
 男子1000m

12月4日 11:00 

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

ｻｲﾄｳ ﾕｲﾝ ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ

1 1847 齋藤　由仁(2) 南光台中 1 789 後藤　尚希(2) 花巻北中学校

ｱｲﾀ ﾕｽﾞｷ ﾎｿｶﾜ ｶｲﾁ

2 5850 相田　柚葵(1) 古川東中 2 1034 細川　海知(2) 東北高
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ ﾆｯﾀ ｴｲﾀ

3 1441 秋元　義輝(1) 広瀬中 3 2012 新田　英大(1) 鶴が丘中
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ ｶﾜﾉ ﾀｸﾏ

4 2056 高橋　周佐(1) 寺岡中 4 2063 河野　琢磨(2) 寺岡中
ﾌｶﾔ ｿｳﾏ ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ

5 2503 深谷　颯眞(1) 柳生中 5 25 樋口　碧生(1) 仙台一高
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾙｷ ｻﾄｳ ｱｵﾄ

6 493 安田　匠希(2) 長町中 6 4415 佐藤　碧翔(2) しらかし台中

ｲﾉｳｴ ﾉﾎﾞﾙ ﾀｶﾉ ｴｲﾀ

7 134 井上　昇(1) 上杉山中 7 335 髙野　瑛太(2) 五橋中
ｲｼｶﾞﾒ ｴｲﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ

8 5854 石亀　瑛太(1) 古川東中 8 1043 丸山　智禄(1) 東北高
ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾄ ﾆｼﾑﾗ ｶﾝ

9 2067 大森　優人(2) 寺岡中 9 177 西村　貫(1) 宮城一高
ｵｶﾞﾀ ﾋﾅﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｰﾔｶﾚ

10 1451 尾形　陽(1) 広瀬中 10 1035 山本　アリーヤカレ(2) 東北高
ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ ｶﾄｳ ﾘｸﾄ

11 248 佐藤　有悟(1) 仙台向山高 11 2010 加藤　陸斗(1) 鶴が丘中
ｱｻﾉ ｷﾐﾔ ｱﾗｾｷ ｾﾅ

12 2053 浅野　公哉(1) 寺岡中 12 3075 荒関　星多(3) 七百中
ﾂｼﾞｶﾜ ﾏｺﾄ ｼｶﾞ ﾕｳｷ

13 1710 辻川　惇(1) 七北田中 13 2021 志賀　優樹(2) 鶴が丘中
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ

14 1707 鈴木　陽仁(1) 七北田中
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 男子1500m

1組～3組　12月4日 11:40 

4組～5組　12月4日 12:00 

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ

1 1445 渡邉　陽向(1) 広瀬中 1 7049 進藤　佑哉(1) 佐沼中
ｵﾉ ｶｲｼﾞｭ ｺﾝﾉ ｾｲﾔ

2 574 小野　魁樹(2) 六郷中 2 1493 今野　誠哉(2) 大沢中
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝ ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｻﾄ

3 157 松田　連(1) 上杉山中 3 9474 神田　禮慧(2) 二華中
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

4 158 山口　颯太(1) 上杉山中 4 1495 武田　耕太朗(2) 大沢中
ｴﾉﾓﾄ ｾｲﾔ ｳﾝﾉ ｿｳｽｹ

5 1876 榎本　聖也(2) 南光台中 5 1071 海野　蒼介(1) 山田中
ｷﾉｼﾀ ｺﾀﾛｳ ｵﾊﾞﾗ ﾀｲﾄ

6 2210 木下　琥太郎(1) 南中山中学校 6 2007 小原　泰斗(1) 鶴が丘中
ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ ｱｻﾉ ｴｲﾀ

7 9445 佐藤　蹴太(1) 二華中 7 1073 浅野　瑛太(1) 山田中
ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ

8 1807 田中　堅都(1) 将監中 8 9475 庄司　有汰(2) 二華中
ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ ｺｸﾞﾚ ｿﾗ

9 9446 鈴木　創一郎(1) 二華中 9 2201 小暮　宇宙(2) 南中山中学校

ｲﾅｶﾞｷ ﾙｶ ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛﾄ

10 124 稲垣　瑠風(2) 上杉山中 10 1510 村山　尋音(2) 大沢中
ﾔｽﾀﾞ ｺｳｽｹ ｽｷﾞｴ ﾁﾋﾛ

11 1280 安田　光助(1) 折立中 11 9477 杉江　知大(2) 二華中
ﾏﾂｳﾗ ﾅｵ ｵｲｶﾜ ﾏﾅﾄ

12 2216 松浦　那音(1) 南中山中学校 12 7041 及川　愛翔(1) 佐沼中
ｱｷ ｴｲﾀ ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ

13 155 案藝　瑛太(1) 上杉山中 13 2315 石川　　遥斗(1) 高森中
ｷｸﾁ ｻｸﾄ ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ

14 1829 菊地　咲人(2) 将監中 14 4407 木村　太一(1) しらかし台中

ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ｸｽﾞｵｶ ｼｭｳﾍｲ

15 129 須田　亮太(1) 仙台第三 15 492 葛岡　周平(2) 長町中
ｵﾀﾞｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ｺﾝﾉ ｵｳｽｹ

16 2519 小田嶋　凛大央(2) 柳生中 16 2202 今野　央祐(2) 南中山中学校

ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾄ ﾁﾊﾞ ｶｲﾄ

17 1705 庄司　優斗(1) 七北田中 17 252 千葉　凱斗(1) 東仙中
ﾌｸｵｳ ｹﾝﾀ

18 1711 福王　健太(1) 七北田中

3組 4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

ﾀﾏｻﾜ ﾋﾛﾑ ｻｲﾄｳ ﾘｸ

1 153 玉澤　大夢(2) 上杉山中 1 145 齋藤　吏玖(1) 仙台第三
ｸｽﾐ ﾉｱ ｻｻｷ ﾕｳ

2 9444 楠美　希空(1) 二華中 2 111 佐々木　宥(2) 仙台第三
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ ｱｵﾉ ﾌｳﾀ

3 990 小林　遙大(1) 仙台大明成 3 987 青野　楓太(2) 仙台大明成
ﾋﾉ ｼｭｳﾄ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾑ

4 4408 日野　脩杜(1) しらかし台中 4 3083 市川　大夢(1) 七ヶ宿中
ｱｷﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ ｸﾄﾞｳ ﾀｲﾁ

5 4404 秋山　延輝(1) しらかし台中 5 9476 工藤　大知(2) 二華中
ｱｶﾞﾂﾏ ﾚﾝｶ ｻｻｷ ﾚﾝﾄ

6 3488 我妻　廉椛(1) TEAM RK 6 1923 佐々木　蓮斗(2) 加茂中
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾞﾝｾｲ

7 125 岡本　遼真(2) 上杉山中 7 16 渡部　万世(2) 仙台一高
ﾎﾘｳﾁ ｿｳ ｷｸﾁ ｹﾝ

8 1255 堀内　奏(2) 折立中 8 4206 菊池　健 多賀城自衛隊

ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ ｲﾄｳ ｺｳｷ

9 135 田中　悠太(1) 上杉山中 9 171 伊藤　考生(2) 宮城一高
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ ｶﾜﾓﾄ ｼﾝ

10 2203 鈴木　大翔(2) 南中山中学校 10 488 川本　芯(2) 長町中
ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ ﾑﾄｳ ﾊﾙｷ

11 985 阿部　優太(1) 仙台大明成 11 982 武藤　遙輝(2) 仙台大明成
ｵｵﾄﾓ ﾚｵ ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ

12 4405 大友　麗央(1) しらかし台中 12 1812 髙橋　佳来(2) 将監中
ｻｻｷ ｺｳｾｲ ﾕﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ

13 7062 佐々木　煌生(1) 佐沼中 13 9473 湯本　琉平(2) 二華中
ｶｶﾞﾜ ﾘｸ ﾋﾗﾀ ｹﾝｽｹ

14 125 賀川　稜久(1) 仙台第三 14 875 平田　健介(1) 聖和学園
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾌﾐ ｲﾘｴ ﾕｱﾝ

15 483 高橋　暁史(2) 長町中 15 983 入江　柚安(2) 仙台大明成
ｵｸﾔﾏ ｺﾊｸ ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾅﾘ

16 4403 奥山　琥珀(1) しらかし台中 16 986 井上　輝政(2) 仙台大明成
ｵｵﾄﾓ ｱｷﾄ ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ

17 5857 大友　煌叶(1) 古川東中 17 5928 後藤　優月(1) 古川黎明中学

2021/11/30 20:27



 男子1500m

1組～3組　12月4日 11:40 

4組～5組　12月4日 12:00 

5組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲﾄｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

1 999 伊藤　元太朗(3) 仙台大明成
ｵｵﾄﾓ ｼﾛｳ

2 117 大友　志朗(2) 仙台第三
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ

3 329 髙橋　怜平(2) 五橋中
ｶﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ

4 997 鎌田　鋼星(2) 仙台大明成
ﾂﾁﾔ ｱｷﾄ

5 868 土屋　陽斗(2) 聖和学園
ｵｶｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾀ

6 1002 岡崎　文太(3) 仙台大明成
ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ

7 4213 石川　樹 多賀城自衛隊

ﾀｶﾊｼ ｱｲﾙ

8 1138 高橋　愛琉(1) 泉中
ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ

9 1009 早川　拓海(3) 仙台大明成
ｻﾄｳ ｹﾝﾉｽｹ

10 323 佐藤　健之助(1) 五橋中
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ

11 878 山田　悠人(1) 聖和学園
ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ

12 988 杉本　健太(2) 仙台大明成
ｶﾈｺ ｶｲﾄ

13 1000 金子　海人(3) 仙台大明成
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ

14 128 小林　拓生(1) 仙台第三
ｱｼﾞｷ ﾋｶﾙ

15 4678 安食　光琉(1) ランナーズハイ

ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾙ

16 8 大久保　観(2) 仙台一高
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

17 119 佐藤　涼太(2) 仙台第三
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 男子3000m

1組　12月4日 12:20 

2組　12月4日 12:35 

ﾀｲﾑﾚｰｽ　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

ﾎｼ ﾊﾙｷ ｻﾄｳ ﾘｮｳ

1 37 星　陽樹(2) 仙台一 1 867 佐藤　遼(2) 聖和学園
ﾏﾂｳﾗ ﾏﾋﾛ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ

2 5847 松浦　真潤(1) 古川東中 2 874 相澤　雛太(1) 聖和学園
ｺﾝﾉ ﾘｸﾄ ｷﾑﾗ ﾊﾙ

3 222 紺野　陸斗(1) 仙台向山高 3 876 木村　遥琉(1) 聖和学園
ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ ｽｶﾞ ｻﾄﾙ

4 4216 朝倉　侑生 多賀城自衛隊 4 6713 須賀　暁 新庄地区陸協

ｲﾄｳ ｺｳｷ ﾊﾘｳ ﾀｹﾉﾘ

5 226 伊藤　光輝(1) 仙台向山高 5 22 針生　武憲(2) 仙台一
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ

6 14 森本　響(2) 仙台一 6 3012 朝倉　和眞 宮城陸協
ﾐｳﾗ ﾘｮｳ ｱﾗｾｷ ｾﾅ

7 5863 三浦　凌(2) 古川東中 7 3075 荒関　星多(3) 七百中
ｱﾂﾐ ﾏｻﾔ ﾘｭｳ ﾎﾝｲ

8 8532 渥美　雅也(2) 矢本一中 8 791 劉　弘義(1) 聖和学園
ｵｵﾔﾏ ﾀｸﾄ ｱｶﾞﾂﾏ ﾖｼﾋﾄ

9 4281 大山　巧翔(2) 高崎中 9 4207 我妻　嘉仁 多賀城自衛隊

ｶﾜﾀ ﾄﾓﾔ ﾐﾏﾙ ﾕｳ

10 1928 川田　智也(2) 加茂中 10 178 三丸　結生(1) 宮城一高
ｷﾝｽ ﾙｲ ｶﾜｼﾏ ﾊﾙｷ

11 1274 金須　瑠偉(1) 折立中 11 328 川嶋　悠(2) 五橋中
ｷﾑﾗ ｿｳﾉｽｹ ﾊｼｳﾗ ﾔﾏﾄ

12 243 木村　颯之介(2) Kimura 12 877 橋浦　大和(1) 聖和学園
ｵｵｴ ﾊﾙﾄ ｵｵﾐﾔ ｱﾗﾀ

13 2005 大江　陽斗(1) 鶴が丘中 13 2034 大宮　新(3) 鶴が丘中
ｱｶﾏ ﾖｳﾀ ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｹｲﾀ

14 1469 赤間　謡太(2) 広瀬中 14 4212 勅使河原　桂太 多賀城自衛隊

ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ

15 4214 斎藤　寛之 多賀城自衛隊 15 485 相沢　駿斗(2) 長町中
ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｷ ｺﾝﾉ ﾖｼｷ

16 4205 安田　崇希 多賀城自衛隊 16 4210 紺野　佳輝 多賀城自衛隊

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ ｵｵﾀ ｶﾂﾔ

17 1 村上　晴人(2) 仙台一 17 4215 太田　勝也 多賀城自衛隊

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ ｲｶﾘ ｶｽﾞﾃﾙ

18 26 長谷川　結希(2) 仙台一 18 1845 猪狩　一輝(2) 南光台中
ﾀﾃ ｱｷﾋﾛ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

19 2520 楯　知展(2) 柳生中 19 880 山田　瑞貴(3) 聖和学園
ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾑﾈ ﾀﾁﾔ ﾙｲ

20 2314 髙橋　　義宗(1) 高森中 20 1042 立谷　琉偉(1) 東北高
ｸｽﾉｷ ﾖｳｴｲ ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ

21 29 楠　曜瑛(2) 仙台一 21 447 千葉　琢巳(3) 東北大
ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ ﾅﾗｻｶ ｺﾀﾛｳ

22 250 佐藤　虎太郎(1) 仙台向山高 22 8522 奈良坂　虎太朗(3) 矢本一中
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀﾞｲ ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾛｳ

23 326 早坂　享大(1) 五橋中 23 4465 齋藤　巧士朗(2) 利府西中
ﾀﾏﾌﾞﾁ ﾊﾙﾔ

24 9761 玉渕　晴哉(1)
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 男子5000m

1組　12月4日 13:10 

2組　12月4日 13:30 

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

ﾆｯﾀ ﾕｳ ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2 4475 新田　友海(2) 東北医陸 1 3412 古山　雄一郎 CRO
ﾋﾋﾞｷ ｱｷﾄｼ ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

3 75 日引　英舜(2) 仙台二高 2 4035 櫻田　浩章 石巻ＲＣ
ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾏ ｽｶﾞ ｻﾄﾙ

4 22 西田　悠真(1) 仙台一高 3 6713 須賀　暁 新庄地区陸協

ｽｷﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ ﾎｿﾀﾞ ｹﾝﾄ

5 72 杉田　光太郎(2) 仙台二高 4 276 細田　健斗(6) 東北大
ｻｻｷ ﾚｲ ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ

6 4109 佐々木　玲 みやぎTFC 5 1039 佐藤　祝翔(1) 東北高
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ

7 863 高橋　壮太(2) 聖和学園 6 6 工藤　大介(3) 東北大
ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ

8 3069 佐々木　俊輔 佐々木俊輔 7 1040 佐藤　明慈(1) 東北高
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ﾊｷﾞｶﾜ ｺｳ

9 0 高橋　涼 石巻ＲＣ 8 873 萩川　晄(1) 聖和学園
ｵｶﾓﾄ ｺﾊｸ ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

10 78 岡元　琥珀(1) 仙台二高 9 学連453 阿部　圭宏(3) 東北医陸
ｶｾﾔ ﾀｸ ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ

11 3085 加瀨谷　拓 カセヤタク 10 4570 菅野　辰也 宮城陸協
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ

12 3008 斎藤　和也 Ｑ．Ａ．ＬＡＢ 11 3012 朝倉　和眞 宮城陸協
ﾖｺﾀ ｵｻﾑ ｲﾄｳ ｺｳｾｲ

13 3246 横田　修 オサムオサム 12 861 伊藤　光成(2) 聖和学園
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

14 4186 吉田　真人 宮城陸協 13 4082 佐藤　工 広瀬川ＲＣ
ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｷ ﾀﾇﾏ ﾘｮｳ

15 372 熊谷　將樹(4) ピッコロRC 14 17 田沼　怜(M1) 東北大
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ﾔｽﾓﾄ ﾀｶｵ

16 0 小倉　雄太郎 評定 15 544 安本　尚男(1) 東北大
ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ

17 293 佐藤　優太郎(3) 仙台西高 16 1038 新野　歩武(1) 東北高
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ ﾏｷﾉ ﾏｻﾋﾛ 

18 73 鈴木　拓真(2) 仙台二高 17 27 牧野　雅紘(4) 東北大
ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾄ ｶﾝﾉ ｹﾝｾｲ

19 27 及川　寛人(1) 仙台一高 18 1037 菅野　賢星(2) 東北高
ﾏﾂﾅｶﾞ ｲﾀﾙ ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ

20 10 松永　格(2) 仙台一高 19 4569 横山　剛士 あぶくまAC
ﾁﾊﾞ ﾕｳﾍｲ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

21 176 千葉　夕海平(2) 宮城一高 20 4189 佐藤　勝太 広瀬川RC
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 女子1000m

12月4日 10:40 

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

ﾔｷﾞ ﾘｺ ｵﾊﾞﾗ ﾘｻ

1 5853 八木　璃子(2) 古川東中 1 220 小原　梨紗(2) 仙台向山高
ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ｻﾔ ﾖｺﾔﾏ ｶﾘﾅ

2 2009 南薗　沙弥(1) 鶴が丘中 2 2311 橫山　香里奈(2) 高森中
ｼﾓﾔﾏ ｱｲ ｲﾁｶﾜ ﾕｲ

3 224 下山　藍(1) 仙台向山高 3 5445 市川　結唯(2) 富二中
ｲﾉﾏﾀ ｶﾚﾝ ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾉﾝ

4 5844 猪股　香玲(1) 古川東中 4 978 西城　伽音(2) 東北高
ｸﾎﾞ ﾋﾖﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ

5 2071 久保　日和(2) 寺岡中 5 114 小林　愛実(1) 宮城一高
ｾｲﾉ ﾏﾕ ｺﾝﾉ ﾘｵ

6 2008 情野　真悠(1) 鶴が丘中 6 2488 紺野　莉央(2) 柳生中
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ ｵｶﾞﾜ ｱｶﾈ

7 824 中村　桃子(1) 宮城学院高校 7 1094 小川　明音(4) 東北大
ｶｶﾞﾔ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

8 493 加賀谷　柚希(2) 長町中 8 8526 髙橋　芽衣(3) 矢本一中
ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾐｶ ｳｼﾞｲｴ ｼﾝ

9 2054 菅原　凛美佳(1) 寺岡中 9 5857 氏家　心(1) 古川東中
ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ ｲｼｶﾜ ｱﾔﾒ

10 222 中村　杏紗(2) 仙台向山高 10 977 石川　礼愛(2) 東北高
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ﾔﾖｲ

11 823 吉田　陽菜(1) 宮城学院高校 11 1685 中島弥代音(2) 七北田中
ｼｮｳﾏﾝ ﾐﾕ

12 1682 正満　美結(2) 七北田中
ﾀｹﾓﾘ ﾒｲｶ

13 1687 竹森　明花(2) 七北田中
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 女子1500m

12月4日 11:15 

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

ｶﾙﾉﾝ ﾒｲ ｻｲﾄｳ ﾕﾅ

1 2281 ｶﾙﾉﾝ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ　芽衣(1) 高森中 1 14 齋藤　優夏(2) 仙台一
ﾊｯﾄﾘ ｱｲﾘ ｻﾄｳ ﾏﾕ

2 1313 服部　愛理(2) 幸町中 2 1860 佐藤　舞由(1) 南光台中
ﾅﾍﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ ｼｮｳｼﾞ ｲﾄｼ

3 1073 鍋谷　美月(1) 山田中 3 8535 庄子　愛詩(2) 矢本一中
ｻﾄｳ ﾚﾅ ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ

4 4406 佐藤　玲奈(1) しらかし台中 4 4110 髙橋　彩文 みやぎTFC
ｼﾊﾞﾀ ｼｽﾞｸ ﾁﾊﾞ ﾐｽﾞｷ

5 847 柴田　しずく(1) 台原中 5 510 千葉　瑞希　(1) 長町中
ｻﾄｳ ﾐｵ ﾏｽｶﾜ ﾐﾔ

6 2232 佐藤　美桜(2) 南中山中学校 6 12 升川　美弥(2) 仙台一高
ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ ｻﾄｳ ﾕﾐ

7 7063 髙橋　ここな(2) 佐沼中 7 4369 佐藤　裕美 宮城陸協
ｸﾏｶﾞｲ ｺﾊﾈ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾚｲ

8 845 熊谷　恋羽(1) 台原中 8 18 庄司　美玲(1) 仙台一高
ｲﾄｳ ｼｭｳｶ ｲﾜｻ ﾘｺ

9 1476 伊藤　柊華(1) 広瀬中 9 1462 岩佐　璃子(2) 広瀬中
ｶﾜﾑﾗ ｶﾘﾝ ｻｻｷ ｺｺﾛ

10 135 川村　佳凛(2) 上杉山中 10 572 佐々木　心花(1) 六郷中
ｻｻｷ ﾕﾅ ｽｽﾞｷ ｶﾗﾝ

11 2239 佐々木　優奈(2) 南中山中学校 11 1479 鈴木　叶蘭(1) 広瀬中
ﾊﾝﾀﾞ ｶﾉﾝ ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

12 573 飯田　華音(1) 六郷中 12 8526 髙橋　芽衣(3) 矢本一中
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾝｺ

13 866 山口　杏那(2) 台原中 13 12 中川　綸子(2) 仙台一
ﾁﾊﾞ ﾌｳｱ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏﾎ

14 7045 千葉　楓空(1) 佐沼中 14 4426 小野寺　真帆(3) しらかし台中

ﾖｺﾔﾏ ｻﾗ ﾁｶﾞ ﾊｽﾞｷ

15 869 横山　さら(2) 台原中 15 4418 千賀　葉月(2) しらかし台中

ｻﾄｳ ｱﾔﾈ ﾌｸｼ ｱｽｶ

16 1054 佐藤　綺寧(2) 山田中 16 1456 福士　明日香(2) 広瀬中
ﾎﾘﾉ ﾜｶﾊﾞ ﾖｺﾔﾏ ｺﾊﾙ

17 328 堀野　若葉(1) 五橋中 17 2233 横山　心春(2) 南中山中学校

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｷﾉｼﾀ ﾕｽﾞｷ

1 951 木下　柚葵(2) 仙台大明成
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ

2 1701 松本　萌(1) 七北田中
ｶﾄｳ ｱｵｲ

3 4401 加藤　葵(3) しらかし台中

ｵｵｳﾁ ﾓｴｶ

4 953 大内　萌果(1) 仙台大明成
ｱｷﾔﾏ ﾐﾕ

5 4425 秋山　海結(1) しらかし台中

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾉ

6 5846 菅原　優希乃(1) 古川東中
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ

7 505 鈴木　かのん(1) 長町中
ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ

8 482 長岡　みさき(3) 長町中
ﾖｼﾀﾞ ｳﾀ

9 4428 吉田　詠多(3) しらかし台中

ﾐﾄ ﾂｸﾞﾐ

10 5446 水戸　つぐみ(2) 富二中
ﾀﾞｻｲ ﾕｳｶ

11 4281 太宰　友花(1) 高崎中
ﾄﾐﾀ ﾅﾂﾐ

12 973 富田　奈津実(3) 東北高
ｻｻｷ ﾒｲ

13 5444 佐々木　芽生(3) 富二中
ﾀﾀﾐｻｼ ｶﾚﾝ

14 16 疊指　カレン(1) 仙台一高
ﾐﾄ ｸﾙﾐ

15 5447 水戸　くるみ(2) 富二中
ﾂｼﾏ ﾅﾅ

16 4427 對馬　奈々(3) しらかし台中

ﾜﾀﾍﾞ ﾘｵﾝ

17 65 渡部　麗穏(2) 仙台第三
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ

18 4424 渡邊　楓佳(3) しらかし台中
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 女子3000m

12月4日 12:50 

1組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾘｷﾏﾙ ｶｴﾃﾞ

1 11 力丸　楓(2) 仙台一高
ﾐｶﾐ ﾕｶ

2 3233 三上　　柚花 宮城陸協
ﾋﾗﾂｶ ﾊﾅ

3 23 平塚　葉菜(1) 仙台一高
ｲﾄｳ ｶﾉﾝ

4 43 伊東　奏音(1) 仙台二高
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ

5 823 吉田　陽菜(1) 宮城学院高校

ﾁﾀﾞ ｱｵｲ

6 984 千田　采葵(2) 東北高
ﾀﾀﾞｷ ﾅｵ

7 981 但木　南桜(2) 東北高
ｻﾄｳ ﾕﾐ

8 4369 佐藤　裕美 宮城陸協
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁﾙ

9 971 渡邉　なちる(3) 東北高
ﾐｳﾗ ﾏﾌﾕ

10 4218 三浦　真冬 多賀城自衛隊

ﾖｺﾔﾏ ｶﾘﾅ

11 2311 橫山　香里奈(2) 高森中
ﾁﾊﾞ ﾐｸ

12 796 千葉　未来(3) 聖和学園
ｽｶﾞﾀ ﾙﾅ

13 4578 菅田　瑠那 あぶくまAC
ｸﾜﾊﾗ ﾅﾉﾊ

14 985 桒原　なのは(1) 東北高
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ

15 824 中村　桃子(1) 宮城学院高校

ﾑﾛｲ ｼﾎ

16 982 室井　思歩(2) 東北高
ﾖｺﾔﾏ ｷﾗ

17 979 横山　綺星(2) 東北高
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 女子5000m

12月4日 13:10 

1組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻﾄｳ ﾕﾐ

1 4369 佐藤　裕美 宮城陸協
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