遥陽 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋ 男子 3 向陽台中

1905 菅野　玲輝 ｶﾝﾉ ﾚｱ 男子 3 向陽台中

1907 掛端　悠人 ｶｹﾊﾀ ﾕｳﾄ 男子 3 向陽台中

1910 鈴木　豪 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 男子 3 向陽台中

740 袋原中 ﾌｸﾛﾊﾞﾗﾁｭｳ 1214 江畑　宏亮 ｴﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 男子 3 袋原中

仙台市立袋原中学校 袋原中 1215 佐藤　唯飛 ｻﾄｳ ﾕｲﾄ 男子 3 袋原中

1217 藤川　昊誠 ﾌｼﾞｶﾜ ｺｳｾｲ 男子 3 袋原中

1218 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 3 袋原中

1221 大室　和輝 ｵｵﾑﾛ ｶｽﾞｷ 男子 2 袋原中

1222 佐々木　柚太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 男子 2 袋原中
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911 折立中A ｵﾘﾀﾃﾁｭｳA 1246 井上　柊哉 ｲﾉｳｴ ﾄｳﾔ 男子 2 折立中

仙台市立折立中学校A 折立中A 1247 奥山　健太郎 ｵｸﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 2 折立中

1248 奥山　康太郎 ｵｸﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 折立中

1249 菅野　翔 ｶﾝﾉ ｼｮｳ 男子 2 折立中

1254 髙橋　樹 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｷ 男子 2 折立中

1268 柿崎　将臣 ｶｷｻﾞｷ ﾏｻｵﾐ 男子 3 折立中

965 八乙女中A ﾔｵﾄﾒﾁｭｳA 1762 羽田　健二 ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男子 3 八乙女中
仙台市立八乙女中学校A 八乙女中A 1764 木島　慶亮 ｷｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 男子 3 八乙女中

1766 齋藤　威風 ｻｲﾄｳ ｲﾌｳ 男子 3 八乙女中

1781 大岩　陸人 ｵｵｲﾜ ﾘｸﾄ 男子 3 八乙女中

1782 大場　啓助 ｵｵﾊﾞ ｹｲｽｹ 男子 3 八乙女中

1784 阿南　太久磨 ｱﾅﾝ ﾀｸﾏ 男子 3 八乙女中

966 八乙女中B ﾔｵﾄﾒﾁｭｳB 1763 髙橋　蔵之助 ﾀｶﾊｼ ｸﾗﾉｽｹ 男子 1 八乙女中
仙台市立八乙女中学校B 八乙女中B 1773 針生　涼太 ﾊﾘｭｳ ﾘｮｳﾀ 男子 2 八乙女中

1787 石田　大貴 ｲｼﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 2 八乙女中

1790 北川　蒼 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｵｲ 男子 1 八乙女中

1795 佐藤　陽向 ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 男子 2 八乙女中

1799 大羽　　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 男子 1 八乙女中

993 上杉山中 ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳ 143 鈴木　周 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 男子 3 上杉山中

上杉山中学校 上杉山中 144 小濱　竜之丞 ｺﾊﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 3 上杉山中

147 玉木　大誠 ﾀﾏｷ ﾀｲｾｲ 男子 2 上杉山中

151 嘉永　昌悟 ﾖｼﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 上杉山中

152 木下　竣介 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 上杉山中

1306 富沢中A ﾄﾐｻﾞﾜﾁｭｳA 2168 佐々木　龍正 ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 富沢中

仙台市立富沢中学校A 富沢中A 2169 櫻井　琉成 ｻｸﾗｲ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 富沢中

2195 近江　日向 ｵｵﾐ ﾋﾅﾀ 男子 3 富沢中

2196 菊池　陸斗 ｷｸﾁ ﾘｸﾄ 男子 3 富沢中

1308 富沢中B ﾄﾐｻﾞﾜﾁｭｳB 2164 勝田　奏太 ｶﾂﾀ ｿｳﾀ 男子 2 富沢中

仙台市立富沢中学校B 富沢中B 2170 浅野　奈由太 ｱｻﾉ ﾅﾕﾀ 男子 2 富沢中

2171 伹野　大介 ﾀﾀﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 男子 2 富沢中

2173 下山　英天 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 男子 1 富沢中

2174 大野　旭登 ｵｵﾉ ｱｻﾄ 男子 1 富沢中

1368 宮城野中A ミヤギノチュウA 201 佐々木　康介 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 男子 3 宮城野中
仙台市立宮城野中学校A 宮城野中A 204 上田　歩夢 ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾑ 男子 3 宮城野中

205 後藤田　有哉 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 3 宮城野中

210 根元　優幸 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 男子 3 宮城野中

216 髙橋　健太朗 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 3 宮城野中

229 鈴木　瑠偉 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 男子 3 宮城野中

1371 宮城野中B ミヤギノチュウB 208 及川　輝琉 ｵｲｶﾜ ﾋｶﾙ 男子 2 宮城野中
仙台市立宮城野中学校B 宮城野中B 214 庭瀬　愛琉 ﾆﾜｾ ｱｲﾙ 男子 2 宮城野中

215 千葉　遥希 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｷ 男子 2 宮城野中

223 伊勢　旺太 ｲｾ ｵｳﾀ 男子 1 宮城野中

225 沼田　昌磨 ﾇﾏﾀ ｼｮｳﾏ 男子 1 宮城野中

232 佐々木　舜耶 ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ 男子 1 宮城野中

1391 青陵A ｾｲﾘｮｳA 9373 石原　悠生 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 3 青陵
仙台青陵中等教育学校A 青陵A 9375 菊池　綾太 ｷｸﾁ ｱﾔﾀ 男子 3 青陵

9377 村上　怜央 ﾑﾗｶﾐ ﾚｵ 男子 3 青陵

9390 鈴木　蓮 ｽｽﾞｷ ﾚﾝ 男子 2 青陵

9394 池田　遼祐 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 青陵

1392 青陵B ｾｲﾘｮｳB 9391 伊藤　馨 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 男子 2 青陵
仙台青陵中等教育学校B 青陵B 9392 三塚　作玖 ﾐﾂﾂﾞｶ ｻｸ 男子 2 青陵

9395 遠藤　駿 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 男子 1 青陵

9396 佐藤　航太郎 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 男子 1 青陵

1461 長町中A ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳA 494 國領　天磨 ｺｸﾘｮｳ ﾃﾝﾏ 男子 2 長町中

仙台市立長町中学校A 長町中A 498 石田　悠真 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 3 長町中

503 千葉　優真 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾏ 男子 3 長町中

516 木村　航和 ｷﾑﾗ ｺｳﾜ 男子 3 長町中

517 川又　宏 ｶﾜﾏﾀ ｺｳ 男子 3 長町中

518 村木　海斗 ﾑﾗｷ ｶｲﾄ 男子 3 長町中

1585 西多賀 ﾆｼﾀｶﾞﾁｭｳ 721 大槻　匡俊 ｵｵﾂｷ ﾀﾀﾞﾄｼ 男子 2 西多賀

仙台市立 西多賀 734 森島　昊己 ﾓﾘｼﾏ ｺｳｷ 男子 3 西多賀

740 甘木　陽斗 ｱﾏｷ ﾊﾙﾄ 男子 2 西多賀

742 菅野　響 ｶﾝﾉ ｷｮｳ 男子 2 西多賀

746 原田　空河 ﾊﾗﾀﾞ ｸｳｶﾞ 男子 2 西多賀

752 黒田　俊介 ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 1 西多賀

753 菱沼　匠杜 ﾋｼﾇﾏ ﾀｸﾄ 男子 1 西多賀

2 / 6



中学男子4X100mR

ﾁｰﾑ ﾁｰﾑ名 ｶﾅ

No ﾁｰﾑ正式名 略称 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 個人所属

1615 仙台二中A ｾﾝﾀﾞｲﾆﾁｭｳA 42 山内　啓慎 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾉﾘ 男子 3 仙台二中

仙台市立第二中学校A 仙台二中A 43 阿部　一晶 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ 男子 3 仙台二中

44 佐藤　漣 ｻﾄｳ ﾚﾝ 男子 3 仙台二中

48 熊谷　颯眞 ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾏ 男子 2 仙台二中

49 佐々木　驍流 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 男子 2 仙台二中

53 竹林　匡斗 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 男子 2 仙台二中

1616 仙台二中B ｾﾝﾀﾞｲﾆﾁｭｳB 45 伊 　秀人 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ 男子 2 仙台二中

仙台市立第二中学校B 仙台二中B 52 島田　智史 ｼﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 男子 2 仙台二中

70 牛島　徠輝 ｳｼｼﾞﾏ ﾗｲｷ 男子 1 仙台二中

74 手塚　渓介 ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 男子 1 仙台二中

1709 三条 ｻﾝｼﾞｮｳ 91 相川　瑠希歩 ｱｲｶﾜ ﾙｷｱ 男子 2 三条

仙台市立三条中学校 三条 94 鈴木　悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 男子 2 三条

98 飛嶋　奏太 ﾄﾋﾞｼﾏ ｶﾅﾀ 男子 2 三条

102 鈴木　祐介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 男子 3 三条

1806 幸町中 ｻｲﾜｲﾁｮｳﾁｭｳ 1290 岡田　翔琉 ｵｶﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 3 幸町中

仙台市立幸町中学校 幸町中 1293 塙　優翔 ﾊﾅﾜ ﾕｳﾄ 男子 3 幸町中

1310 川端　莉玖 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｸ 男子 3 幸町中

1314 富松　大翔 ﾄﾐﾏﾂ ﾋﾛﾄ 男子 3 幸町中

1862 南光台中 ナンコウダイチュウ 1843 兎澤　瑛士 ﾄｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 男子 3 南光台中

仙台市立南光台中学校 南光台中 1851 太田　朝日 ｵｵﾀ ｱｻﾋ 男子 3 南光台中

1852 大久　琉来 ｵｵﾋｻ ﾘｸ 男子 3 南光台中

1854 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 男子 3 南光台中

1871 白津　蓮 ｼﾗﾂ ﾚﾝ 男子 3 南光台中

1917 仙台一 ｾﾝﾀﾞｲｲﾁ 5 柴田　律哉 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾂﾔ 男子 2 仙台一

仙台市立第一中学校 仙台一 15 山﨑　公聖 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 2 仙台一

23 横山　琉晴 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 男子 1 仙台一

31 加藤　那崇 ｶﾄｳ ﾔｽﾀｶ 男子 1 仙台一

1968 台原中 ﾀﾞｲﾉﾊﾗﾁｭｳ 841 佐々木　有輝 ｻｻｷ ｱﾘｷ 男子 3 台原中

仙台市立台原中学校 台原中 842 佐々木　航大 ｻｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 男子 3 台原中

845 炭村　友貴 ｽﾐﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 3 台原中

855 髙橋　未来翔 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾄ 男子 3 台原中

857 佐々木　大成 ｻｻｷ ﾀｲｾｲ 男子 3 台原中

861 向山　琢磨 ﾑｺｳﾔﾏ ﾀｸﾏ 男子 3 台原中

2007 蒲町中A ｶﾊﾞﾉﾏﾁﾁｭｳA 1107 高瀬　陽 ﾀｶｾ ﾋﾅﾀ 男子 3 蒲町中

仙台市立蒲町中学校A 蒲町中A 1108 星野　航世 ﾎｼﾉ ｺｳｾｲ 男子 3 蒲町中

1109 横田　悠真 ﾖｺﾀ ﾕｳﾏ 男子 3 蒲町中

1110 千葉　敦生 ﾁﾊﾞ ｱﾂｷ 男子 3 蒲町中

1113 佐藤　隆太郎 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 3 蒲町中

1115 村上　颯哉 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾔ 男子 3 蒲町中

2008 蒲町中B ｶﾊﾞﾉﾏﾁﾁｭｳB 1082 高橋　惺仁 ﾀｶﾊｼ ｾﾝｼﾞﾝ 男子 2 蒲町中

仙台市立蒲町中学校B 蒲町中B 1083 髙橋　煌太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 男子 1 蒲町中

1086 吉野　天翔 ﾖｼﾉ ﾂﾊﾞｻ 男子 1 蒲町中

1087 山内　博斗 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾄ 男子 1 蒲町中

1118 近藤　颯 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳ 男子 2 蒲町中

1119 八島　世名 ﾔｼﾏ ｾﾅ 男子 2 蒲町中

2051 中山中A ﾅｶﾔﾏﾁｭｳA 1005 鈴木　優冴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 3 中山中

仙台市立中山中学校A 中山中A 1006 前田　瑛人 ﾏｴﾀﾞ ｴｲﾄ 男子 3 中山中

1021 井浦　瑠大 ｲｳﾗ ﾙｳﾄ 男子 2 中山中

1024 土田　優人 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 中山中

1025 蜂屋　大陸 ﾊﾁﾔ ﾘｸ 男子 2 中山中

2052 中山中B ﾅｶﾔﾏﾁｭｳB 1001 青田　蓮士 ｱｵﾀ ﾚﾝｼﾞ 男子 2 中山中

仙台市立中山中学校B 中山中B 1023 千葉　翔悟 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 中山中

1026 平山　凌雅 ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 男子 2 中山中

1032 宍戸　優月 ｼｼﾄﾞ ﾕﾂﾞｷ 男子 1 中山中

1038 鈴木　陸斗 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 男子 1 中山中

1039 社本　凌祐 ｼｬﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 中山中

2139 南小泉 ﾐﾅﾐｺｲｽﾞﾐ 442 熊谷　啓大 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 男子 3 南小泉

仙台市立南小泉中学校 南小泉 444 藤原　綜麿 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾏ 男子 3 南小泉

454 小島　颯仁 ｺｼﾞﾏ ｶﾅﾄ 男子 2 南小泉

463 千田　佳幸 ﾁﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 男子 2 南小泉

470 早坂　鉄平 ﾊﾔｻｶ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 1 南小泉

475 大谷　梗一郎 ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 男子 1 南小泉
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2244 仙台中田A ｾﾝﾀﾞｲﾅｶﾀﾞA 536 菊川　幹太 ｷｸｶﾜ ｶﾝﾀ 男子 3 仙台中田

仙台市立中田中学校A 仙台中田A 539 相原　颯太 ｱｲﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 3 仙台中田

540 目黒　優三 ﾒｸﾞﾛ ﾕｳｿﾞｳ 男子 3 仙台中田

545 壱岐　泰我 ｲｷ ﾀｲｶﾞ 男子 3 仙台中田

555 武田　大和 ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 2 仙台中田

558 佐々木　紘 ｻｻｷ ｺｳ 男子 2 仙台中田

2245 仙台中田B ｾﾝﾀﾞｲﾅｶﾀﾞB 528 大石　渉 ｵｵｲｼ ﾜﾀﾙ 男子 1 仙台中田

仙台市立中田中学校B 仙台中田B 529 髙橋　正徳 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 男子 1 仙台中田

533 太田　昊輝 ｵｵﾀ ｺｳｷ 男子 1 仙台中田

557 後藤　光喜 ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 男子 2 仙台中田

559 佐藤　遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 男子 2 仙台中田

560 鈴木　脩太 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ 男子 2 仙台中田

2340 鶴が丘中A ﾂﾙｶﾞｵｶﾁｭｳA 2032 花田　悠斗 ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 3 鶴が丘中
仙台市立鶴が丘中学校A 鶴が丘中A 2033 早坂　学 ﾊﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 男子 3 鶴が丘中

2036 村松　徳大 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾘﾀ 男子 3 鶴が丘中

2038 浅野　高成 ｱｻﾉ ﾀｶﾅﾘ 男子 3 鶴が丘中

2341 鶴が丘中B ﾂﾙｶﾞｵｶﾁｭｳB 2001 阿保　舟逢 ｱﾎﾞ ｼｭﾎｳ 男子 1 鶴が丘中
仙台市立鶴が丘中学校B 鶴が丘中B 2002 八巻　瑛都 ﾔﾏｷ ｴｲﾄ 男子 1 鶴が丘中

2018 千田　星那 ﾁﾀﾞ ｾﾅ 男子 2 鶴が丘中

2026 鈴木　幸心 ｽｽﾞｷ ｺｳｼ 男子 2 鶴が丘中

2384 岩中A イワチュウA 681 菊地　凛翔 ｷｸﾁ ﾘﾝﾄ 男子 3 岩中

仙台市立岩切中学校A 岩中A 689 佐々木　晶斗 ｻｻｷ ｱｷﾄ 男子 1 岩中

691 横山　陽登 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 3 岩中

719 佐藤　宥人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 3 岩中

2385 岩中B イワチュウB 685 中川　龍也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾔ 男子 2 岩中

仙台市立岩切中学校B 岩中B 697 千葉　翔太郎 ﾁﾊﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 2 岩中

702 伊藤　秀 ｲﾄｳ ｼｭｳ 男子 2 岩中

708 田中　達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 男子 1 岩中

709 伊藤　蒼 ｲﾄｳ ｿｳ 男子 1 岩中

711 谷川　蓮 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚﾝ 男子 1 岩中

2459 山田中A ﾔﾏﾀﾞﾁｭｳA 1043 野田　昂希 ﾉﾀﾞ ｺｳｷ 男子 3 山田中

仙台市立山田中学校A 山田中A 1045 明戸　大和 ｱｹﾄ ﾔﾏﾄ 男子 3 山田中

1046 荒川　碧 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 男子 3 山田中

1047 福井　碧月 ﾌｸｲ ｱﾙﾅ 男子 3 山田中

1051 小山　秀悟 ｵﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ 男子 2 山田中

2460 山田中B ﾔﾏﾀﾞﾁｭｳB 1041 阿部　善 ｱﾍﾞ ｾﾞﾝ 男子 3 山田中

仙台市立山田中学校B 山田中B 1054 佐々木　光 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 男子 2 山田中

1061 渡部　朔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸ 男子 2 山田中

1072 洞澤　雄 ﾎﾗｻﾜ ﾕｳ 男子 1 山田中

1074 立山　恵太朗 ﾀﾃﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 山田中

2499 東華中A トウカチュウA 286 山本　龍輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｷ 男子 2 東華中

仙台市立東華中学校A 東華中A 288 佐藤　新 ｻﾄｳ ｱﾗﾀ 男子 2 東華中

289 相澤　東吾 ｱｲｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 男子 1 東華中

292 後藤　駿斗 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 東華中

293 一迫　柊貴 ｲﾁﾊｻﾞﾏ ｼｭｳｷ 男子 1 東華中

304 大久保　貴瑛 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｱｷ 男子 2 東華中

2563 五橋中B ｲﾂﾂﾊﾞｼﾁｭｳB 321 秋山　健太 ｱｷﾔﾏ ｹﾝﾀ 男子 1 五橋中

仙台市立五橋中学校B 五橋中B 322 小野　ネスタ ｵﾉ ﾈｽﾀ 男子 1 五橋中

324 橋本　慧大 ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ 男子 1 五橋中

339 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 2 五橋中

356 大和　健心 ﾔﾏﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 2 五橋中

2564 五橋中A ｲﾂﾂﾊﾞｼﾁｭｳA 332 山寺　倫太郎 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 2 五橋中

仙台市立五橋中学校A 五橋中A 342 森　唯斗 ﾓﾘ ﾕｲﾄ 男子 3 五橋中

345 小林　智信 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ 男子 3 五橋中

351 高田　篤 ﾀｶﾀﾞ ｱﾂｼ 男子 3 五橋中

354 村上　暁輝 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｷ 男子 2 五橋中

358 伊藤　康貴 ｲﾄｳ ｺｳｷ 男子 3 五橋中

4 / 6



中学男子4X100mR

ﾁｰﾑ ﾁｰﾑ名 ｶﾅ

No ﾁｰﾑ正式名 略称 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 個人所属

2595 中野中A ﾅｶﾉﾁｭｳA 1162 髙橋　圭太朗 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ 男子 3 中野中

仙台市立中野中学校A 中野中A 1168 菅原　大雅 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 2 中野中

1172 木村　倖士 ｷﾑﾗ ﾕｷｼ 男子 2 中野中

1174 永野　翔也 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾔ 男子 2 中野中

2596 中野中B ﾅｶﾉﾁｭｳB 1169 佐藤　大耶 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾔ 男子 2 中野中

仙台市立中野中学校B 中野中B 1170 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 男子 2 中野中

1178 千葉　和樹 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ 男子 2 中野中

1184 梅津　逞 ｳﾒﾂ ﾀｸﾏ 男子 1 中野中

1191 大宮　澄人 ｵｵﾐﾔ ｽﾐﾄ 男子 1 中野中

1193 早坂　世韻 ﾊﾔｻｶ ｾｲﾝ 男子 1 中野中

2631 七北田中 ﾅﾅｷﾀﾁｭｳ 1683 大津　笙 ｵｵﾂ ｼｮｳ 男子 3 七北田中

仙台市立七北田中学校 七北田中 1685 渡辺　快斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 男子 3 七北田中

1687 萬羽　陽一 ﾏﾝﾊﾞ ﾖｳｲﾁ 男子 3 七北田中

1688 髙橋　雄樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 男子 3 七北田中

2794 二華中 ﾆｶﾁｭｳ 9449 戸島　　凌介 ﾄｼﾏ  ﾘｮｳｽｹ 男子 3 二華中

宮城県仙台二華中学校 二華中 9450 藤田　　青以 ﾌｼﾞﾀ  ｱｵｲ 男子 3 二華中

9451 志賀　　圭太朗 ｼｶﾞ  ｹｲﾀﾛｳ 男子 3 二華中

9452 志賀　　天星 ｼｶﾞ  ﾃﾝｾｲ 男子 3 二華中

9454 和久田　　芯杜 ﾜｸﾀﾞ  ｼﾝﾄ 男子 3 二華中

2884 将監中B ｼｮｳｹﾞﾝﾁｭｳB 1805 柏木　瑠星 ｶｼﾜｷﾞ ﾙｲｾｲ 男子 1 将監中

仙台市立将監中学校B 将監中B 1816 金子　恭真 ｶﾈｺ ｷｮｳﾏ 男子 1 将監中

1824 加藤　慎之助 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 男子 2 将監中

1828 齋藤　悠月 ｻｲﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 男子 2 将監中

2885 将監中A ｼｮｳｹﾞﾝﾁｭｳA 1812 髙橋　佳来 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 男子 2 将監中

仙台市立将監中学校A 将監中A 1823 山﨑　建心 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾝ 男子 3 将監中

1825 清水　玲臣 ｼﾐｽﾞ ﾚｵ 男子 2 将監中

1826 渡邊　遥音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾄ 男子 2 将監中

2921 広瀬中A ﾋﾛｾﾁｭｳA 1462 中村　斗哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳﾔ 男子 3 広瀬中

仙台市立広瀬中学校A 広瀬中A 1463 當摩　魁 ﾀｲﾏ ｶｲ 男子 3 広瀬中

1464 井上　康介 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 男子 3 広瀬中

1465 川端　樹 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 男子 3 広瀬中

1472 庄子　夕翔 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 広瀬中

2922 広瀬中B ﾋﾛｾﾁｭｳB 1446 外舘　遼成 ﾄﾀﾞﾃ ﾘｮｳｾｲ 男子 1 広瀬中

仙台市立広瀬中学校B 広瀬中B 1448 大岩　瑶太 ｵｵｲﾜ ﾖｳﾀ 男子 1 広瀬中

1471 山口　惺也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 2 広瀬中

1476 千田　遥聖 ﾁﾀﾞ ﾖｳｾｲ 男子 2 広瀬中

2954 宮教大附属 ミヤキョウダイフゾク 1533 阿部　亮太 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 3 宮教大附属
宮城教育大学附属中学校 宮教大附属 1534 安達　隆太 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 男子 3 宮教大附属

1535 上田　康太 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 3 宮教大附属

1536 小野寺　留唯 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾙｲ 男子 3 宮教大附属

1537 佐々木　秀聡 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 男子 3 宮教大附属

1538 山口　夕翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 3 宮教大附属

3009 高森中A タカモリチュウA 2281 鈴木　晄介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 男子 3 高森中

仙台市立高森中学校A 高森中A 2284 遠藤　幹太 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 男子 3 高森中

2285 高坂　一輝 ｺｳｻｶ ｶｽﾞｷ 男子 3 高森中

2302 原　悠斗 ﾊﾗ ﾕｳﾄ 男子 2 高森中

2304 弓削　友宇輝 ﾕｹﾞ ﾕｳｷ 男子 2 高森中

2305 阿部　悠希 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 2 高森中

3011 高森中B タカモリチュウB 2299 小林　遼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 男子 2 高森中

仙台市立高森中学校B 高森中B 2300 遠 　　蓮 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ 男子 1 高森中

2301 高橋　浩大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 高森中

2307 今野　敦仁 ｺﾝﾉ ｱﾂﾄ 男子 2 高森中

2313 髙橋　李旺 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 男子 1 高森中

2317 小林　　蒼馬 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ 男子 1 高森中

3039 五城中学校B ｺﾞｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳB 161 小野木　正宗 ｵﾉｷﾞ ﾏｻﾑﾈ 男子 2 五城中学校

仙台市立五城中学校B 五城中学校B 162 鈴木　孝惺 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 2 五城中学校

182 安積　祐希 ｱｻｶ ﾕｳｷ 男子 1 五城中学校

189 髙倉　碧 ﾀｶｸﾗ ｱｵｲ 男子 1 五城中学校

192 橋本　昂弥 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾔ 男子 1 五城中学校

194 櫻井　光翔 ｻｸﾗｲ ﾋｶﾙ 男子 2 五城中学校

3040 五城中学校A ｺﾞｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳA 166 佐藤　映心 ｻﾄｳ ｴｲｼﾝ 男子 2 五城中学校

仙台市立五城中学校A 五城中学校A 171 二郷　絃 ﾆｺﾞｳ ｹﾞﾝ 男子 3 五城中学校

173 冨山　和志 ﾄﾐﾔﾏ ｶｽﾞｼ 男子 3 五城中学校

174 武田　亜佐陽 ﾀｹﾀﾞ ｱｻﾋ 男子 3 五城中学校

179 鈴木　幸都 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾄ 男子 3 五城中学校
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3068 八軒中学校A ﾊﾁｹﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳA 402 加藤　龍行 ｶﾄｳ ﾀﾂﾕｷ 男子 2 八軒中学校

仙台市立八軒中学校A 八軒中学校A 409 中屋敷　暖斗 ﾅｶﾔｼｷ ﾊﾙﾄ 男子 2 八軒中学校

417 蒲生　桜佑 ｶﾞﾓｳ ｵｳｽｹ 男子 3 八軒中学校

420 三浦　羚斗 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾄ 男子 3 八軒中学校

3069 八軒中学校B ﾊﾁｹﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳB 401 阿部　涼平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 2 八軒中学校

仙台市立八軒中学校B 八軒中学校B 405 渡邊　　清忠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾀ 男子 2 八軒中学校

408 佐藤　聖斗 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 男子 2 八軒中学校

422 佐藤　匠悟 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 1 八軒中学校

433 三浦　大雅 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 1 八軒中学校

3125 高砂中A ﾀｶｻｺﾞﾁｭｳA 641 金村　俊祐 ｶﾅﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 高砂中

仙台市立高砂中学校A 高砂中A 647 奥山　輝道 ｵｸﾔﾏ ﾃﾙﾐﾁ 男子 2 高砂中

676 阿部　智康 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔｽ 男子 3 高砂中

678 松本　日翔 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 3 高砂中

680 渡部　廣大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 3 高砂中

3126 高砂中B ﾀｶｻｺﾞﾁｭｳB 642 佐藤　光優 ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ 男子 2 高砂中

仙台市立高砂中学校B 高砂中B 643 竹内　聖法 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾉﾘ 男子 2 高砂中

649 佐藤　庸太 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 男子 2 高砂中

657 佐藤　路空 ｻﾄｳ ﾛｸ 男子 1 高砂中

658 島田　祐羽人 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 1 高砂中

659 針生　颯 ﾊﾘｳ ﾀﾂｷ 男子 1 高砂中

3171 沖野中 オキノﾁｭｳ 1321 魚住　優斗 ｳｵｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 男子 2 沖野中

仙台市立沖野中学校 沖野中 1323 渡邊　晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙ 男子 2 沖野中

1350 菊地　泰世 ｷｸﾁ ﾀｲｾｲ 男子 1 沖野中

1351 熊坂　大雅 ｸﾏｻｶ ﾀｲｶﾞ 男子 1 沖野中

1353 樋口　涼志 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳｼﾞ 男子 1 沖野中

1355 幸野　天織 ｺｳﾉ ﾐｵﾘ 男子 1 沖野中
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380 磯﨑　愛斗 ｲｿｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 男子 3 愛宕中

1109 横田　悠真 ﾖｺﾀ ﾕｳﾏ 男子 3 蒲町中

1112 岩瀬　斗真 ｲﾜｾ ﾄｳﾏ 男子 3 蒲町中

1547 平間　新虎 ﾋﾗﾏ ｱﾗﾄ 男子 2 宮教大附属

203 郡司　湧斗 ｸﾞﾝｼﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 宮城野中

9493 堀内　羽琉 ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙ 男子 3 錦ケ丘中

9494 島津　綾汰 ｼﾏﾂﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 3 錦ケ丘中

343 小酒井　晴久 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾋｻ 男子 2 五橋中

2309 平井　嵩人 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾄ 男子 2 高森中

1709 丹野　玲音 ﾀﾝﾉ ﾚｵﾝ 男子 1 七北田中

1819 秋山　東紀 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙｷ 男子 1 将監中

150 根本　悠吾 ﾈﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 男子 2 上杉山中

153 玉澤　大夢 ﾀﾏｻﾜ ﾋﾛﾑ 男子 2 上杉山中

747 早坂　泰地 ﾊﾔｻｶ ﾀｲﾁ 男子 2 西多賀

16 安藤　駿 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 男子 2 仙台一

8 吉田　優和 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾜ 男子 3 仙台一

42 山内　啓慎 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾉﾘ 男子 3 仙台二中

861 向山　琢磨 ﾑｺｳﾔﾏ ﾀｸﾏ 男子 3 台原中

877 狩野　和歩 ｶﾘﾉ ﾉｱ 男子 2 台原中

1170 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 男子 2 中野中

1178 千葉　和樹 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ 男子 2 中野中

2018 千田　星那 ﾁﾀﾞ ｾﾅ 男子 2 鶴が丘中

285 松坂　侑弥 ﾏﾂｻﾞｶ ﾕｳﾔ 男子 2 東華中

1779 佐藤　隼 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 3 八乙女中

1797 藤田　泰良 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾗ 男子 2 八乙女中

968 佐々木　翔 ｻｻｷ ｼｮｳ 男子 2 八木山中

2170 浅野　奈由太 ｱｻﾉ ﾅﾕﾀ 男子 2 富沢中

2254 髙橋　友都 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 男子 2 茂庭台中

2258 渡辺　悠斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 茂庭台中
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1323 渡邊　晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙ 男子 2 沖野中

1930 村木　瑠 ﾑﾗｷ ﾘｭｳ 男子 2 加茂中

1085 松田　未来翔 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｸﾄ 男子 1 蒲町中

1090 伊東　アレクセイ ｲﾄｳ ｱﾚｸｾｲ 男子 1 蒲町中

1110 千葉　敦生 ﾁﾊﾞ ｱﾂｷ 男子 3 蒲町中

1120 丹野　祥汰 ﾀﾝﾉ ｼｮｳﾀ 男子 2 蒲町中

720 清　愛翔 ｾｲ ｱｲﾄ 男子 3 岩中

1539 石川　朝臣 ｲｼｶﾜ ｱｿﾝ 男子 2 宮教大附属

1540 佐野　星平 ｻﾉ ｼｮｳﾍｲ 男子 2 宮教大附属

216 髙橋　健太朗 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 3 宮城野中

832 山本　虎太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 男子 2 郡山中学校

358 伊藤　康貴 ｲﾄｳ ｺｳｷ 男子 3 五橋中

161 小野木　正宗 ｵﾉｷﾞ ﾏｻﾑﾈ 男子 2 五城中学校

178 宮川　奏 ﾐﾔｶﾞﾜ ｶﾅﾃﾞ 男子 3 五城中学校

1896 椋名　健翔 ﾑｸﾅ ｹﾝｼｮｳ 男子 2 向陽台中

1451 尾形　陽 ｵｶﾞﾀ ﾋﾅﾀ 男子 1 広瀬中

1479 村林　風河 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ 男子 2 広瀬中

641 金村　俊祐 ｶﾅﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 高砂中

2292 伊藤　瑠已 ｲﾄｳ ﾙｲ 男子 2 高森中

91 相川　瑠希歩 ｱｲｶﾜ ﾙｷｱ 男子 2 三条

1046 荒川　碧 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 男子 3 山田中

1061 渡部　朔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸ 男子 2 山田中

2057 三浦　遙介 ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 男子 1 寺岡中

2066 庄子　海斗 ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ 男子 2 寺岡中

624 小宮山　真那斗 ｺﾐﾔﾏ ﾏﾅﾄ 男子 2 七郷

626 松田 　錦侍 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾝｼﾞ 男子 1 七郷

1688 髙橋　雄樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 男子 3 七北田中

1700 岸　昂樹 ｷｼ ｺｳｷ 男子 1 七北田中

1702 北嶋　一貴 ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 男子 1 七北田中

1805 柏木　瑠星 ｶｼﾜｷﾞ ﾙｲｾｲ 男子 1 将監中

1807 田中　堅都 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 男子 1 将監中

1820 阿部　優真 ｱﾍﾞ ﾕｳﾏ 男子 1 将監中

1821 熊谷　煌輝 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 男子 3 将監中

145 菊地　羚 ｷｸﾁ ﾚﾝ 男子 3 上杉山中

721 大槻　匡俊 ｵｵﾂｷ ﾀﾀﾞﾄｼ 男子 2 西多賀

753 菱沼　匠杜 ﾋｼﾇﾏ ﾀｸﾄ 男子 1 西多賀

9391 伊藤　馨 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 男子 2 青陵

9392 三塚　作玖 ﾐﾂﾂﾞｶ ｻｸ 男子 2 青陵

1246 井上　柊哉 ｲﾉｳｴ ﾄｳﾔ 男子 2 折立中

1268 柿崎　将臣 ｶｷｻﾞｷ ﾏｻｵﾐ 男子 3 折立中

11 佐藤　友翔 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 3 仙台一

15 山﨑　公聖 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 2 仙台一

527 齋藤　琉人 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ 男子 3 仙台中田

545 壱岐　泰我 ｲｷ ﾀｲｶﾞ 男子 3 仙台中田

557 後藤　光喜 ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 男子 2 仙台中田

560 鈴木　脩太 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ 男子 2 仙台中田

43 阿部　一晶 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ 男子 3 仙台二中

51 佐藤　岳人 ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ 男子 2 仙台二中

1226 伊藤　大夢 ｲﾄｳ ﾋﾛﾑ 男子 2 袋原中

842 佐々木　航大 ｻｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 男子 3 台原中

844 髙橋　辰弥 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 男子 2 台原中

854 佐々木　遥登 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 男子 2 台原中

855 髙橋　未来翔 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾄ 男子 3 台原中

878 齊藤　宇孝 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 男子 2 台原中

1006 前田　瑛人 ﾏｴﾀﾞ ｴｲﾄ 男子 3 中山中

1021 井浦　瑠大 ｲｳﾗ ﾙｳﾄ 男子 2 中山中

1023 千葉　翔悟 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 中山中

1026 平山　凌雅 ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 男子 2 中山中

1168 菅原　大雅 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 2 中野中

1173 小林　柊登 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾄ 男子 2 中野中

491 神山　弥 ｶﾐﾔﾏ ﾜﾀﾙ 男子 2 長町中

517 川又　宏 ｶﾜﾏﾀ ｺｳ 男子 3 長町中

518 村木　海斗 ﾑﾗｷ ｶｲﾄ 男子 3 長町中

284 下山　大翔 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ 男子 2 東華中

305 大竹　航平 ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ 男子 2 東華中

2615 三浦　行斗 ﾐｳﾗ ﾕｷﾄ 男子 3 東北学院
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中学男子走幅跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

1866 森　康祐 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 男子 3 南光台中

458 根井　涼汰 ﾈｲ ﾘｮｳﾀ 男子 2 南小泉

9449 戸島　　凌介 ﾄｼﾏ  ﾘｮｳｽｹ 男子 3 二華中

9475 庄司　　有汰 ｼｮｳｼﾞ  ﾕｳﾀ 男子 1 二華中

1768 松島　和哉 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾔ 男子 3 八乙女中

1769 狩野　煌大 ｶﾘﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 3 八乙女中

1780 岩本　陸玖 ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ 男子 3 八乙女中

1785 新倉　一輝 ﾆｲｸﾗ ｶｽﾞｷ 男子 2 八乙女中

1798 永澤　勇輝 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｷ 男子 2 八乙女中

405 渡邊　　清忠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾀ 男子 2 八軒中学校

408 佐藤　聖斗 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 男子 2 八軒中学校

409 中屋敷　暖斗 ﾅｶﾔｼｷ ﾊﾙﾄ 男子 2 八軒中学校

962 小林　龍矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 男子 2 八木山中

963 下權谷　宗慧 ｼﾓｺﾞﾝﾔ ﾑﾈｻﾄ 男子 2 八木山中

964 三浦　涼真 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾏ 男子 2 八木山中

967 酒井　良也 ｻｶｲ ﾖｼﾔ 男子 2 八木山中

976 清野　煌太 ｾｲﾉ ｺｳﾀ 男子 3 八木山中

2167 大冨　仁誓 ｵｵﾄﾐ ﾆﾁｶ 男子 2 富沢中

2187 日下　昴太 ｸｻｶ ｺｳﾀ 男子 3 富沢中

2191 菅原　尋斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 男子 3 富沢中

2260 白　特如格楽 ﾊｸ ﾃﾙｹﾞﾙ 男子 2 茂庭台中

2492 倉谷　颯汰 ｸﾗﾀﾆ ｿｳﾀ 男子 3 柳生中

575 針生　優飛 ﾊﾘｳ ﾕｳﾄ 男子 2 六郷中

585 森岡　拓海 ﾓﾘｵｶ ﾀｸﾐ 男子 3 六郷中

587 伊東　壮也 ｲﾄｳ ｿｳﾔ 男子 3 六郷中

592 仲上　俊哉 ﾅｶｶﾞﾐ ﾄｼﾔ 男子 3 六郷中
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中学男子砲丸投(5.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

381 熊谷　陸 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｸ 男子 3 愛宕中

1952 田川　輝隻 ﾀｶﾞﾜ ｷｾｷ 男子 3 加茂中

337 森島　綾都 ﾓﾘｼﾏ ｱﾔﾄ 男子 2 五橋中

357 髙橋　賢司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 男子 3 五橋中

1478 庄子　諒 ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳ 男子 2 広瀬中

659 針生　颯 ﾊﾘｳ ﾀﾂｷ 男子 1 高砂中

2290 畠山 　　凌 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ 男子 3 高森中

101 佐藤　悠暉 ｻﾄｳ  ﾕｳｷ 男子 3 三条

84 濱田　晴 ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙ 男子 1 三条

2049 大泉　宇佑 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾀｶｽｹ 男子 3 寺岡中

1690 嶺岸　護 ﾐﾈｷﾞｼ ﾏﾓﾙ 男子 2 七北田中

1703 櫻井　大翔 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄ 男子 1 七北田中

1809 髙山　裕平 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 男子 3 将監中

741 大森　聖直 ｵｵﾓﾘ ｾﾅ 男子 2 西多賀

748 佐藤　大 ｻﾄｳ ﾀﾞｲ 男子 2 西多賀

1275 櫻庭　脩真 ｻｸﾗﾊﾞ ｼｭｳﾏ 男子 1 折立中

538 佐々木　義人 ｻｻｷ ﾖｼﾋﾄ 男子 3 仙台中田

539 相原　颯太 ｱｲﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 3 仙台中田

58 芳賀　咲太 ﾊｶﾞ ｼｮｳﾀ 男子 2 仙台二中

1177 佐藤　幸哉 ｻﾄｳ ｺｳﾔ 男子 2 中野中

484 三神　諒河 ﾐｶﾐ ﾘｮｳｶﾞ 男子 2 長町中

520 大畑　輝宙 ｵｵﾊﾀ ｷﾗ 男子 3 長町中

2035 佐々木　謙志郎 ｻｻｷ ｹﾝｼﾛｳ 男子 3 鶴が丘中

291 木村　統馬 ｷﾑﾗ ﾄｳﾏ 男子 1 東華中

1844 吉村　碧斗 ﾖｼﾑﾗ ｱｵﾄ 男子 3 南光台中

1864 黒田　三樹雄 ｸﾛﾀﾞ ﾐｷｵ 男子 3 南光台中

9452 志賀　　天星 ｼｶﾞ  ﾃﾝｾｲ 男子 3 二華中

9453 松下　　典弘 ﾏﾂｼﾀ  ﾉﾘﾋﾛ 男子 3 二華中

401 阿部　涼平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 2 八軒中学校

403 齋　友輔 ｻｲ ﾕｳｽｹ 男子 2 八軒中学校

966 高杉　陽那太 ﾀｶｽｷﾞ ﾋﾅﾀ 男子 2 八木山中

2163 大庭　柊 ｵｵﾊﾞ ｼｭｳ 男子 2 富沢中

2189 佐々木　朝陽 ｻｻｷ ｱｻﾋ 男子 3 富沢中
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