
 男子800m

9月25日 15:00

2組

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

ｲｼｲ ｻｸﾀﾛｳ ﾋﾉ ｼｭｳﾄ

3 301 石井　朔太郎(2) 東華中 2 4408 日野　脩杜(1) しらかし台中

ｻﾄｳ ｱｵﾄ ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ

4 4415 佐藤　碧翔(2) しらかし台中 3 4570 管野　辰也 あぶくまAC
ｵﾊﾞﾗ ｹﾝｾｲ ｼｶﾞ ﾕｳｷ

5 961 小原　健聖(2) 仙台育英学園高 4 4675 志賀　優樹(2) ランナーズハイ

ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾄ ﾀｶﾉ ｴｲﾀ

6 1705 庄司　優斗(1) 七北田中 5 335 髙野　瑛太(2) 五橋中
ｵｸﾔﾏ ｺﾊｸ ｱｼﾞｷ ﾋｶﾙ

7 4403 奥山　琥珀(1) しらかし台中 6 4678 安食　光琉(1) ランナーズハイ

ｱﾝｻﾞｲ ﾀｲﾁ

7 4041 安齋　太智(1) 塩竈三

2021/9/22 22:06



 男子1500m

9月25日 15:30

2組

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

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ ﾑﾄｳ ﾊﾙｷ

1 329 髙橋　　怜平(2) 五橋中 1 982 武藤　遥輝(2) 仙台大明成
ｶﾝﾉ ｴｲﾀ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

2 542 菅野　英多(1) 仙台中田 2 4073 佐藤　勝太 広瀬川RC
ｻｶﾍﾞ ﾀﾂﾔ

3 3 3138 坂部　達也 宮城陸協
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀﾞｲ ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ

4 326 早坂　享大(1) 五橋中 4 44 三宅　陸斗(5) 宮城陸協
ﾂｼﾞｶﾜ ﾏｺﾄ ｴﾋﾞﾅ ﾀｶｱｷ

5 1710 辻川　惇(1) 七北田中 5 4617 蝦名　高彰 おおさきＲＣ

ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ

6 4407 木村　太一(1) しらかし台中 6 4570 管野　辰也 あぶくまAC
ｱｷﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ

7 4404 秋山　延輝(1) しらかし台中 7 4604 鈴木　智仁 PGPJT
ｶﾅﾂ ﾊﾔﾄ ﾋｼﾇﾏ ﾖｼﾀﾂ

8 406 金津　隼翔(2) 八軒中学校 8 4108 菱沼　嘉竜 みやぎTFC
ｾｲﾉ ﾘﾝﾄ ｵｵﾄﾓ ﾚｵ

9 427 清野　倫杜(1) 八軒中学校 9 4405 大友　麗央(1) しらかし台中

ﾌｸｵｳ ｹﾝﾀ ｼﾓﾔﾏ ｼｮｳﾀ

10 1711 福王　健太(1) 七北田中 10 4606 下山　翔大 PGPJT
ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ

11 421 佐藤　壮一(3) 八軒中学校 11 990 小林　遥人(1) 仙台大明成
ﾌｼﾞｲ ｱﾗﾝ ｲﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

12 432 藤井　亜嵐(1) 八軒中学校 12 454 稲川　亮太(2) 茨城陸協
ｻﾄｳ ｹﾝﾉｽｹ ｾﾝｺﾞｸ ﾕｳﾀ

13 323 佐藤　健之助(1) 五橋中 13 4202 千石　優太 おおさきＲＣ

ｼﾌﾞﾔ ﾀﾞｲｺﾞ ｶﾈﾀﾞ ﾀｲｷ

14 464 澁谷　大悟 仙台商業 14 280 金田　大輝(4) 宮城陸協
ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ

15 479 鈴木　慶伍 仙台商業

2021/9/22 22:06



 男子3000m

9月25日 16:35

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀﾁﾔ ﾙｲ

1 1042 立谷　琉偉(1) 東北高
ｶﾜｼﾏ ﾊﾙｷ

2 328 川嶋　悠(2) 五橋中
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ

3 1025 小林　秀寿(3) 東北高
ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ

4 1040 佐藤　明慈(1) 東北高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ

5 3143 渡辺　健太 宮城陸協
ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

6 4035 櫻田　浩章 石巻ＲＣ
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ

7 878 山田　悠人(1) 聖和学園
ｱﾍﾞ ｶｹﾙ

8 300 阿部　駈(2) 東華中
ﾀｶｲｼ ﾏﾋﾛ

9 9376 髙石　眞央(3) 青陵
ｻｻｷ ｶｲﾄ

10 653 佐々木　海翔(1) 利府高
ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ

11 1039 佐藤　祝翔(1) 東北高
ｻｶﾍﾞ ﾀﾂﾔ

12 3138 坂部　達也 宮城陸協
ｶﾝﾉ ｹﾝｾｲ

13 1037 菅野　賢星(2) 東北高
ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ

14 44 三宅　陸斗(5) 宮城陸協

2021/9/22 22:06



 男女5000m

1組　9月25日 16:15 

2組　9月25日 17:00 

2組

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

ｻﾄｳ ﾕﾐ ｻｻｷ ﾙｲ

1 4369 佐藤　裕美 宮城陸協 1 2822 佐々木　塁 青山学院大学

ｲﾘｴ ﾕｱﾝ ｵﾊﾞﾗｷ ﾋﾋﾞｷ

2 983 入江　柚安(2) 仙台大明成 2 2820 小原　響 青山学院大学

ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ ｻｲﾄｳ ｿﾗ

3 988 杉本　健太(2) 仙台大明成 3 643 齊藤　大空(2) 利府高
ﾊｼｳﾗ ﾔﾏﾄ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

4 877 橋浦　大和(1) 聖和学園 4 1021 高橋　彰太(3) 東北高
ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ ﾎﾞﾆﾌｪｽ ﾑﾃﾁ

5 458 西村　樹(4) 東北大学 5 926 ﾎﾞﾆﾌｪｽ　ﾑﾃﾁ(2) 仙台育英学園高

ｻｻｷ ﾚｲ ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞｳ

6 4109 佐々木　玲 みやぎTFC 6 914 髙橋　海童(3) 仙台育英学園高

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾄ

7 4186 吉田　真人 宮城陸協 7 1036 吉田　奏斗(2) 東北高
ﾊｷﾞｶﾜ ｺｳ ｵｶｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾀ

8 873 萩川　晄(1) 聖和学園 8 1002 岡崎　文太(3) 仙台大明成
ﾂﾁﾔ ｱｷﾄ ﾆｯﾀ ﾕｳｷ

9 868 土屋　陽斗(2) 聖和学園 9 4032 新田　裕貴 石巻ＲＣ
ｱｵﾉ ﾌｳﾀ ｻﾄｳ ﾚﾝ

10 987 青野　楓太(2) 仙台大明成 10 922 佐藤　蓮(2) 仙台育英学園高

ｻﾄｳ ﾘｮｳ ﾎﾘ ｿｳｽｹ

11 867 佐藤　遼(2) 聖和学園 11 912 堀　颯介(3) 仙台育英学園高

ﾋﾉ ﾘｭｳﾄ ﾎﾝｺﾞｳ ｶｲﾘ

12 644 日野　龍杜(2) 利府高 12 651 本郷　海琉(2) 利府高
ｲﾄｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ｲｼﾄﾞｳ ﾙｲ

13 999 伊藤　元太朗(3) 仙台大明成 13 647 石堂　留偉(2) 利府高
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ ﾊﾌﾞ ｹｲﾄ

14 863 高橋　壮太(2) 聖和学園 14 649 土生　慶人(2) 利府高
ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ ﾖｼｲ ｼｭﾝｽｹ

15 4558 中野　和也 みちのく 15 911 吉居　駿恭(3) 仙台育英学園高

ｲｼｶﾜ ﾋｶﾙ ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ

16 646 石川　輝(2) 利府高 16 1023 丹野　滉太郎(3) 東北高
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

17 3008 斎藤　和也 Ｑ．Ａ．ＬＡＢ 17 632 野沢　悠真(3) 利府高
ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ ｵｵｻﾜ ﾀｲﾁ

18 874 相澤　雛太(1) 聖和学園 18 4565 大澤　太一 みちのく
ﾘｭｳ ﾎﾝｲ ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ

19 791 劉　弘義(1) 聖和学園 19 4577 一條　博海 あぶくまAC
ｶﾈｺ ｶｲﾄ ｻｲﾄｳ ｿｳｷ

20 1000 金子　海人(3) 仙台大明成 20 1026 齋藤　颯希(3) 東北高
ｶｾﾔ ﾀｸ ｾﾝｺﾞｸ ﾕｳﾀ

21 3085 加瀨谷　拓 カセヤタク 21 4202 千石　優太 おおさきＲＣ

ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ

22 4082 佐藤　工 広瀬川ＲＣ 22 1024 榊原　巧(3) 東北高
ﾋﾗﾀ ｹﾝｽｹ ﾁｶﾞ ｿｳﾀ

23 875 平田　健介(1) 聖和学園 23 650 千賀　颯太(2) 利府高
ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

24 862 菅原　歩夢(2) 聖和学園 24 1022 神田　大地(3) 東北高
ｽｽﾞｷ ﾊﾙ ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ

25 664 鈴木　陽(1) 利府高 25 2835 白石　光星 青山学院大学

ｲﾄｳ ｺｳｾｲ ｼｷ ﾊﾔﾄ

26 861 伊藤　光成(2) 聖和学園 26 2824 志貴　勇斗 青山学院大学

ｷﾑﾗ ﾊﾙ

27 876 木村　遥琉(1) 聖和学園
ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ

28 1009 早川　拓海(3) 仙台大明成
ｶﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ

29 997 鎌田　鋼星(2) 仙台大明成
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

30 880 山田　瑞貴(3) 聖和学園
ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝﾄ

31 640 小野寺　賢翔(3) 利府高
ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ

32 3069 佐々木　俊輔 宮城陸協

2021/9/22 22:06



 女子800m

9月25日 15:10

2組

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

ﾀｹﾓﾘ ﾒｲｶ ｻﾄｳ ﾕﾐ

2 1687 竹森　明花(2) 七北田中 2 4369 佐藤　裕美 宮城陸協
ｶﾄｳ ｶﾘﾝ ﾆｼｶﾜ ﾐｵ

3 1692 加藤　花凛(2) 七北田中 3 338 西川　未桜(2) 五橋中
ｻｲｼﾞｮｳ ﾕｲ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ

4 543 西條　結泉(2) 仙台中田 4 1002 上條　麻奈 長野陸協
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾎ ﾄﾐﾀ ﾅﾂﾐ

5 325 菅原　美穂(1) 五橋中 5 973 富田　奈津実(3) 東北高
ｼｮｳﾏﾝ ﾐﾕ ﾆｼﾑﾗ ｻﾜ

6 1682 正満　美結(2) 七北田中 6 334 西村　爽(2) 五橋中
ｶﾈﾀ ﾕｳﾘ ﾎﾘﾉ ﾜｶﾊﾞ

7 401 金田　裕里(2) 八軒中学校 7 328 堀野　若葉(1) 五橋中

2021/9/22 22:06



 女子1500m

9月25日 15:45

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾖｼﾀﾞ ｳﾀ

1 4428 吉田　詠多(3) しらかし台中

ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ

2 1701 松本　萌(1) 七北田中
ﾑﾗﾅｶ ﾘｻ

3 349 村中　梨紗(2) 五橋中
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ

4 302 小野寺　萌心(2) 東華中
ｱｲｻﾞﾜ ﾋｽｲ

5 539 相澤　妃翠(2) 仙台中田
ｶﾄｳ ｱｵｲ

6 4401 加藤　葵(3) しらかし台中

ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾘ

7 293 菅原　千莉(1) 東華中
ﾂｼﾏ ﾅﾅ

8 4427 對馬　奈々(3) しらかし台中

ｻｶｲ ﾙﾘ

9 322 堺　瑠璃(1) 五橋中
ｷﾉｼﾀ ﾕｽﾞｷ

10 951 木下　柚葵(2) 仙台大明成
ﾅｶﾞｲ ｲｵ

11 664 永井　維音(2) 高砂中
ﾊﾔｼ ﾌｳｶ

12 643 林　楓夏(1) 高砂中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ

13 4424 渡邊　楓佳(3) しらかし台中

ﾆﾍｲ ﾅｵ

14 645 二瓶　夏緒(1) 高砂中
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏﾎ

15 4426 小野寺　真帆(3) しらかし台中

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕ

16 294 藤村　美結(1) 東華中
ﾊﾝﾀﾞ ﾒｲ

17 1700 飯田　芽生(1) 七北田中
ｱﾗ ｶｴﾃﾞ

18 330 荒　かえで(2) 五橋中
ｻﾄｳ ﾚﾅ

19 4406 佐藤　玲奈(1) しらかし台中

ｲｼﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ

20 787 石山　和佳(1) 聖和学園

2021/9/22 22:06



 女子3000m

9月25日 16:45

1組

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾖｺﾔﾏ ｷﾗ

1 979 横山　綺星(2) 東北高
ﾂﾁﾔ ﾋﾅｺ

2 596 土屋　日向子(1) 利府高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｷﾞﾉ

3 591 渡 　萩乃(2) 利府高
ﾀﾀﾞｷ ﾅｵ

4 981 但木　南桜(2) 東北高
ｻﾄｳ ﾐﾁｶ

5 799 佐藤　美智花(2) 聖和学園
ｲｾﾔ ﾎﾉｶ

6 789 伊勢谷　ほの香(2) 聖和学園
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁﾙ

7 971 渡邉　なちる(3) 東北高
ｵｵｳﾁ ﾓｴｶ

8 953 大内　萌果(1) 仙台大明成
ｺｶﾞｻｶ ｱｲﾘ

9 5527 小賀坂　愛梨(3) ヒヨシダイ中

ｱｲﾊﾗ ﾊﾙﾅ

10 582 相原　遥南(3) 利府高
ｽｶﾞﾀ ﾙﾅ

11 4578 菅田　瑠那 あぶくまAC
ﾊﾔｻｶ ﾕｳ

12 784 早坂　優(1) 聖和学園
ｻﾄｳ ﾕｲ

13 972 佐藤　結唯(3) 東北高
ﾁﾀﾞ ｱｵｲ

14 984 千田　采葵(2) 東北高
ｻｲﾄｳ ｱｴﾙ

15 786 齋藤　和(1) 聖和学園
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾕ

16 785 山崎　奈結(1) 聖和学園
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ

17 4424 渡邊　楓佳(3) しらかし台中

ﾑﾛｲ ｼﾎ

18 982 室井　思歩(2) 東北高
ﾁﾊﾞ ﾐｸ

19 796 千葉　未来(3) 聖和学園
ｺﾀﾞﾏ ﾊﾅｶ

20 983 小玉　羽央(2) 東北高
ｲｼｶﾞｷ ﾐｸ

21 794 石垣　美空(3) 聖和学園
ｻｻｷ ｱﾔﾅ

22 793 佐々木　彩那(2) 聖和学園
ｸﾜﾊﾗ ﾅﾉﾊ

23 985 桒原　なのは(1) 東北高
ﾀｶﾉ ｴﾏ

24 599 髙野　絵麻(1) 利府高
ﾐｶﾐ ﾕｶ

25 3233 三上　柚花 SENDAI
ｻﾄｳ ｲｵﾘ

26 594 佐藤　衣織(1) 利府高

2021/9/22 22:06


