
高校男子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

894 及川　心空 ｵｲｶﾜ ﾏﾅﾄ 男子 3 尚絅学院高

895 鈴木　優斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 3 尚絅学院高

897 伊藤　凌大 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 男子 2 尚絅学院高

899 大泉　開人 ｵｵｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 男子 1 尚絅学院高

900 木村　陽介 ｷﾑﾗ ﾖｳｽｹ 男子 1 尚絅学院高

865 佐藤　翔弥 ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 男子 1 聖和学園

869 齊藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 1 聖和学園

870 渡部　達輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 男子 1 聖和学園

882 安藤　聖人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 男子 3 聖和学園

885 菊田　祥矢 ｷｸﾀ ｼｮｳﾔ 男子 3 聖和学園

938 高森　心我 ﾀｶﾓﾘ ｼﾝｶﾞ 男子 3 仙台育英学園高

950 千葉　太陽 ﾁﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 男子 2 仙台育英学園高

953 愛沢　凌大 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 2 仙台育英学園高

954 木村　慎太郎 ｷﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 2 仙台育英学園高

958 佐々木　清翔 ｻｻｷ ｾｲｼｮｳ 男子 1 仙台育英学園高

229 伊藤　アキラ ｲﾄｳ ｱｷﾗ 男子 3 仙台向山高

230 武内　柊磨 ﾀｹｳﾁ ﾄｳﾏ 男子 3 仙台向山高

234 菅野　翔茉 ｶﾝﾉ ｼｮｳﾏ 男子 3 仙台向山高

236 八巻　優 ﾔﾏｷ ﾕｳ 男子 3 仙台向山高

238 前田　海聖 ﾏｴﾀﾞ ｶｲｾｲ 男子 3 仙台向山高

392 畠山　隼人 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 3 仙台高校

395 小原　康矢 ｵﾊﾞﾗ ｺｳﾔ 男子 2 仙台高校

398 高橋　改 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 男子 2 仙台高校

399 萱場　広稀 ｶﾔﾊﾞ ﾋﾛｷ 男子 1 仙台高校

400 松岡　孝樹 ﾏﾂｵｶ ｺｳｷ 男子 1 仙台高校

295 大倉　漸 ｵｵｸﾗ ｾﾞﾝ 男子 3 仙台西高

296 藤原　魁人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾄ 男子 2 仙台西高

302 木野　慶次郎 ｷﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ 男子 2 仙台西高

304 吉村　空 ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 男子 2 仙台西高

815 土門　大空 ﾄﾞﾓﾝ ｿﾗ 男子 1 仙台西高

118 佐々木　暖人 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 男子 2 仙台第三

121 伊藤　晴登 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 1 仙台第三

122 櫻井　諒太 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀ 男子 1 仙台第三

123 石河　太雅 ｲｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 男子 1 仙台第三

124 菊地　隼颯 ｷｸﾁ ﾊﾔﾃ 男子 1 仙台第三

313 小野　陽向 ｵﾉ ﾋﾅﾀ 男子 3 仙台東高

315 佐野　航向 ｻﾉ ｶﾅﾀ 男子 3 仙台東高

330 皆川　響 ﾐﾅｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 男子 2 仙台東高

332 佐々木　康太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 男子 1 仙台東高

335 國分　駿佑 ｺｸﾌﾞﾝ ｼｭﾝｽｹ 男子 1 仙台東高

2614 渡邉　幸太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 男子 1 東北学院

2616 佐々木　諒 ｻｻｷ ﾘｮｳ 男子 1 東北学院

2617 螺　大河 ﾎﾗｶﾞｲ ﾀｲｶﾞ 男子 1 東北学院

834 阿部　尊 ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ 男子 2 東北学院

835 遠藤　日向 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ 男子 2 東北学院

1097 今野　秀哉 ｺﾝﾉ ｼｭｳﾔ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1098 下田　拓実 ｼﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1100 川上　将太郎 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1111 北向　空 ｷﾀﾑｷ ｿﾗ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1114 佐竹　瀬名 ｻﾀｹ ｾﾅ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1032 真山　瑛進 ﾏﾔﾏ ｴｲｼﾝ 男子 3 東北高

1033 柿澤　咲太朗 ｶｷｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 3 東北高

1045 遠藤　純 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 男子 1 東北高

1046 村上　琥珀 ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 男子 1 東北高

1047 谷地舘　海人 ﾔﾁﾀﾃ ｶｲﾄ 男子 1 東北高
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

898 古畑　伶 ﾌﾙﾊﾀ ﾚｲ 男子 2 尚絅学院高

901 鴨田　匠史 ｶﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 1 尚絅学院高

861 伊藤　光成 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 2 聖和学園

868 土屋　陽斗 ﾂﾁﾔ ｱｷﾄ 男子 2 聖和学園

877 橋浦　大和 ﾊｼｳﾗ ﾔﾏﾄ 男子 1 聖和学園

878 山田　悠人 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 1 聖和学園

879 安部　陸翔 ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ 男子 3 聖和学園

222 紺野　陸斗 ｺﾝﾉ ﾘｸﾄ 男子 1 仙台向山高

232 反保　晴貴 ﾀﾝﾎﾞ ﾊﾙｷ 男子 3 仙台向山高

235 菊地　翔太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 男子 3 仙台向山高

244 鈴木　琢磨 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 男子 2 仙台向山高

250 佐藤　虎太郎 ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ 男子 1 仙台向山高

391 菅野　雄士 ｶﾝﾉ ﾕｳｼ 男子 3 仙台高校

393 山本　弥士 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ 男子 3 仙台高校

396 寿見　翼 ｽﾐ ﾂﾊﾞｻ 男子 2 仙台高校

308 大泉　倫也 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾔ 男子 3 仙台西高

812 海川　瑠輝 ｳﾐｶﾜ ﾘｭｳｷ 男子 1 仙台西高

814 髙橋　将輝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 男子 1 仙台西高

1000 金子　海人 ｶﾈｺ ｶｲﾄ 男子 3 仙台大明成

982 武藤　遥輝 ﾑﾄｳ ﾊﾙｷ 男子 2 仙台大明成

987 青野　楓太 ｱｵﾉ ﾌｳﾀ 男子 2 仙台大明成

988 杉本　健太 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 男子 2 仙台大明成

999 伊藤　元太朗 ｲﾄｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 男子 3 仙台大明成

127 小舘　透維 ｺﾀﾞﾃ ﾄｳｲ 男子 1 仙台第三

129 須田　亮太 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 1 仙台第三

131 齋藤　吏玖 ｻｲﾄｳ ﾘｸ 男子 1 仙台第三

334 清水野　康平 ｼﾐｽﾞﾉ ｺｳﾍｲ 男子 1 仙台東高

2612 小玉　大輝 ｺﾀﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 1 東北学院

823 挽地　玲央 ﾋｷﾁ ﾚｵ 男子 3 東北学院

1099 菅原　大聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｾｲ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1103 佐々木　翔 ｻｻｷ ｼｮｳ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1106 佐藤　希音 ｻﾄｳ ﾏｵ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1037 菅野　賢星 ｶﾝﾉ ｹﾝｾｲ 男子 2 東北高

1038 新野　歩武 ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ 男子 1 東北高

1039 佐藤　祝翔 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 男子 1 東北高

1040 佐藤　明慈 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ 男子 1 東北高

1042 立谷　琉偉 ﾀﾁﾔ ﾙｲ 男子 1 東北高
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867 佐藤　遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 男子 2 聖和学園

875 平田　健介 ﾋﾗﾀ ｹﾝｽｹ 男子 1 聖和学園

876 木村　遥琉 ｷﾑﾗ ﾊﾙ 男子 1 聖和学園

880 山田　瑞貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 男子 3 聖和学園

881 稲葉　慎之輔 ｲﾅﾊﾞ ｼﾝﾉｽｹ 男子 3 聖和学園

281 大内　唯聖 ｵｵｳﾁ ﾕｲﾄ 男子 2 仙台西高

983 入江　柚安 ｲﾘｴ ﾕｱﾝ 男子 2 仙台大明成

986 井上　輝政 ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾅﾘ 男子 2 仙台大明成

998 千葉　伊吹 ﾁﾊﾞ ｲﾌﾞｷ 男子 3 仙台大明成

111 佐々木　宥 ｻｻｷ ﾕｳ 男子 2 仙台第三

117 大友　志朗 ｵｵﾄﾓ ｼﾛｳ 男子 2 仙台第三

119 佐藤　涼太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 男子 2 仙台第三

324 佐々木　陽 ｻｻｷ ﾊﾙ 男子 3 仙台東高

2609 小林　諒真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 男子 1 東北学院

1094 村田　嵩英 ﾑﾗﾀ ｺｳｴｲ 男子 2 東北学院榴ケ岡

1023 丹野　滉太郎 ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ 男子 3 東北高

1025 小林　秀寿 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ 男子 3 東北高

1026 齋藤　颯希 ｻｲﾄｳ ｿｳｷ 男子 3 東北高

1027 草岡　知弥 ｸｻｵｶ ﾄﾓﾔ 男子 3 東北高

1036 吉田　奏斗 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾄ 男子 2 東北高
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高校男子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

826 仙台向山高A ｾﾝﾀﾞｲﾑｶｲﾔﾏｺｳA 228 宇佐美　圭吾 ｳｻﾐ ｹｲｺﾞ 男子 3 仙台向山高
宮城県仙台向山高等学校A 仙台向山高A 230 武内　柊磨 ﾀｹｳﾁ ﾄｳﾏ 男子 3 仙台向山高

231 三浦　秀明 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 3 仙台向山高

234 菅野　翔茉 ｶﾝﾉ ｼｮｳﾏ 男子 3 仙台向山高

240 髙橋　旺亮 ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ 男子 2 仙台向山高

247 工藤　絢成 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｾｲ 男子 1 仙台向山高

827 仙台向山高B ｾﾝﾀﾞｲﾑｶｲﾔﾏｺｳB 229 伊藤　アキラ ｲﾄｳ ｱｷﾗ 男子 3 仙台向山高
宮城県仙台向山高等学校B 仙台向山高B 233 武藤　佳 ﾑﾄｳ ｹｲ 男子 3 仙台向山高

236 八巻　優 ﾔﾏｷ ﾕｳ 男子 3 仙台向山高

238 前田　海聖 ﾏｴﾀﾞ ｶｲｾｲ 男子 3 仙台向山高

241 小野寺　音 ｵﾉﾃﾞﾗ ｵﾄ 男子 2 仙台向山高

248 佐藤　有悟 ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ 男子 1 仙台向山高

1256 仙台西高B センダイニシコウコウB 296 藤原　魁人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾄ 男子 2 仙台西高
宮城県仙台西高等学校B 仙台西高B 302 木野　慶次郎 ｷﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ 男子 2 仙台西高

304 吉村　空 ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 男子 2 仙台西高

306 堀江　泰生 ﾎﾘｴ ﾀｲｾｲ 男子 2 仙台西高

1257 仙台西高A センダイニシコウコウA 286 五十嵐　蒼太 ｲｶﾞﾗｼ ｿｳﾀ 男子 2 仙台西高
宮城県仙台西高等学校A 仙台西高A 288 今野　龍響 ｺﾝﾉ ﾘｵﾝ 男子 2 仙台西高

291 粟野　晴斗 ｱﾜﾉ ﾊﾙﾄ 男子 3 仙台西高

292 渡邉　希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 男子 3 仙台西高

1554 仙台高校 ｾﾝﾀﾞｲｺｳｺｳ 392 畠山　隼人 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 3 仙台高校

仙台市立仙台高等学校 仙台高校 394 渡邊　疾風 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾃ 男子 3 仙台高校

395 小原　康矢 ｵﾊﾞﾗ ｺｳﾔ 男子 2 仙台高校

397 高橋　朝陽 ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 男子 2 仙台高校

398 高橋　改 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 男子 2 仙台高校

400 松岡　孝樹 ﾏﾂｵｶ ｺｳｷ 男子 1 仙台高校

2060 センダイニカコウ ニカコウ 182 渋谷　隆成 ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 センダイニカコウ

宮城県仙台二華高校 センダイニカコウ 184 石川 　陽春 ｲｼｶﾜ  ﾊﾙﾄ 男子 2 センダイニカコウ

190 古川 　知征 ｺｶﾞﾜ  ﾄﾓﾕｷ 男子 3 センダイニカコウ

191 呉　隼人 ｸﾚ ﾊﾔﾄ 男子 3 センダイニカコウ

192 吉田 　賢 ﾖｼﾀﾞ  ｹﾝ 男子 3 センダイニカコウ

196 古川 　健都 ﾌﾙｶﾜ  ｹﾝﾄ 男子 2 センダイニカコウ

2167 仙台東高A ｾﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｼｺｳA 313 小野　陽向 ｵﾉ ﾋﾅﾀ 男子 3 仙台東高
宮城県仙台東高等学校A 仙台東高A 315 佐野　航向 ｻﾉ ｶﾅﾀ 男子 3 仙台東高

320 佐藤　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 男子 3 仙台東高

325 柴田　陽介 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｽｹ 男子 3 仙台東高

2168 仙台東高B ｾﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｼｺｳB 328 鈴木　惺太 ｽｽﾞｷ ｾｲﾀ 男子 2 仙台東高
宮城県仙台東高等学校B 仙台東高B 329 髙城　陽 ﾀｶｷﾞ ﾖｳ 男子 2 仙台東高

330 皆川　響 ﾐﾅｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 男子 2 仙台東高

332 佐々木　康太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 男子 1 仙台東高

335 國分　駿佑 ｺｸﾌﾞﾝ ｼｭﾝｽｹ 男子 1 仙台東高

336 氏家　快梨 ｳｼﾞｲｴ ｶｲﾘ 男子 1 仙台東高

2190 東北学院 トウホクガクイン 834 阿部　尊 ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ 男子 2 東北学院

東北学院中学校 東北学院 2601 佐々木　正雅 ｻｻｷ ｾｲｶﾞ 男子 1 東北学院

2606 遠藤　拓虎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ 男子 1 東北学院

2614 渡邉　幸太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 男子 1 東北学院

2616 佐々木　諒 ｻｻｷ ﾘｮｳ 男子 1 東北学院

2617 螺　大河 ﾎﾗｶﾞｲ ﾀｲｶﾞ 男子 1 東北学院

2656 仙台育英学園高B センダイイクエイガクエンコウB 944 遠藤　孔宥 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 男子 2 仙台育英学園高

仙台育英学園高校B 仙台育英学園高B 946 樋口　武蔵 ﾋｸﾞﾁ ﾑｻｼ 男子 2 仙台育英学園高

950 千葉　太陽 ﾁﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 男子 2 仙台育英学園高

953 愛沢　凌大 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 2 仙台育英学園高

954 木村　慎太郎 ｷﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 2 仙台育英学園高

958 佐々木　清翔 ｻｻｷ ｾｲｼｮｳ 男子 1 仙台育英学園高

2657 仙台育英学園高A センダイイクエイガクエンコウA 938 高森　心我 ﾀｶﾓﾘ ｼﾝｶﾞ 男子 3 仙台育英学園高

仙台育英学園高校A 仙台育英学園高A 940 松本　亜玖亜 ﾏﾂﾓﾄ ｱｸｱ 男子 3 仙台育英学園高

942 大友　駿弥 ｵｵﾄﾓ ｼｭﾝﾔ 男子 2 仙台育英学園高

943 内村　拓夢 ｳﾁﾑﾗ ﾀｸﾑ 男子 2 仙台育英学園高

955 渡邊　秀哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾔ 男子 3 仙台育英学園高

967 田中　隼 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 男子 3 仙台育英学園高

2693 東北高 ﾄｳﾎｸｺｳ 1028 末谷　幸士 ｽｴﾔ ｺｳｼ 男子 3 東北高

東北高等学校 東北高 1029 川口　一光 ｶﾜｸﾞﾁ ｲｯｵｳ 男子 3 東北高

1031 矢吹　慶太 ﾔﾌﾞｷ ｹｲﾀ 男子 3 東北高

1034 細川　海知 ﾎｿｶﾜ ｶｲﾁ 男子 2 東北高

1035 山本　ｱﾘｰﾔｶﾚ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｰﾔｶﾚ 男子 2 東北高

1043 丸山　智禄 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ 男子 1 東北高
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高校男子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

2766 尚絅学院高 ｼｮｳｹｲｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ 894 及川　心空 ｵｲｶﾜ ﾏﾅﾄ 男子 3 尚絅学院高

尚絅学院高等学校 尚絅学院高 895 鈴木　優斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 3 尚絅学院高

896 庄子　太陽 ｼｮｳｼﾞ ﾀｲﾖｳ 男子 2 尚絅学院高

897 伊藤　凌大 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 男子 2 尚絅学院高

899 大泉　開人 ｵｵｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 男子 1 尚絅学院高

900 木村　陽介 ｷﾑﾗ ﾖｳｽｹ 男子 1 尚絅学院高
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高校男子走高跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

896 庄子　太陽 ｼｮｳｼﾞ ﾀｲﾖｳ 男子 2 尚絅学院高

285 齋藤　瑠星 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 仙台西高

287 東城　新 ﾄｳｼﾞｮｳ ｱﾗﾀ 男子 2 仙台西高

328 鈴木　惺太 ｽｽﾞｷ ｾｲﾀ 男子 2 仙台東高

1104 佐々木　雄大 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1126 佐々木　碧大 ｻｻｷ ｱｵﾄ 男子 3 東北学院榴ケ岡
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高校男子走幅跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

871 江渕　友 ｴﾌﾞﾁ ﾕｳ 男子 1 聖和学園

883 尾形　蒼 ｵｶﾞﾀ ｿﾗ 男子 3 聖和学園

890 加賀谷　響空 ｶｶﾞﾔ ﾋﾋﾞｸ 男子 3 聖和学園

943 内村　拓夢 ｳﾁﾑﾗ ﾀｸﾑ 男子 2 仙台育英学園高

221 橋詰　広夢 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛﾑ 男子 1 仙台向山高

225 柳田　優介 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 男子 1 仙台向山高

397 高橋　朝陽 ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 男子 2 仙台高校

402 八嶋　黎琉 ﾔｼﾏ ﾚｱﾙ 男子 1 仙台高校

992 横山　暖人 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 1 仙台大明成

320 佐藤　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 男子 3 仙台東高

331 田村　隼飛 ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男子 1 仙台東高

337 村上　裕真 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 男子 1 仙台東高

339 佐藤　光太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 男子 1 仙台東高

340 髙泉　温帆 ﾀｶｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾎ 男子 1 仙台東高

1096 牛木　葉琉 ｳｼｷ ﾊﾙ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1101 東海林　優羽 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1108 杉浦　大祐 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 男子 3 東北学院榴ケ岡

1109 相澤　未藍 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾗﾝ 男子 3 東北学院榴ケ岡

1030 荒井　陸人 ｱﾗｲ ﾘｸﾄ 男子 3 東北高

1035 山本　ｱﾘｰﾔｶﾚ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｰﾔｶﾚ 男子 2 東北高

1044 杵淵　彪冴 ｷﾈﾌﾁ ﾋｭｳｶﾞ 男子 1 東北高
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高校男子砲丸投(6.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

1091 佐々木　素生 ｻｻｷ ｿｳ 男子 2 東北学院榴ケ岡

1102 伊藤　大 ｲﾄｳ ﾀﾞｲ 男子 1 東北学院榴ケ岡

1112 三原　櫂 ﾐﾊﾗ ｶｲ 男子 1 東北学院榴ケ岡

223 遠藤　涼平 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ 男子 1 仙台向山高

242 佐藤　翼 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 男子 2 仙台向山高

2603 庄司　陸人 ｼｮｳｼﾞ ﾘｸﾄ 男子 1 東北学院

284 豊川　悠莉 ﾄﾖｶﾜ ﾕｳﾘ 男子 1 仙台西高

341 後藤　樹生 ｺﾞﾄｳ ｲﾂｷ 男子 1 仙台東高

383 髙橋　祐希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 男子 3 愛宕中

401 森田　隼風 ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾃ 男子 1 仙台高校

832 杉本　良太 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 2 東北学院
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