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東北工大 244 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 岩　手 男子 3 2001 一般男子100m

東北工大 245 福田　壮佑 ﾌｸﾀﾞ ｿｳｽｹ 群　馬 男子 2 2002 一般男子走高跳 中学・高校・一般男子走高跳

東北工大 691 髙橋　大陸 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 秋　田 男子 1 2003 一般男子100m

東北工大 693 髙橋　孝河 ﾀｶﾊｼ ｺｳｶﾞ 宮　城 男子 1 2003 一般男子100m

宮城陸協 3033 小原　秀紀 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮　城 男子 1976 一般男子100m

Pchans 0 近藤　諒青 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ 宮　城 男子 5 2011 小学男女1000m 小学男女走幅跳 小学5年男子1000m 小学5年男子走幅跳

Pchans 0 中田　悠斗 ﾅｶﾀ ﾕｳﾄ 宮　城 男子 5 2011 小学男女走幅跳 小学5年男子100m 小学5年男子走幅跳

Pchans 0 遊佐　一護 ﾕｻ ｲﾁｺﾞ 宮　城 男子 5 2011 小学男女1000m 小学男女走幅跳 小学5年男子1000m 小学5年男子走幅跳

Pchans 0 門脇　佑隼 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳﾄ 宮　城 男子 4 2012 小学4年男子100m 小学4年男子走幅跳 小学男女走幅跳

Pchans 0 佐藤　弥栄 ｻﾄｳ ﾔｻｶ 宮　城 男子 4 2012 小学4年男子1000m 小学男女1000m

Pchans 0 佐藤　文都 ｻﾄｳ ﾌﾐﾄ 宮　城 男子 4 2012 小学4年男子100m 小学4年男子走幅跳 小学男女走幅跳

Pchans 0 長野　聖輝 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻｷ 宮　城 男子 4 2012 小学4年男子1000m 小学男女1000m 小学男女走幅跳 小学4年男子走幅跳

Pchans 0 村上　春翔 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ 宮　城 男子 4 2012 小学4年男子100m 小学4年男子走幅跳 小学男女走幅跳

Pchans 0 山田　陽輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ 宮　城 男子 4 2013 小学4年男子100m 小学4年男子走幅跳 小学男女走幅跳

Pchans 0 坂本　莉奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 宮　城 女子 4 2012 小学4年女子1000m 小学男女1000m 小学男女走幅跳 小学4年女子走幅跳

Pchans 0 生田　柚葵 ｲｸﾀ ﾕｽﾞｷ 宮　城 女子 4 2012 小学4年女子100m 小学4年女子1000m 小学男女1000m

ＳＲＡ 4268 佐藤　淳一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮　城 男子 1971 一般男子100m

長町中 485 相沢　駿斗 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 宮　城 男子 3 中学男子1500m

長町中 494 國領　天磨 ｺｸﾘｮｳ ﾃﾝﾏ 宮　城 男子 3 中学男子100m

長町中 496 斉藤　颯太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 宮　城 男子 2 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

長町中 497 千田　一成 ﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 宮　城 男子 2 中学男子砲丸投

長町中 498 小野　巧人 ｵﾉ ﾀｸﾄ 宮　城 男子 1 中学男子1500m

長町中 499 木村　聡太 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 宮　城 男子 1 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

長町中 500 菅原　大翔 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

長町中 501 大友　佑隼 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾄ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

長町中 502 佐々木　飛雄馬 ｻｻｷ ﾋｭｳﾏ 宮　城 男子 1 中学男子100m

長町中 503 平磯　宇汰 ﾋﾗｲｿ ｳﾀ 宮　城 男子 1 中学男子走幅跳

長町中 505 中戸川　拓真 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

長町中 506 行仕　駿人 ｷﾞｮｳｼﾞ ﾊﾔﾄ 宮　城 男子 1 中学男子走幅跳

長町中 509 佐々木　建太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

長町中 510 倉田　怜 ｸﾗﾀ ﾚｲ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

長町中 511 黒田　琉斗 ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 宮　城 男子 1 中学男子1500m

長町中 512 鈴木　諒 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

長町中 513 佐藤　唯翔 ｻﾄｳ ﾕｲﾄ 宮　城 男子 1 中学男子110mH

長町中 514 鈴木　俊介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 宮　城 男子 1 中学男子110mH 中学男子4X100mR

長町中 515 蓬田　崇真 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｼｭｳﾏ 宮　城 男子 1 中学男子100m

長町中 482 佐々木　杏 ｻｻｷ ｱﾝ 宮　城 女子 1 中学女子100m

長町中 485 高橋　莉子 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 宮　城 女子 1 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

長町中 486 森　栞音 ﾓﾘ ｶﾉﾝ 宮　城 女子 1 中学女子100mH

長町中 487 藤原　美央 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｵ 宮　城 女子 1 中学女子100m

長町中 488 伊藤　愛夏 ｲﾄｳ ｱｲｶ 宮　城 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

長町中 489 石川　花楓 ｲｼｶﾜ ｶｴﾃﾞ 宮　城 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

長町中 490 小松　世那 ｺﾏﾂ ｾﾅ 宮　城 女子 1 中学女子100mH 中学女子4X100mR

長町中 506 立谷　優名 ﾀﾁﾔ ﾕｳﾅ 宮　城 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

長町中 507 村上　侑莉杏 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘｱ 宮　城 女子 2 中学女子100mH 中学女子4X100mR

長町中 508 石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 宮　城 女子 2 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

長町中 509 丹野　明莉 ﾀﾝﾉ ｱｶﾘ 宮　城 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

長町中 511 若生　小楓 ﾜｺｳ ｺﾉｶ 宮　城 女子 2 中学・高校女子走高跳 中学女子4X100mR 中学女子走高跳 1m25

八木山中 971 髙橋　和生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 宮　城 男子 1 2009 中学男子1500m

八木山中 973 立花　勝斗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

八木山中 981 田村　一喜 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 宮　城 男子 2 2009 中学男子1500m

八木山中 983 沓澤　礼望 ｸﾂｻﾞﾜ ﾚﾉ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m

八木山中 961 浅野　芭瑠 ｱｻﾉ ﾊﾙ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

八木山中 963 伊藤　優花 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 宮　城 女子 1 2010 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

八木山中 964 及川　みずき ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞｷ 宮　城 女子 1 2010 中学・高校女子走高跳 中学女子4X100mR 中学女子走高跳 1m20

八木山中 965 棟方　有紀 ﾑﾅｶﾀ ﾕｷ 宮　城 女子 1 2010 中学女子砲丸投

八木山中 966 吉田　彩華 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

八木山中 967 藤澤　寧莉 ﾌｼﾞｻﾜ ﾈｲﾘ 宮　城 女子 1 2010 中学女子100m

八木山中 968 鏡　芽生 ｶｶﾞﾐ ﾒｲ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

八木山中 969 菅井　彩音 ｽｶﾞｲ ｱﾉﾝ 宮　城 女子 1 2009 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

今野太良 0 今野　太良 ｺﾝﾉ ﾀｲﾗ 宮　城 男子 1990 一般男子5000m

南小泉中 444 小島　史也 ｺｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

南小泉中 447 髙畑　文愛 ﾀｶﾊﾀ ﾌﾐﾁｶ 宮　城 男子 1 2009 中学男子走幅跳

南小泉中 448 鶴巻　夏希 ﾂﾙﾏｷ ﾅﾂｷ 宮　城 男子 1 2009 中学男子1500m

南小泉中 467 八島　蓮翔 ﾔｼﾏ ﾚﾝﾄ 宮　城 男子 1 2010 中学男子走幅跳

南小泉中 468 山縣　凜久 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｸ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

南小泉中 475 大谷　梗一郎 ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

南小泉中 476 尾形　奏祐 ｵｶﾞﾀ ｿｳｽｹ 宮　城 男子 2 2008 中学男子110mH 中学男子4X100mR

南小泉中 477 三浦　悠也 ﾐｳﾗ ﾕｳﾔ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

南小泉中 442 礒部　美礼 ｲｿﾍﾞ ﾐﾗｲ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m

南小泉中 443 櫻井　里緒 ｻｸﾗｲ ﾘｵ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m

南小泉中 451 齋藤　杏佳 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 宮　城 女子 2 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

南小泉中 452 鈴木　心咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 宮　城 女子 2 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

南小泉中 453 五井　一葉 ｺﾞｲ ｶｽﾞﾊ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

南小泉中 456 櫻井　玉鈴 ｻｸﾗｲ ﾀﾏﾘ 宮　城 女子 2 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

南小泉中 457 大和　凛杏 ﾔﾏﾄ ﾘｱﾝ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

宮城陸協 4074 新山　弘幸 ﾆｲﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 宮　城 男子 1957 一般男子100m

七郷中 601 安部　勇威 ｱﾝﾍﾞ ﾕｳｲ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m
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七郷中 602 沖村　碧 ｵｷﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ 宮　城 男子 1 2010 中学男子1500m

七郷中 603 佐藤　誠一朗 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 宮　城 男子 1 2010 中学男子100m

七郷中 604 高木　駿一 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｲﾁ 宮　城 男子 1 2010 中学男子1500m

七郷中 605 津田　桜雅 ﾂﾀﾞ ｵｳｶﾞ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

七郷中 606 宮澤　凪 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｷﾞ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

七郷中 607 阿部　鴻志 ｱﾍﾞ ｺｳｼ 宮　城 男子 1 2009 中学男子1500m

七郷中 608 遠藤　司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 宮　城 男子 1 2010 中学男子1500m

七郷中 609 畠山　健太 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾝﾀ 宮　城 男子 1 2009 中学男子1500m

七郷中 610 菊地　伯 ｷｸﾁ ﾊｸ 宮　城 男子 1 2010 中学男子1500m

七郷中 611 齋藤　隼大郎 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

七郷中 612 髙山　奏 ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ 宮　城 男子 1 2009 中学男子砲丸投

七郷中 613 安孫子　裕維人 ｱﾋﾞｺ ﾕｲﾄ 宮　城 男子 1 2010 中学男子100m 中学男子4X100mR

七郷中 625 富田　龍翔 ﾄﾐﾀ ﾘｭｳﾄ 宮　城 男子 2 2009 中学男子砲丸投

七郷中 626 松田　錦侍 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾝｼﾞ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳 4m29

七郷中 627 草野　悠生 ｸｻﾉ ﾕｳｾｲ 宮　城 男子 2 2008 中学男子4X100mR 中学男子砲丸投

七郷中 628 庄子　空杜 ｼｮｳｼﾞ ｿﾗﾄ 宮　城 男子 2 2008 中学男子110mH 中学男子4X100mR

七郷中 631 細谷　麗夢 ﾎｿﾔ ﾗｲﾑ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

七郷中 632 米澤　蓮 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾚﾝ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

七郷中 601 大泉　椋音 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾘｵ 宮　城 女子 1 2009 中学・高校女子走高跳 中学女子4X100mR 中学女子走高跳 1m20

七郷中 602 宇田　琴音 ｳﾀﾞ ｺﾄﾈ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

七郷中 603 伊藤　心絆 ｲﾄｳ ｼｷ 宮　城 女子 1 2010 中学女子走幅跳

七郷中 604 庄子　遙夏 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 宮　城 女子 1 2009 中学女子走幅跳

七郷中 605 桝田　莉結 ﾏｽﾀﾞ ﾘﾑ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100mH 中学女子4X100mR

七郷中 633 桝田　葵結 ﾏｽﾀﾞ ｱﾑ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100mH 中学女子4X100mR

七郷中 634 樋口　舜華 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｶ 宮　城 女子 2 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

七郷中 635 牛坂　れいら ｳｼｻﾞｶ ﾚｲﾗ 宮　城 女子 2 2008 中学女子4X100mR

寺岡中 2058 山家　陽太 ﾔﾝﾍﾞ ﾖｳﾀ 宮　城 男子 2 中学男子砲丸投

寺岡中 2059 伊藤　丈太朗 ｲﾄｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 宮　城 男子 2 2008 中学・高校・一般男子走高跳 中学男子走高跳

寺岡中 2070 大内　朝日 ｵｵｳﾁ ｱｻﾋ 宮　城 男子 1 中学男子1500m

寺岡中 2073 山野邊　豪 ﾔﾏﾉﾍﾞ ｺﾞｳ 宮　城 男子 1 中学男子走幅跳

寺岡中 2076 飯田　啓斗 ｲｲﾀﾞ ｹｲﾄ 宮　城 男子 1 中学男子走幅跳

寺岡中 2077 岩崎　智樹 ｲﾜｻｷ ﾄﾓｷ 宮　城 男子 1 中学男子1500m

寺岡中 2079 田村　　樹 ﾀﾑﾗ ｲﾂｷ 宮　城 男子 1 中学男子1500m

寺岡中 2051 松田　瞳子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺ 宮　城 女子 2 中学・高校女子走高跳 中学女子走高跳

寺岡中 2053 石田　慈梨 ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 宮　城 女子 2 中学女子砲丸投

寺岡中 2054 菅原　凛美佳 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾐｶ 宮　城 女子 2 中学女子100mH

寺岡中 2056 渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 宮　城 女子 2 中学女子走幅跳

寺岡中 2057 稲山　結月 ｲﾅﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 宮　城 女子 2 中学女子100mH

寺岡中 2058 大谷　真瑚 ｵｵﾀﾆ ﾏｺ 宮　城 女子 1 中学・高校女子走高跳 中学女子100mH 中学女子走高跳 1m15

寺岡中 2061 熊谷　凪紗 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ 宮　城 女子 1 中学女子走幅跳

寺岡中 2063 齊藤　美月 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｷ 宮　城 女子 1 中学女子砲丸投

宮城陸協 3039 佐藤　裕美 ｻﾄｳ ﾕﾐ 宮　城 女子 1969 一般女子3000m 高校・一般女子3000m

高砂中 657 佐藤　路空 ｻﾄｳ ﾛｸ 宮　城 男子 2 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

高砂中 658 島田　祐羽人 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

高砂中 659 針生　颯 ﾊﾘｳ ﾀﾂｷ 宮　城 男子 2 中学男子4X100mR 中学男子砲丸投

高砂中 660 伊藤　京介 ｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 宮　城 男子 1 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

高砂中 661 色川　大駕 ｲﾛｶﾜ ﾀｲｶﾞ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

高砂中 662 島田　隼人 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

高砂中 663 菅原　樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾂﾙ 宮　城 男子 1 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

高砂中 664 竹内　宝久 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾋｻ 宮　城 男子 1 中学男子110mH 中学男子4X100mR

高砂中 665 浅野　透利 ｱｻﾉ ﾄｵﾘ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

高砂中 666 大内　陵雅 ｵｵｳﾁ ﾘｮｳｶﾞ 宮　城 男子 1 中学男子110mH 中学男子4X100mR

高砂中 667 山口　歩夢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 宮　城 男子 1 中学男子1500m

高砂中 675 渡邉　宗太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀﾛｳ 宮　城 男子 2 中学・高校・一般男子走高跳 中学男子4X100mR 中学男子走高跳 1m40

高砂中 641 平塚　美帆 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾎ 宮　城 女子 2 中学女子100mH 中学女子4X100mR

高砂中 642 大沼　彩乃 ｵｵﾇﾏ ｱﾔﾉ 宮　城 女子 2 中学女子4X100mR

高砂中 643 林　楓夏 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 宮　城 女子 2 中学女子4X100mR

高砂中 644 髙橋　莉心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 宮　城 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

高砂中 645 二瓶　夏緒 ﾆﾍｲ ﾅｵ 宮　城 女子 2 中学女子4X100mR

高砂中 665 千葉　琉璃花 ﾁﾊﾞ ﾙﾘｶ 宮　城 女子 1 中学女子100m

高砂中 666 中村　海緒 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 宮　城 女子 1 中学女子100mH 中学女子4X100mR

高砂中 667 畠山　葵 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｵｲ 宮　城 女子 1 中学女子100mH 中学女子4X100mR

宮城マスターズ 467 西岡　慎二 ﾆｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 宮　城 男子 1974 一般男子100m

宮城陸協 3075 小田　幹雄 ｵﾀﾞ ﾐｷｵ 宮　城 男子 1977 一般男子走高跳 中学・高校・一般男子走高跳

涌谷陸上スポ少 3174 後藤　優空 ｺﾞﾄｳ ﾕﾗ 宮　城 男子 5 2011 小学男女1000m 小学5年男子1000m

涌谷陸上スポ少 5928 後藤　優月 ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m

涌谷陸上スポ少 0 後藤　咲優海 ｺﾞﾄｳ ｻﾕﾐ 宮　城 女子 3 2014 小学3年女子100m

郡山陸上 0 木幡　匠希 ｺﾊﾀ ｼｮｳﾏ 宮　城 男子 4 2013 小学4年男子100m

郡山陸上 0 木皿　柊汰 ｷｻﾗ ﾄｳﾀ 宮　城 男子 3 2013 小学3年男子100m

郡山陸上 0 橋本　昊史朗 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 宮　城 男子 3 2013 小学3年男子100m

郡山陸上 0 小椋　悠月 ｵｸﾞﾗ ﾕﾂﾞｷ 宮　城 男子 6 2010 小学男女走幅跳 小学6年男子走幅跳

郡山陸上 0 宮城　蒼空 ﾐﾔｷﾞ ｿﾗ 宮　城 男子 3 2013 小学3年男子100m

郡山陸上 0 洞口　光虎 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾐﾂﾄﾗ 宮　城 男子 5 2011 小学5年男子100m

郡山陸上 0 佐々木　士道 ｻｻｷ ｼﾄﾞｳ 宮　城 男子 4 2012 小学4年男子100m

郡山陸上 0 富野　蒼大 ﾄﾐﾉ ｿｳﾀ 宮　城 男子 5 2011 小学男女走幅跳 小学5年男子走幅跳

郡山陸上 0 玉渕　絢都 ﾀﾏﾌﾞﾁ ｱﾔﾄ 宮　城 男子 5 2012 小学男女走幅跳 小学5年男子走幅跳

郡山陸上 0 安藤　那桜 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 宮　城 女子 4 2012 小学4年女子100m

郡山陸上 0 安藤　優月 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾂﾞｷ 宮　城 女子 3 2013 小学3年女子100m
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郡山陸上 0 菅野　麻衣 ｶﾝﾉ ﾏｲ 宮　城 女子 3 2013 小学3年女子100m

郡山陸上 0 菊地　優羽 ｷｸﾁ ﾕｳ 宮　城 女子 4 2012 小学4年女子100m

郡山陸上 0 鈴木　結乃 ｽｽﾞｷ ﾕﾉ 宮　城 女子 4 2013 小学4年女子100m

郡山陸上 0 齋藤　花帆 ｻｲﾄｳ ｶﾎ 宮　城 女子 3 2013 小学3年女子100m

郡山陸上 0 本城谷　あかり ﾎﾝｼﾞｮｳﾔ ｱｶﾘ 宮　城 女子 5 2011 小学男女1000m 小学5年女子1000m

郡山陸上 0 皆川　陽咲 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋｻｷ 宮　城 女子 3 2013 小学3年女子100m

郡山陸上 0 柿沼　夏希 ｶｷﾇﾏ ﾅﾂｷ 宮　城 女子 4 2012 小学4年女子100m

郡山陸上 0 齋藤　璃音 ｻｲﾄｳ ﾘｵﾝ 宮　城 女子 4 2012 小学4年女子100m

蒲町中 1083 髙橋　煌太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

蒲町中 1084 平田　佑輔 ﾋﾗﾀ ﾕｳｽｹ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

蒲町中 1085 松田　未来翔 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｸﾄ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

蒲町中 1086 吉野　天翔 ﾖｼﾉ ﾂﾊﾞｻ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

蒲町中 1087 山内　博斗 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾄ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

蒲町中 1088 新山　未来翔 ﾆｲﾔﾏ ﾐｷﾄ 宮　城 男子 2 中学男子1500m

蒲町中 1091 田村　優斗 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 宮　城 男子 1 中学男子100m

蒲町中 1093 齋藤　春虎 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

蒲町中 1081 佐々木　莉子 ｻｻｷ ﾘｺ 宮　城 女子 2 中学女子100mH 中学女子4X100mR

蒲町中 1082 永澤　優來 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾗ 宮　城 女子 2 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

蒲町中 1083 菅原　聖楽 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾗ 宮　城 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

蒲町中 1087 五十嵐　萌絵 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 宮　城 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

蒲町中 1089 髙橋　未央 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 宮　城 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

蒲町中 1090 及川　　夏帆 ｵｲｶﾜ ｶﾎ 宮　城 女子 1 中学女子100m

蒲町中 1091 福地　　美夏 ﾌｸﾁ ﾐﾅ 宮　城 女子 1 中学女子100mH

蒲町中 1092 小泉　　美織 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｵﾘ 宮　城 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

蒲町中 1095 渡邊　　穂乃花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ 宮　城 女子 1 中学女子100m

蒲町中 1096 佐々木　　夢愛 ｻｻｷ ﾕｱ 宮　城 女子 1 中学女子走幅跳

蒲町中 1097 三河　　直生 ﾐｶﾜ ﾅｵ 宮　城 女子 1 中学女子100mH

山田中 1071 海野　蒼介 ｳﾝﾉ ｿｳｽｹ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m

山田中 1072 洞澤　雄 ﾎﾗｻﾜ ﾕｳ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m

山田中 1073 浅野　瑛太 ｱｻﾉ ｴｲﾀ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m

山田中 1074 立山　恵太朗 ﾀﾃﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m

山田中 1041 小浜　七夏 ｺﾊﾏ ﾅﾅ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m

山田中 1042 菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻﾗ 宮　城 女子 1 2010 中学女子100m 中学女子100mH 中学女子4X100mR 54.00

山田中 1071 大槻　ひな ｵｵﾂｷ ﾋﾅ 宮　城 女子 2 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

山田中 1072 栗原　虹心 ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子100mH 中学女子4X100mR 54.00

山田中 1073 鍋谷　美月 ﾅﾍﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ 宮　城 女子 2 2008 中学女子1500m

山田中 1074 吉田　優月 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

山田中 1075 佐藤　明香 ｻﾄｳ ﾒｲｶ 宮　城 女子 2 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR 中学女子砲丸投 7m00

山田中 1076 江戸　結香 ｴﾄﾞ ﾕｳｶ 宮　城 女子 2 2009 中学・高校女子走高跳 中学女子100m 中学女子走高跳 1m35

山田中 1077 髙松　美彩 ﾀｶﾏﾂ ﾐｻ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子100mH 中学女子4X100mR 54.00

田子中 2330 安藤　禅 ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾞﾝ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

田子中 2331 井出　聖杜 ｲﾃﾞ ｷﾖﾄ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m 中学男子4X100mR

田子中 2332 佐藤　叶夢 ｻﾄｳ ｶﾅﾒ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m 中学男子4X100mR

田子中 2345 石橋　遊闘 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ 宮　城 男子 2 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

田子中 2346 関　健太朗 ｾｷ ｹﾝﾀﾛｳ 宮　城 男子 2 2009 中学男子1500m 中学男子4X100mR

田子中 2321 浅岡　莉晴 ｱｻｵｶ ﾘｾ 宮　城 女子 1 2010 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

田子中 2322 五戸　　希帆 ｺﾞﾉﾍ ｷﾎ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

田子中 2326 米田　萌香 ﾖﾈﾀ ﾓﾓｶ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

田子中 2327 菅原　真愛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｱ 宮　城 女子 2 2008 中学女子4X100mR 中学女子砲丸投

田子中 2328 平山　汐莉 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾘ 宮　城 女子 2 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

田子中 2329 高橋　舞衣 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

宮城陸協 3083 佐藤　道由 ｻﾄｳ ﾐﾁﾖｼ 宮　城 男子 1980 一般男子100m

宮城陸協 3055 朝倉　和眞 ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ 宮　城 男子 1992 一般男子5000m

五橋中 350 阿部　汐恩 ｱﾍﾞ ｼｵﾝ 宮　城 女子 1 2009 中学女子走幅跳

富沢小 0 角掛　日南 ﾂﾉｶｹ ﾋﾅ 宮　城 女子 4 2012 小学4年女子100m 小学4年女子1000m 小学男女1000m

宮城陸協 3179 板垣　孝司 ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｼﾞ 宮　城 男子 1982 一般男子100m

宮城陸協 3180 小島　拓 ｵｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ 宮　城 男子 1982 一般男子100m

個人登録 3016 阿部　和明 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｱｷ 宮　城 男子 1990 一般男子5000m

仙台三高 110 賀川　稜久 ｶｶﾞﾜ ﾘｸ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m

仙台三高 111 小舘　透維 ｺﾀﾞﾃ ﾄｳｲ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m

仙台三高 112 菊地　隼颯 ｷｸﾁ ﾊﾔﾃ 宮　城 男子 2 2005 一般男子100m 高校男子4X100mR

仙台三高 113 小林　拓生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 宮　城 男子 2 2005 一般男子5000m

仙台三高 116 須田　亮太 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 宮　城 男子 2 2005 高校男子3000m

仙台三高 117 井上　康介 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 宮　城 男子 1 2006 一般男子5000m

仙台三高 119 太田　朝日 ｵｵﾀ ｱｻﾋ 宮　城 男子 1 2006 一般男子100m 高校男子4X100mR

仙台三高 120 上川名　瑛太 ｶﾐｶﾜﾅ ｴｲﾀ 宮　城 男子 1 2006 高校男子200m

仙台三高 121 中村　優李 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ 宮　城 男子 1 2006 一般男子5000m

仙台三高 123 井幡　遼太郎 ｲﾊﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 宮　城 男子 1 2006 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台三高 124 大久　琉来 ｵｵﾋｻ ﾘｸ 宮　城 男子 1 2007 一般男子100m

仙台三高 125 浅川　仁貴 ｱｻｶﾜ ﾖｼｷ 宮　城 男子 1 2006 高校男子3000m

仙台三高 126 齋藤　玄大 ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝﾀ 宮　城 男子 1 2006 高校男子3000m

仙台三高 127 齋藤　威風 ｻｲﾄｳ ｲﾌｳ 宮　城 男子 1 2006 一般男子100m

仙台三高 128 萬羽　陽一 ﾏﾝﾊﾞ ﾖｳｲﾁ 宮　城 男子 1 2006 一般男子5000m

仙台三高 129 佐藤　宥人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 宮　城 男子 1 2006 一般男子100m

仙台三高 130 土屋　夏希 ﾂﾁﾔ ﾅﾂｷ 宮　城 男子 1 2006 一般男子100m 高校男子4X100mR

仙台三高 131 富樫　治 ﾄｶﾞｼ ｵｻﾑ 宮　城 男子 1 2007 一般男子5000m

仙台三高 63 髙橋　陽奈子 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅｺ 宮　城 女子 2 2006 高校女子200m

仙台三高 64 内田　朱音 ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾈ 宮　城 女子 2 2006 高校女子200m
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仙台三高 67 真部　咲来 ﾏﾅﾍﾞ ｻｸﾗ 宮　城 女子 1 2006 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

仙台三高 68 森山　綺乃 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾔﾉ 宮　城 女子 1 2006 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

高森中 2281 鈴木　尊 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 宮　城 男子 1 2009 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

高森中 2282 狩野　秋道 ｶﾉ ｱｷﾐﾁ 宮　城 男子 1 2009 中学男子砲丸投

高森中 2283 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 宮　城 男子 1 2010 中学男子100m 中学男子4X100mR

高森中 2284 川上　眞広 ｶﾜｶﾐ ﾏﾋﾛ 宮　城 男子 1 2010 中学男子100m 中学男子4X100mR

高森中 2285 久保田　穣 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾀｶ 宮　城 男子 1 2009 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

高森中 2286 佐藤　太一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

高森中 2287 河西　晃宏 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾋﾛ 宮　城 男子 1 2009 中学男子1500m

高森中 2289 小林　悠理 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 宮　城 男子 1 2010 中学男子走幅跳

高森中 2290 小松　東俊 ｺﾏﾂ ﾄｳｼｭﾝ 宮　城 男子 1 2010 中学男子1500m

高森中 2291 佐川　太智 ｻｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

高森中 2313 髙橋　李旺 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m

高森中 2315 石川　　遥斗 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m

高森中 2316 石田　　晃資 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 北海道 男子 2 2008 中学男子1500m

高森中 2281 ｶﾙﾉﾝ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ　芽衣 ｶﾙﾉﾝ ﾒｲ 宮　城 女子 2 2009 中学女子1500m

高森中 2282 名和　　れいな ﾅﾜ ﾚｲﾅ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

高森中 2283 畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

高森中 2284 石澤　　舞 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｲ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

高森中 2285 菅原　　綾音 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

高森中 2286 リーダー　　歩実 ﾘｰﾀﾞｰ ｱﾕﾐ 宮　城 女子 2 2008 中学・高校女子走高跳 中学女子100m 中学女子4X100mR 56.30 中学女子走高跳

高森中 2311 橫山　香里奈 ﾖｺﾔﾏ ｶﾘﾅ 宮　城 女子 3 2007 中学女子1500m

利府高 644 田澤　孝太 ﾀｻﾞﾜ ｺｳﾀ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳 4m08

利府高 645 髙橋　一志 ﾀｶﾊｼ ｶﾂｼ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m 高校男子4X100mR

利府高 646 新渡戸　巴琉 ﾆﾄﾍﾞ ﾄﾓﾙ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m 高校男子4X100mR

利府高 648 齋藤　幸輝 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 宮　城 男子 2 2005 高校男子110mH 高校男子4X100mR

利府高 649 内海　夏輝 ｳﾂﾐ ﾅﾂｷ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m 高校男子4X100mR

利府高 650 髙橋　太洋 ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ 宮　城 男子 2 2005 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳

利府高 651 戸羽　海翔 ﾄﾊﾞ ｶｲﾄ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m 高校男子4X100mR

利府高 656 菊地　直希 ｷｸﾁ ﾅｵｷ 宮　城 男子 1 2006 高校男子200m 高校男子4X100mR

利府高 657 木村　勇樹 ｷﾑﾗ ｲｻｷ 宮　城 男子 1 2006 高校男子110mH 高校男子4X100mR

利府高 659 髙橋　銀河 ﾀｶﾊｼ ｷﾞﾝｶﾞ 宮　城 男子 1 2006 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳

利府高 661 菊池　彪流 ｷｸﾁ ﾀｹﾙ 宮　城 男子 1 2006 高校男子200m 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳 4m00

利府高 663 澁谷　蓮太 ｼﾌﾞﾔ ﾚﾝﾀ 宮　城 男子 1 2007 高校男子200m 高校男子4X100mR

塩竈三 4041 安齋　太智 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｲﾁ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m

東北大 8 野田　耀司 ﾉﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 静　岡 男子 4 2000 一般男子100m

東北大 10 藤田　想 ﾌｼﾞﾀ ｿｳ 宮　城 男子 2 2002 一般男子走高跳 中学・高校・一般男子走高跳

東北大 28 河俣　拓樹 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛｷ 東　京 男子 3 2001 一般男子100m

東北大 482 坂元　泰 ｻｶﾓﾄ ﾀｲ 栃　木 男子 2 2002 一般男子走幅跳

東北大 487 毛内　達也 ﾓｳﾅｲ ﾀﾂﾔ 宮　城 男子 3 1999 一般男子走高跳 中学・高校・一般男子走高跳

仙台大明成高 981 日下　恵斗 ｸｻｶ ﾖｼﾄ 宮　城 男子 3 2005 高校男子3000m

仙台大明成高 982 武藤　遥輝 ﾑﾄｳ ﾊﾙｷ 宮　城 男子 3 2004 高校男子3000m

仙台大明成高 983 入江　柚安 ｲﾘｴ ﾕｱﾝ 宮　城 男子 3 2004 高校男子3000m

仙台大明成高 984 関　愛心 ｾｷ ｱｲｼﾝ 宮　城 男子 1 2006 高校男子200m

仙台大明成高 985 阿部　優太 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 宮　城 男子 2 2005 高校男子3000m

仙台大明成高 986 井上　輝政 ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾅﾘ 宮　城 男子 3 2004 高校男子3000m

仙台大明成高 987 青野　楓太 ｱｵﾉ ﾌｳﾀ 宮　城 男子 3 2004 高校男子3000m

仙台大明成高 988 杉本　健太 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 宮　城 男子 3 2004 高校男子3000m

仙台大明成高 989 加藤　檜 ｶﾄｳ ﾋﾉｷ 宮　城 男子 2 2006 高校男子3000m

仙台大明成高 990 小林　遥大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 宮　城 男子 2 2005 高校男子3000m

仙台大明成高 992 横山　暖人 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 宮　城 男子 2 2005 高校男子走幅跳

仙台大明成高 993 奈良坂　虎太朗 ﾅﾗｻｶ ｺﾀﾛｳ 宮　城 男子 1 2006 高校男子3000m

仙台大明成高 994 渥美　悠太 ｱﾂﾐ ﾕｳﾀ 宮　城 男子 1 2007 高校男子3000m

仙台大明成高 996 井上　奨梧 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｺﾞ 宮　城 男子 1 2006 高校男子3000m

仙台大明成高 998 本田　悠斗 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ 宮　城 男子 1 2007 高校男子3000m

仙台大明成高 999 木下　凰希 ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 宮　城 男子 1 2006 高校男子200m

仙台大明成高 951 木下　柚葵 ｷﾉｼﾀ ﾕｽﾞｷ 宮　城 女子 3 2005 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

仙台大明成高 953 大内　萌果 ｵｵｳﾁ ﾓｴｶ 宮　城 女子 2 2005 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

仙台大明成高 954 小玉　さくら ｺﾀﾞﾏ ｻｸﾗ 宮　城 女子 1 2006 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

仙台大明成高 955 渡邊　璃音菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾅ 宮　城 女子 1 2006 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

仙台大明成高 956 鈴木　歩栞 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 宮　城 女子 1 2007 高校・一般女子3000m 高校女子200m 高校女子3000m 13:30.00

仙台大明成高 957 梅津　詩音 ｳﾒﾂ ｼｵﾝ 宮　城 女子 1 2006 高校女子200m

仙台西高 283 阿部　駿人 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾄ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台西高 289 加藤　陽大 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 宮　城 男子 2 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳

仙台西高 290 錦織　新太 ﾆｼｷｵﾘ ｱﾗﾀ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台西高 291 町田　新 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾗﾀ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台西高 292 土門　大空 ﾄﾞﾓﾝ ｿﾗ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台西高 293 海川　瑠輝 ｳﾐｶﾜ ﾘｭｳｷ 宮　城 男子 2 高校男子3000m

仙台西高 294 髙橋　将輝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 宮　城 男子 2 高校男子3000m

仙台西高 298 成田　然 ﾅﾘﾀ ｾﾞﾝ 宮　城 男子 1 高校男子3000m

仙台西高 299 大町　貴裕 ｵｵﾏﾁ ﾀｶﾋﾛ 宮　城 男子 1 高校男子110mH 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳 4m85

仙台西高 300 小島　明希 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 宮　城 男子 1 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台西高 301 髙橋　恵生 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 宮　城 男子 3 高校男子3000m

仙台西高 308 山道　優大 ﾔﾏﾐﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 宮　城 男子 1 高校男子3000m 高校男子4X100mR

仙台西高 309 本多　優磨 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 宮　城 男子 1 高校男子200m

仙台西高 271 森　優名 ﾓﾘ ﾕｳﾅ 宮　城 女子 2 高校女子200m 高校女子100mH

仙台西高 272 佐々木　　杏菜 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 宮　城 女子 2 高校女子200m

仙台西高 278 髙橋　瑞紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 宮　城 女子 1 高校・一般女子3000m 高校女子3000m
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仙台西高 287 安藤　七香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ 宮　城 女子 3 高校女子200m 高校女子走幅跳

六郷中 586 佐藤　珀慧 ｻﾄｳ ﾊｸｴｲ 宮　城 男子 1 2009 中学男子1500m 中学男子4X100mR

六郷中 590 吉田　翔 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 宮　城 男子 1 2009 中学男子4X100mR 中学男子砲丸投

六郷中 593 針生　雄真 ﾊﾘｭｳ ﾕｳﾏ 宮　城 男子 1 2009 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

六郷中 594 沼澤　颯真 ﾇﾏｻﾞﾜ ｿｳﾏ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

六郷中 595 沼畑　岳人 ﾇﾏﾊﾀ ｶﾞｸﾄ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

六郷中 572 佐々木　心花 ｻｻｷ ｺｺﾛ 宮　城 女子 2 2008 中学女子1500m

六郷中 589 柴崎　花楓 ｼﾊﾞｻｷ ｶｴﾃﾞ 宮　城 女子 1 2010 中学女子100m

六郷中 591 唯野　帝亜良 ﾀﾀﾞﾉ ﾃｨｱﾗ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m

六郷中 592 濵田　梨来 ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾗ 宮　城 女子 1 2010 中学女子100m

仙台向山高 224 三浦　大知 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台向山高 228 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 宮　城 男子 1 2006 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台向山高 229 江畑　宏亮 ｴﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 宮　城 男子 1 2006 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台向山高 230 小池　創太 ｺｲｹ ｿｳﾀ 宮　城 男子 1 2006 高校男子3000m

仙台向山高 231 鈴木　孝太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 宮　城 男子 1 2006 高校男子110mH 高校男子4X100mR

仙台向山高 232 清野　煌太 ｾｲﾉ ｺｳﾀ 宮　城 男子 1 2006 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳

仙台向山高 236 好川　幸芽 ﾖｼｶﾜ ｺｳｶﾞ 宮　城 男子 1 2006 高校男子3000m

仙台向山高 247 工藤　絢成 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｾｲ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台向山高 248 佐藤　有悟 ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m 高校男子4X100mR

仙台向山高 249 泉　健太 ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 宮　城 男子 2 2006 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳

仙台向山高 211 菊地　璃音 ｷｸﾁ ﾘｵ 宮　城 女子 1 2006 高校女子200m 高校女子4X100mR 高校女子走幅跳 4m50

仙台向山高 212 横田　結菜 ﾖｺﾀ ﾕｳﾅ 宮　城 女子 1 2006 高校女子200m 高校女子4X100mR

仙台向山高 214 樫崎　めい ｶｼｻﾞｷ ﾒｲ 宮　城 女子 1 2006 高校女子砲丸投

仙台向山高 215 片平　萌花 ｶﾀﾋﾗ ﾓｶ 宮　城 女子 1 2006 高校女子100mH 高校女子走幅跳

仙台向山高 223 倉田　あかり ｸﾗﾀ ｱｶﾘ 宮　城 女子 2 2005 高校女子200m 高校女子100mH 高校女子4X100mR 50.75

仙台向山高 224 下山　藍 ｼﾓﾔﾏ ｱｲ 宮　城 女子 2 2005 高校女子走幅跳

仙台向山高 225 佐藤　瑠菜 ｻﾄｳ ﾙﾅ 宮　城 女子 2 2005 高校女子200m 高校女子4X100mR

仙台向山高 226 永沼　愛恵 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｴ 宮　城 女子 2 2005 高校女子砲丸投

郡山中 803 中嶋　蒼太 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

郡山中 804 長谷川　杜和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾜ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

郡山中 806 花岡　向 ﾊﾅｵｶ ﾋﾅﾀ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

郡山中 807 大友　結翔 ｵｵﾄﾓ ﾕｲﾄ 宮　城 男子 1 2009 中学男子走幅跳

郡山中 818 内海　煌雅 ｳﾂﾐ ｺｳｶﾞ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

郡山中 831 齋藤　朔也 ｻｲﾄｳ ｻｸﾔ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

郡山中 834 渡邉　秀人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

郡山中 838 富野　陽暉 ﾄﾐﾉ ﾊﾙｷ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m

郡山中 840 黒山　大翔 ｸﾛﾔﾏ ﾋﾛﾄ 宮　城 男子 2 2008 中学男子110mH 中学男子4X100mR

郡山中 9778 安齋　秀斗 ｱﾝｻｲ ﾋﾃﾞﾄ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

郡山中 9784 石井　康希 ｲｼｲ ｺｳｷ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

郡山中 9787 渡邊　太智 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子110mH

郡山中 801 小野　綾哩 ｵﾉ ｱﾔﾘ 宮　城 女子 1 2010 中学女子走幅跳

郡山中 802 阿部　千夏 ｱﾍﾞ ﾁﾅﾂ 宮　城 女子 1 2009 中学女子走幅跳

郡山中 803 白谷　明日奏 ｼﾗﾔ ｱｽｶ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

郡山中 805 大橋　詩織里 ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ 宮　城 女子 2 2008 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

郡山中 806 渥美　優月 ｱﾂﾐ ﾕﾂﾞｷ 宮　城 女子 1 2009 中学女子走幅跳

郡山中 807 鷹島　唯 ﾀｶｼﾏ ﾕｲ 宮　城 女子 2 2009 中学女子1500m

郡山中 810 清水　優奈 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾅ 宮　城 女子 1 2009 中学・高校女子走高跳 中学女子走高跳

郡山中 816 藤村　夏鈴 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾘﾝ 宮　城 女子 2 2008 中学・高校女子走高跳 中学女子走高跳

郡山中 817 村上　栞南 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

郡山中 820 鈴木　快歩 ｽｽﾞｷ ｺｺﾎ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100mH 中学女子4X100mR

郡山中 827 本多　美葡 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾌ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m

郡山中 828 小野寺　眞子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺ 宮　城 女子 1 2009 中学女子走幅跳

郡山中 830 畠山　蘭 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾗﾝ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

郡山中 832 鈴木　杏 ｽｽﾞｷ ｱﾝ 宮　城 女子 1 2009 中学女子1500m

郡山中 833 小野　佑南 ｵﾉ ﾕｳﾅ 宮　城 女子 1 2009 中学女子1500m

郡山中 834 星　優那 ﾎｼ ﾕｳﾅ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

郡山中 835 細川　このは ﾎｿｶﾜ ｺﾉﾊ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m

中野中 1168 菅原　大雅 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ 宮　城 男子 3 2007 中学男子100m 中学男子走幅跳

中野中 1182 石田　健徳 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ 宮　城 男子 2 2008 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

中野中 1184 梅津　逞 ｳﾒﾂ ﾀｸﾏ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

中野中 1188 川上　直輝 ｶﾜｶﾐ ﾅｵｷ 宮　城 男子 2 2009 中学男子砲丸投

中野中 1189 倉島　優晴 ｸﾗｼﾏ ﾕｳｾｲ 宮　城 男子 2 2008 中学男子110mH 中学男子4X100mR

中野中 1190 佐藤　亮顕 ｻﾄｳ ﾘｮｳｹﾝ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m

中野中 1191 大宮　澄人 ｵｵﾐﾔ ｽﾐﾄ 宮　城 男子 2 2008 中学男子110mH 中学男子4X100mR

中野中 1193 早坂　世韻 ﾊﾔｻｶ ｾｲﾝ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m

中野中 1194 及川　悠陽 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾋ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

中野中 1195 石田　莱志 ｲｼﾀﾞ ﾗｲｼ 宮　城 男子 1 2009 中学男子1500m

中野中 1196 高橋　空 ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 宮　城 男子 1 2009 中学男子1500m

中野中 1197 岡元　逸輝 ｵｶﾓﾄ ｲﾂｷ 宮　城 男子 1 2009 中学・高校・一般男子走高跳 中学男子走高跳

中野中 1198 髙橋　柊斗 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾄ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

中野中 1199 佐藤　光輝 ｻﾄｳ ｺｳｷ 宮　城 男子 1 2009 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

中野中 1200 根元　龍政 ﾈﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 宮　城 男子 1 2009 中学男子走幅跳

中野中 1166 津田　望尋 ﾂﾀﾞ ﾐﾋﾛ 宮　城 女子 3 中学女子100mH

中野中 1173 中川　愛月 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

中野中 1174 廣川　さら ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 宮　城 女子 2 2008 中学女子1500m 中学女子4X100mR

中野中 1175 岡田　姫來 ｵｶﾀﾞ ｷﾗ 宮　城 女子 2 2008 中学・高校女子走高跳 中学女子4X100mR 中学女子走高跳 1m15

中野中 1176 佐々木　華音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100mH 中学女子4X100mR

中野中 1177 佐藤　ひかり ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR
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中野中 1181 菅原　唯央 ｽｶﾞﾜﾗ ｲﾁｶ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m

中野中 1182 菅原　柚希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｽﾞｷ 宮　城 女子 1 2010 中学女子1500m

中野中 1183 糟谷　かえで ｶｽﾔ ｶｴﾃﾞ 宮　城 女子 1 2009 中学女子砲丸投

中野中 1184 櫻井　結恵奈 ｻｸﾗｲ ﾕﾒﾅ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

多賀城高 684 佐藤　桜太 ｻﾄｳ ｵｳﾀ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子4X100mR

多賀城高 685 若生　壱輝 ﾜｺｳ ｶｽﾞｷ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子110mH

多賀城高 686 近藤　光 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳 5m77

多賀城高 687 阿部　翔太 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 宮　城 男子 2 高校男子110mH 高校男子走幅跳

多賀城高 689 関　尚太朗 ｾｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 宮　城 男子 1 高校男子200m

多賀城高 690 髙久　晴渡 ﾀｶｸ ﾊﾙﾄ 宮　城 男子 1 高校男子3000m

多賀城高 692 鈴木　寿暢 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾉﾌﾞ 宮　城 男子 1 高校男子200m

多賀城高 693 髙橋　圭太朗 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ 宮　城 男子 1 高校男子200m 高校男子4X100mR

多賀城高 694 阿部　智康 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔｽ 宮　城 男子 1 高校男子200m 高校男子4X100mR

多賀城高 697 菊地　凛翔 ｷｸﾁ ﾘﾝﾄ 宮　城 男子 1 一般男子100m 高校男子4X100mR

多賀城高 698 紺野　葵 ｺﾝﾉ ｱｵｲ 宮　城 男子 1 一般男子100m 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳 5m00

多賀城高 699 清　愛翔 ｾｲ ｱｲﾄ 宮　城 男子 1 高校男子走幅跳

多賀城高 701 前畑　匠亜 ﾏｴﾊﾀ ｼｮｳｱ 宮　城 男子 1 高校男子3000m

多賀城高 702 松井　敬 ﾏﾂｲ ｹｲ 宮　城 男子 1 高校男子走幅跳

多賀城高 657 佐藤　杏 ｻﾄｳ ｱﾝ 宮　城 女子 2 高校女子走幅跳

多賀城高 659 城下　心 ｼﾛｼﾀ ｺｺﾛ 宮　城 女子 1 高校女子走高跳 中学・高校女子走高跳

八乙女中 1761 石川　瑛大 ｲｼｶﾜ ｴｲﾀ 男子 1 中学男子110mH

八乙女中 1762 佐藤　智威 ｻﾄｳ ﾄﾓﾀｹ 男子 1 中学男子110mH

八乙女中 1763 髙橋　蔵之助 ﾀｶﾊｼ ｸﾗﾉｽｹ 男子 2 中学男子110mH 中学男子4X100mR

八乙女中 1764 髙橋　侑大 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 1 中学男子100m

八乙女中 1765 松坂　俊介 ﾏﾂｻﾞｶ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 中学男子100m

八乙女中 1766 佐藤　楓 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 男子 1 中学男子1500m

八乙女中 1767 松原　生吹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 2 中学男子1500m

八乙女中 1768 池田　陽翔 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

八乙女中 1769 大橋　諒也 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ 男子 1 中学男子100m

八乙女中 1770 嶺岸　悠翔 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

八乙女中 1774 武藤　雄大 ﾑﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 2 中学男子1500m

八乙女中 1776 青柳　龍咲 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳｻ 男子 2 中学男子100m

八乙女中 1778 大場　晄希 ｵｵﾊﾞ ｺｳｷ 男子 2 中学男子110mH 中学男子4X100mR

八乙女中 1790 北川　蒼 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｵｲ 男子 2 中学男子100m

八乙女中 1799 大羽　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

八乙女中 1800 渡邉　那由太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾕﾀ 男子 2 中学男子1500m

八乙女中 9681 伊藤　翔 ｲﾄｳ ｼｮｳ 男子 2 中学男子1500m

八乙女中 9682 佐藤　貫太 ｻﾄｳ ｶﾝﾀ 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

八乙女中 1762 土屋　芽愛 ﾂﾁﾔ ﾒｲ 女子 1 中学女子100m

八乙女中 1764 齋藤　ひなの ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾉ 女子 1 中学女子100m

八乙女中 1766 齋藤　風月 ｻｲﾄｳ ﾌﾂﾞｷ 女子 1 中学女子1500m

八乙女中 1769 小山　栞奈 ｺﾔﾏ ｶﾝﾅ 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

八乙女中 1775 赤間　心咲 ｱｶﾏ ﾐｻｷ 女子 2 中学女子100mH 中学女子4X100mR

八乙女中 1781 大森　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 女子 2 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

八乙女中 1782 加藤　佑姫綺 ｶﾄｳ ﾕｷｱ 女子 2 中学女子100m

八乙女中 1784 狩野　萌々花 ｶﾘﾉ ﾓﾓｶ 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

八乙女中 1786 原野　由凪 ﾊﾗﾉ ﾕｳﾅ 女子 2 中学女子1500m

八乙女中 1788 佐々　悠歩 ｻｻ ﾊﾙｸ 女子 2 中学女子100mH 中学女子4X100mR

八乙女中 1789 青木　ゆりあ ｱｵｷ ﾕﾘｱ 女子 2 中学女子100m

八乙女中 1792 千葉　彩花 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

仙台二華中 9442 有馬　凜 ｱﾘﾏ ﾘﾝ 仙台市 男子 2 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

仙台二華中 9443 岩佐　悠生 ｲﾜｻ ﾕｳｾｲ 仙台市 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

仙台二華中 9444 楠美　希空 ｸｽﾐ ﾉｱ 仙台市 男子 2 中学男子1500m

仙台二華中 9447 田口　撞真 ﾀｸﾞﾁ ﾄｳﾏ 仙台市 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

仙台二華中 9450 山口　賢吉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｷﾁ 仙台市 男子 1 中学男子砲丸投

仙台二華中 9451 齋藤　諒和 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾜ 仙台市 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

仙台二華中 9454 関　馨太朗 ｾｷ ｹｲﾀﾛｳ 仙台市 男子 1 中学男子100m

仙台二華中 9472 川人　丈幸 ｶﾜﾋﾄ ﾀｹﾕｷ 仙台市 男子 3 中学男子100m

仙台二華中 9473 湯本　琉平 ﾕﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ 仙台市 男子 3 中学男子1500m

仙台二華中 9443 髙橋　美百 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 仙台市 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

仙台二華中 9445 藤井　志織 ﾌｼﾞｲ ｼｵﾘ 仙台市 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

仙台二華中 9446 斎藤　彩葉 ｻｲﾄｳ ｲﾛﾊ 仙台市 女子 1 中学女子1500m

仙台二華中 9447 髙橋　杏 ﾀｶﾊｼ ｱﾝ 仙台市 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

仙台二華中 9448 阿部　琴音 ｱﾍﾞ ｺﾄﾈ 仙台市 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

仙台二華中 9471 菅沼　花奏 ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 仙台市 女子 3 中学女子走幅跳

八軒中 411 菅野　直輝 ｶﾝﾉ ﾅｵｷ 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

八軒中 412 大友 　颯士 ｵｵﾄﾓ ｿｳｼ 男子 1 中学男子1500m

八軒中 414 森　颯馬 ﾓﾘ ｿｳﾏ 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

八軒中 415 八巻　涼太 ﾔﾏｷ ﾘｮｳﾀ 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

八軒中 417 齋藤　翔 ｻｲﾄｳ ｶｹﾙ 男子 1 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

八軒中 418 渋谷　建志 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｼ 男子 1 中学男子100m

八軒中 422 佐藤　匠悟 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

八軒中 424 西山　琥太郎 ﾆｼﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 男子 2 中学男子砲丸投

八軒中 425 早坂　竜 ﾊﾔｻｶ ﾘｭｳ 男子 2 中学男子100m

八軒中 426 齋藤　蒼輝 ｻｲﾄｳ ｱｵｷ 男子 2 中学男子1500m

八軒中 427 清野　倫杜 ｾｲﾉ ﾘﾝﾄ 男子 2 中学男子1500m

八軒中 429 永井　佑 ﾅｶﾞｲ ﾕｳ 男子 2 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳

八軒中 431 福井　柚葵 ﾌｸｲ ﾕｽﾞｷ 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR
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八軒中 432 藤井　亜嵐 ﾌｼﾞｲ ｱﾗﾝ 男子 2 中学男子1500m

八軒中 433 三浦　大雅 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

八軒中 405 板橋　知咲 ｲﾀﾊﾞｼ ﾁｻｷ 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

八軒中 407 星　妃鞠 ﾎｼ ﾋﾏﾘ 女子 2 中学女子100mH 中学女子4X100mR

八軒中 408 加堂　純美恋 ｶﾄﾞｳ ｽﾐﾚ 女子 2 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

八軒中 409 齋藤　小波 ｻｲﾄｳ ｺﾅﾐ 女子 2 中学女子走幅跳

八軒中 411 佐藤　海優 ｻﾄｳ ﾐﾕ 女子 2 中学女子走幅跳

八軒中 413 三岳　桜子 ﾐﾂﾀｹ ｻｸﾗｺ 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

八軒中 414 喜古　菜月 ｷｺ ﾅﾂｷ 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

八軒中 415 菅原　千聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 1 中学女子走幅跳

八軒中 416 西鳥羽　柚樹 ﾆｼﾄﾊﾞ ﾕｽﾞｷ 女子 1 中学女子100m

八軒中 417 本平　葵 ﾎﾝﾀｲﾗ ｱｵｲ 女子 1 中学女子走幅跳

八軒中 418 佐藤　菜子 ｻﾄｳ ﾅｺ 女子 1 中学女子100mH

八軒中 419 百々　愛華 ﾄﾞﾄﾞ ｱｲｶ 女子 1 中学女子100mH 中学女子4X100mR

八軒中 420 安部　ニコ ｱﾍﾞ ﾆｺ 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳 3m80

八軒中 421 町田　琉華 ﾏﾁﾀ ﾙｶ 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

22RDR 4600 菊池　健 ｷｸﾁ ｹﾝ 宮　城 男子 1978 一般男子5000m

沖野中 1329 山口　晴輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 宮　城 男子 1 2009 中学男子走幅跳

沖野中 1330 小野　湊 ｵﾉ ﾐﾅﾄ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

沖野中 1331 佐々木　大志 ｻｻｷ ﾀｲｼ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

沖野中 1332 鈴木　雅登 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

沖野中 1333 大内　悠惺 ｵｵｳﾁ ﾕｳｾｲ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

沖野中 1334 大壁　那海 ｵｵｶﾍﾞ ﾄｱ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m 中学男子4X100mR

沖野中 1335 加々美　翔空 ｶｶﾞﾐ ﾄｱ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

沖野中 1336 佐藤　志 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 宮　城 男子 1 2010 中学男子1500m

沖野中 1347 後藤　琉雅 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 宮　城 男子 2 2009 中学男子100m

沖野中 1348 橋本　賢人 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

沖野中 1349 小野寺　敦己 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｷ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m

沖野中 1350 菊地　泰世 ｷｸﾁ ﾀｲｾｲ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m 中学男子4X100mR

沖野中 1351 熊坂　大雅 ｸﾏｻｶ ﾀｲｶﾞ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m

沖野中 1355 幸野　天織 ｺｳﾉ ﾐｵﾘ 宮　城 男子 2 2008 中学男子1500m 中学男子4X100mR

沖野中 1325 大竹　那波 ｵｵﾀｹ ﾅﾅﾐ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

沖野中 1327 渡邉　優月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

沖野中 1328 加藤　心悠 ｶﾄｳ ｺﾊﾙ 宮　城 女子 2 2009 中学・高校女子走高跳 中学女子4X100mR 中学女子走高跳 1m25

沖野中 1329 西原　瑞生 ﾆｼﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 宮　城 女子 2 2008 中学女子4X100mR 中学女子砲丸投

沖野中 1330 鈴木　ふゆめ ｽｽﾞｷ ﾌﾕﾒ 宮　城 女子 2 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

沖野中 1331 千葉　愛花 ﾁﾊﾞ ﾏﾅｶ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

沖野中 1332 齋藤　蒼空 ｻｲﾄｳ ｿﾗ 宮　城 女子 1 2010 中学女子100m

柳生中 2482 鷲谷　駿 ﾜｼﾔ ｼｭﾝ 宮　城 男子 1 2010 中学男子走幅跳

柳生中 2485 小川　健 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 宮　城 男子 1 2009 中学男子走幅跳

柳生中 2488 佐藤　隼斗 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m

柳生中 2491 海上　直輝 ｶｲｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

柳生中 2495 大村　宥太 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾀ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

柳生中 2504 井砂　優翔 ｲｻｺﾞ ﾕｳﾄ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

柳生中 2505 小室　李玖 ｺﾑﾛ ﾘｸ 宮　城 男子 2 2008 中学男子走幅跳

柳生中 2510 加茂　奏人 ｶﾓ ｶﾅﾄ 宮　城 男子 1 2009 中学男子1500m

柳生中 2511 菅原　冬伍 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｳｺﾞ 宮　城 男子 1 2010 中学男子1500m

柳生中 2516 結城　遥友 ﾕｳｷ ﾊﾙﾄ 宮　城 男子 1 2009 中学男子走幅跳

柳生中 2517 阿部　優成 ｱﾍﾞ ﾕｳｾｲ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

柳生中 2483 村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 宮　城 女子 2 2008 中学・高校女子走高跳 中学女子走高跳

柳生中 2515 大場　楓 ｵｵﾊﾞ ｶｴﾃﾞ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m

柳生中 2516 吉田　陽南 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100mH

柳生中 2517 只野　椿姫 ﾀﾀﾞﾉ ﾂﾊﾞｷ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m

西山中 1407 新田　遥希 ﾆｯﾀ ﾊﾙｷ 宮　城 男子 1 2009 中学男子1500m

西山中 1409 髙田　慶太郎 ﾀｶﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

西山中 1411 津田　勇岳 ﾂﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

西山中 1412 岸波　竜希 ｷｼﾅﾐ ﾘｭｳｷ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

西山中 1413 佐藤　鈴 ｻﾄｳ ﾚｲ 宮　城 男子 1 2010 中学男子100m

西山中 1414 菅原　漱之介 ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾉｽｹ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

西山中 1416 矢吹　健 ﾔﾌﾞｷ ﾀｹﾙ 宮　城 男子 1 2009 中学男子100m

西山中 1417 髙橋　義人 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄ 宮　城 男子 1 2010 中学男子1500m

西山中 1406 山田　涼陽 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞﾋ 宮　城 女子 2 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

西山中 1407 大場　汐南 ｵｵﾊﾞ ｾﾅ 宮　城 女子 2 2008 中学女子1500m

西山中 1408 森　心恋音 ﾓﾘ ﾐﾚｲ 宮　城 女子 2 2009 中学女子1500m

西山中 1410 岡部　瞳美 ｵｶﾍﾞ ﾒﾐ 宮　城 女子 1 2009 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

西山中 1411 本舘　日彩 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾋｲﾛ 宮　城 女子 1 2009 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

西山中 1412 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

西山中 1413 長澤　志帆 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾎ 宮　城 女子 1 2009 中学女子1500m

西山中 1414 越後　彩 ｴﾁｺﾞ ｱﾔ 宮　城 女子 1 2009 中学女子1500m 中学女子4X100mR

西山中 1415 小山　結海菜 ｺﾔﾏ ﾕｳﾅ 宮　城 女子 1 2010 中学女子100m 中学女子4X100mR

富沢中 2181 鷲見　唯登 ｽﾐ ﾕｲﾄ 宮　城 男子 2 中学男子1500m

富沢中 2183 小川　龍司 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 宮　城 男子 2 中学男子1500m

富沢中 2187 小池　健星 ｺｲｹ ｹﾝｾｲ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 2195 笠松　歩連 ｶｻﾏﾂ ｱﾚﾝ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 9845 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 9846 世古　歩夢 ｾｺ ｱﾕﾑ 宮　城 男子 1 中学男子1500m

富沢中 9848 熱海　汐優 ｱﾂﾐ ｼﾕｳ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 9850 大友　弘久 ｵｵﾄﾓ ﾋﾛﾋｻ 宮　城 男子 1 中学男子100m
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富沢中 9854 鈴木　煌生 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 9856 久恒　翔 ﾋｻﾂﾈ ﾂﾊﾞｻ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 9857 大島　春海 ｵｵｼﾏ ﾊﾙﾐ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 9858 土屋　玲 ﾂﾁﾔ ﾚｲ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 9859 山内　遥也 ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾔ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 9860 武田　健吾 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 9861 柳沼　侑希 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｷ 宮　城 男子 1 中学男子100m

富沢中 2191 石原　瑠華 ｲｼﾊﾗ ﾙｶ 宮　城 女子 1 中学女子1500m

富沢中 2194 山田　菜未 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾐ 宮　城 女子 1 中学女子1500m

富沢中 2198 渡邉　陽向 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 宮　城 女子 1 中学女子100m

富沢中 9843 川原　愛子 ｶﾜﾊﾗ ｱｲｺ 宮　城 女子 2 中学女子1500m

アスリート仙台 0 藤本　壱真 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲｯｼﾝ 宮　城 男子 6 2011 小学男女走幅跳 小学6年男子100m 小学6年男子走幅跳

アスリート仙台 0 佐々木　高翔 ｻｻｷ ﾀｶﾄ 宮　城 男子 5 2012 小学男女1000m 小学5年男子100m 小学5年男子1000m

アスリート仙台 0 鈴木　想大 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 宮　城 男子 4 2012 小学4年男子1000m 小学男女1000m 小学男女走幅跳 小学4年男子走幅跳

五橋中 328 川嶋　悠 ｶﾜｼﾏ ﾊﾙｷ 宮　城 男子 3 2007 中学男子1500m

ウルスラ英智 1063 木村　暸仁 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾄ 宮　城 男子 2 2005 高校男子200m

ウルスラ英智 1068 木村　航和 ｷﾑﾗ ｺｳﾜ 宮　城 男子 1 2006 高校男子200m

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱｽﾘｰﾂ 4144 菊地　篤 ｷｸﾁ ｱﾂｼ 宮　城 男子 1987 一般男子5000m

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱｽﾘｰﾂ 4148 三宅　陸斗 ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ 宮　城 男子 1998 一般男子5000m

西塚大輝 0 西塚　大輝 ﾆｼﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 宮　城 男子 6 2011 小学男女1000m 小学6年男子1000m

みやぎTFC 4049 菱沼　嘉竜 ﾋｼﾇﾏ ﾖｼﾀﾂ 宮　城 男子 1995 一般男子5000m

みやぎTFC 4050 髙橋　彩文 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ 宮　城 女子 1992 一般女子3000m 高校・一般女子3000m

みやぎTFC 4052 小林　美玲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ 宮　城 女子 2001 一般女子100m

上杉山中 135 田中　　悠太 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 男子 2 中学男子1500m

上杉山中 136 淺村　将裕 ｱｻﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 2 中学男子100m

上杉山中 145 小濱　虎仁郎 ｺﾊﾏ ｺｼﾞﾛｳ 男子 1 中学男子走幅跳

上杉山中 153 玉澤　大夢 ﾀﾏｻﾜ ﾋﾛﾑ 男子 3 中学男子1500m

上杉山中 121 佐藤　心優希 ｻﾄｳ ｺﾕｷ 女子 1 中学女子100m

上杉山中 122 尾久　友美 ｵｷﾞｭｳ ﾄﾓﾐ 女子 1 中学女子100m

上杉山中 123 木村　樹林 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 女子 1 中学女子100m

上杉山中 127 土屋　和葉 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾊ 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

上杉山中 129 小田島　優那 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳﾅ 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

上杉山中 130 佐々木　　結泉 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

上杉山中 132 林　あん ﾊﾔｼ ｱﾝ 女子 2 中学女子4X100mR

上杉山中 134 塩澤　結衣 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｲ 女子 2 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

石巻中 7441 阿部　好誠 ｱﾍﾞ ｺｳｾｲ 宮　城 男子 2 2009 中学男子100m

石巻中 7442 栗栖　涼太朗 ｸﾘｽ ﾘｮｳﾀﾛｳ 宮　城 男子 2 2008 中学男子100m

石巻中 7443 三浦　颯 ﾐｳﾗ ﾊﾔﾃ 宮　城 男子 2 2009 中学男子砲丸投

石巻中 7452 斎藤　楓大 ｻｲﾄｳ ﾌｳﾀ 宮　城 男子 3 2007 中学男子100m

石巻中 7462 及川　優貴 ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 宮　城 男子 3 2008 中学男子走幅跳

石巻中 7464 岡本　賞 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 宮　城 男子 3 2007 中学男子100m

石巻中 7473 渡邉　柊斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 宮　城 男子 3 2007 中学男子100m

石巻中 7443 伊藤　樹奈 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾅ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

石巻中 7445 岡本　あいり ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ 宮　城 女子 1 2009 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

石巻中 7448 鈴木　碧羽 ｽｽﾞｷ ｱｵﾊﾞ 宮　城 女子 1 2009 中学女子1500m

石巻中 7449 髙橋　櫻子 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗｺ 宮　城 女子 1 2009 中学女子100m 中学女子4X100mR

石巻中 7454 佐々木　柚香 ｻｻｷ ﾕｽﾞｶ 宮　城 女子 2 2008 中学・高校女子走高跳 中学女子4X100mR 中学女子走高跳 1m26

石巻中 7456 平井　美虹 ﾋﾗｲ ﾐｸ 宮　城 女子 2 2008 中学女子100m 中学女子4X100mR

宮城陸協 3272 鹿野　剣之介 ｶﾉ ｹﾝﾉｽｹ 宮　城 男子 1995 一般男子100m

宮城陸協 3275 横山　南生 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵ 宮　城 男子 1996 一般男子100m

宮城陸協 3280 井関　生基 ｲｾｷ ｲﾌﾞｷ 宮　城 男子 1997 一般男子100m

広瀬川RC 4225 佐藤　勝太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 宮　城 男子 1996 一般男子5000m

東北大学医陸 4196 細谷　健人 ﾎｿﾀﾆ ｹﾝﾄ 宮　城 男子 2 2002 一般男子走幅跳

東北大学医陸 4199 小柴　拓真 ｺｼﾊﾞ ﾀｸﾏ 宮　城 男子 2 2002 一般男子100m

東北大学医陸 4207 佐々木　勇杜 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 宮　城 男子 5 1999 一般男子100m

東北大学医陸 4222 梶川　貴生 ｶｼﾞｶﾜ ｷｾｲ 宮　城 男子 4 2001 一般男子100m 一般男子走幅跳

東北高 1022 山本　アリーヤカレ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｰﾔｶﾚ 宮　城 男子 3 高校男子走幅跳

東北高 1023 吉田　奏斗 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾄ 宮　城 男子 3 一般男子5000m 高校男子3000m

東北高 1024 菅野　賢星 ｶﾝﾉ ｹﾝｾｲ 宮　城 男子 3 高校男子3000m

東北高 1025 新野　歩武 ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ 宮　城 男子 2 一般男子5000m

東北高 1026 佐藤　祝翔 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 宮　城 男子 2 一般男子5000m

東北高 1027 佐藤　明慈 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ 宮　城 男子 2 一般男子5000m

東北高 1028 立谷　琉偉 ﾀﾁﾔ ﾙｲ 宮　城 男子 2 一般男子5000m

東北高 1029 丸山　智禄 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ 宮　城 男子 2 高校男子200m

東北高 1030 杵淵　彪冴 ｷﾈﾌﾁ ﾋｭｳｶﾞ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳 6m52

東北高 1031 遠藤　純 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子4X100mR

東北高 1032 村上　琥珀 ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子4X100mR

東北高 1033 谷地舘　海人 ﾔﾁﾀﾃ ｶｲﾄ 宮　城 男子 2 高校男子200m 高校男子走幅跳

東北高 1034 浅妻　丈人 ｱｻﾂﾞﾏ ﾀｹﾄ 宮　城 男子 1 高校男子4X100mR 高校男子走幅跳

東北高 1035 安藤　遼心 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 宮　城 男子 1 高校男子200m 高校男子4X100mR

東北高 1036 小濱　竜之丞 ｺﾊﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮　城 男子 1 高校男子200m 高校男子4X100mR

東北高 1037 大泉　宇佑 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾀｶｽｹ 宮　城 男子 1 高校男子砲丸投

東北高 1038 山口　煌星 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 宮　城 男子 1 高校男子200m

東北高 1039 前川　竜之将 ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮　城 男子 1 一般男子5000m

東北高 1040 川端　樹 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 宮　城 男子 1 一般男子5000m

東北高 1041 原田　大翔 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ 宮　城 男子 1 一般男子5000m 高校男子3000m

東北高 1042 大渕　孔雅 ｵｵﾌﾞﾁ ｺｳｶﾞ 宮　城 男子 1 高校男子3000m

東北高 1043 内海　温琉 ｳﾂﾐ ﾊﾙ 宮　城 男子 1 高校男子3000m
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東北高 1045 大戸　漣 ｵｵﾄ ﾚﾝ 宮　城 男子 1 一般男子5000m

東北高 1046 松田　進 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝ 宮　城 男子 1 一般男子5000m

東北高 1047 池亀　颯太 ｲｹｶﾞﾒ ｿｳﾀ 宮　城 男子 1 高校男子3000m

東北高 1048 島津　綾汰 ｼﾏﾂﾞ ﾘｮｳﾀ 宮　城 男子 1 中学・高校・一般男子走高跳 高校男子走高跳

東北高 1049 中武　颯汰 ﾅｶﾀｹ ｿｳﾀ 宮　城 男子 1 高校男子200m

東北高 971 中澤　里緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 宮　城 女子 3 高校女子走幅跳

東北高 972 玉澤　七海 ﾀﾏｻﾜ ﾅﾅﾐ 宮　城 女子 3 高校女子走高跳 中学・高校女子走高跳 高校女子走幅跳 4m90

東北高 976 横山　綺星 ﾖｺﾔﾏ ｷﾗ 宮　城 女子 3 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

東北高 977 但木　南桜 ﾀﾀﾞｷ ﾅｵ 宮　城 女子 3 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

東北高 978 小玉　羽央 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾅｶ 宮　城 女子 3 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

東北高 979 千田　采葵 ﾁﾀﾞ ｱｵｲ 宮　城 女子 3 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

東北高 980 桒原　なのは ｸﾜﾊﾗ ﾅﾉﾊ 宮　城 女子 2 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

東北高 981 阿部　咲来 ｱﾍﾞ ｻｸﾗ 宮　城 女子 2 高校女子200m 高校女子走幅跳

東北高 982 佐藤　あいり ｻﾄｳ ｱｲﾘ 宮　城 女子 1 高校女子200m

東北高 983 佐藤　夢珠 ｻﾄｳ ﾕｱ 宮　城 女子 1 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

東北高 984 小賀坂　愛梨 ｺｶﾞｻｶ ｱｲﾘ 宮　城 女子 1 高校・一般女子3000m 高校女子3000m

東北高 985 渋谷　梨乃 ｼﾌﾞﾔ ﾘﾉ 宮　城 女子 1 高校女子200m

聖和学園高 861 伊藤　光成 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 宮　城 男子 3 2004 高校男子3000m

聖和学園高 862 菅原　歩夢 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 宮　城 男子 3 2005 高校男子3000m

聖和学園高 867 佐藤　遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 宮　城 男子 3 2004 高校男子3000m

聖和学園高 868 土屋　陽斗 ﾂﾁﾔ ｱｷﾄ 宮　城 男子 3 2005 高校男子3000m

聖和学園高 873 萩川　晄 ﾊｷﾞｶﾜ ｺｳ 宮　城 男子 2 2006 高校男子3000m

聖和学園高 875 平田　健介 ﾋﾗﾀ ｹﾝｽｹ 宮　城 男子 2 2005 高校男子3000m

聖和学園高 876 木村　遥琉 ｷﾑﾗ ﾊﾙ 宮　城 男子 2 2005 高校男子3000m

聖和学園高 877 橋浦　大和 ﾊｼｳﾗ ﾔﾏﾄ 宮　城 男子 2 2005 高校男子3000m

聖和学園高 882 白石　晟 ｼﾗｲｼ ｾｲ 宮　城 男子 1 2006 高校男子3000m

聖和学園高 884 木村　共 ｷﾑﾗ ﾄﾓ 宮　城 男子 1 2006 高校男子3000m

芦口小 0 跡邊　清奈 ｱﾄﾍﾞ ｽｽﾞﾅ 宮　城 女子 5 2011 小学5年女子100m 小学5・6年女子100m

加茂中 1931 石塚　大翔 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

加茂中 1932 稲富　勇雅 ｲﾅﾄﾐ ﾕｳｶﾞ 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

加茂中 1933 遠藤　幸聖 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

加茂中 1935 内海　智博 ｳﾂﾐ ﾄﾓﾋﾛ 男子 2 中学男子走幅跳

加茂中 1937 金泉　昊樹 ｶﾅｲｽﾞﾐ ｺｳｷ 男子 1 中学男子1500m

加茂中 1938 佐々木　陽 ｻｻｷ ﾖｳ 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

加茂中 1939 平地　竜輝 ﾋﾗﾁ ﾘｭｳｷ 男子 1 中学男子1500m

加茂中 1940 細尾　玲央 ﾎｿｵ ﾚｵ 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

加茂中 1941 村上　輝 ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

加茂中 1921 大林　日満里 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

加茂中 1927 磯野　陽菜妃 ｲｿﾉ ﾋﾅｷ 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

加茂中 1928 菊地　美洋 ｷｸﾁ ﾐﾋﾛ 女子 2 中学女子100mH 中学女子4X100mR

加茂中 1929 今井　文音 ｲﾏｲ ｱﾔﾈ 女子 2 中学女子走幅跳

加茂中 1931 加藤　沙奈 ｶﾄｳ ｻﾅ 女子 1 中学女子1500m

加茂中 1932 山内　栞奈 ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾅ 女子 1 中学女子1500m

加茂中 1933 山川　香萌 ﾔﾏｶﾜ ｺｳﾒ 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

東華中 290 佐藤　賢斗 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 男子 2 中学男子4X100mR

東華中 291 木村　統馬 ｷﾑﾗ ﾄｳﾏ 男子 2 中学・高校・一般男子走高跳 中学男子4X100mR 中学男子走高跳 1m40

東華中 312 菅野　勇人 ｶﾝﾉ ﾕｳﾄ 男子 2 中学男子110mH

東華中 314 山﨑　春渡 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 男子 1 中学男子100m

東華中 316 長尾　光多 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾀ 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

東華中 318 菅原　匠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

東華中 319 柳澤　明幸 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕｷ 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR

東華中 287 佐東　結菜 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 女子 2 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

東華中 288 関本　春花 ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 2 中学女子100mH 中学女子4X100mR

東華中 289 髙橋　眞希 ﾀｶﾊｼ ﾏｷ 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

東華中 291 菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻｸﾗ 女子 2 中学女子100m

東華中 292 阿部　悠彩 ｱﾍﾞ ﾋｲﾛ 女子 2 中学女子100mH 中学女子4X100mR

東華中 293 菅原　千莉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾘ 女子 2 中学女子砲丸投

東華中 295 新田　佳里奈 ﾆｯﾀ ｶﾘﾅ 女子 2 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

東華中 309 及川　希望 ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 中学女子100m 中学女子4X100mR

東華中 310 佐々木　成美 ｻｻｷ ﾅﾙﾐ 女子 1 中学女子100m

東華中 311 岡　はなか ｵｶ ﾊﾅｶ 女子 1 中学女子1500m

仙台中田中 522 菅野　剛 ｶﾝﾉ ｺﾞｳ 宮　城 男子 2 中学男子100m

仙台中田中 524 野村　政宗 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾑﾈ 宮　城 男子 2 中学男子100m

仙台中田中 528 大石　渉 ｵｵｲｼ ﾜﾀﾙ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳 5m42

仙台中田中 529 髙橋　正徳 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

仙台中田中 531 小畑　魁斗 ｵﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

仙台中田中 533 太田　昊輝 ｵｵﾀ ｺｳｷ 宮　城 男子 2 中学男子4X100mR 中学男子砲丸投

仙台中田中 534 大友　敦貴 ｵｵﾄﾓ ｱﾂｷ 宮　城 男子 2 中学男子100m

仙台中田中 535 佐藤　帆 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 宮　城 男子 2 中学男子砲丸投

仙台中田中 538 小幡　寿起人 ｵﾊﾞﾀ ｼﾞｭｷﾄ 宮　城 男子 2 中学男子走幅跳

仙台中田中 551 柿沼　希星 ｶｷﾇﾏ ｷﾗﾘ 宮　城 女子 2 中学女子4X100mR

仙台中田中 552 西田　姫華 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 宮　城 女子 2 中学女子4X100mR

仙台中田中 553 國井　ルナ ｸﾆｲ ﾙﾅ 宮　城 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

仙台中田中 556 髙橋　幸乃 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾉ 宮　城 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

五橋中 321 秋山　　健太 ｱｷﾔﾏ ｹﾝﾀ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

五橋中 322 小野　ネスタ ｵﾉ ﾈｽﾀ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR

五橋中 323 佐藤　健之助 ｻﾄｳ ｹﾝﾉｽｹ 宮　城 男子 2 中学男子1500m

五橋中 324 橋本　慧大 ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ 宮　城 男子 2 中学男子100m 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳 5m10
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五橋中 349 菊池　礼希 ｷｸﾁ ﾋﾛｷ 宮　城 男子 1 中学男子1500m

五橋中 350 阿部　侑斗 ｱﾍﾞ ﾕｲﾄ 宮　城 男子 1 中学男子1500m

五橋中 355 桑原　巧成 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｾｲ 宮　城 男子 1 中学男子1500m

五橋中 358 佐藤　恒聖 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 宮　城 男子 1 中学男子100m 中学男子4X100mR 中学男子走幅跳 4m54

五橋中 359 鶴田　翔太 ﾂﾙﾀ ｼｮｳﾀ 宮　城 男子 1 中学男子100m

五橋中 321 古山　鈴穏 ｺﾔﾏ ﾘｵﾝ 宮　城 女子 2 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

五橋中 323 佐藤　芙喜 ｻﾄｳ ﾌｷ 宮　城 女子 2 中学女子100m 中学女子4X100mR

五橋中 325 菅原　美穂 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾎ 宮　城 女子 2 中学女子1500m

五橋中 326 髙橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 宮　城 女子 2 中学女子100mH 中学女子4X100mR

五橋中 327 武山　りさ ﾀｹﾔﾏ ﾘｻ 宮　城 女子 2 中学女子4X100mR 中学女子走幅跳

五橋中 328 堀野　若葉 ﾎﾘﾉ ﾜｶﾊﾞ 宮　城 女子 2 中学女子1500m

五橋中 354 島田　佳音 ｼﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 宮　城 女子 1 中学女子100m

ランナーズハイ 4785 北浦　拓真 ｷﾀｳﾗ ﾀｸﾏ 宮　城 男子 3 2008 中学男子1500m

ランナーズハイ 4800 髙野　瑛太 ﾀｶﾉ ｴｲﾀ 宮　城 男子 3 2007 中学男子1500m

ランナーズハイ 4806 山内　涼楓 ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳｶ 宮　城 女子 2 2008 中学女子1500m

宮城パラ陸上 4696 佐藤　淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 宮　城 男子 1997 一般男子100m

みちのく 4465 斉藤　豊 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 宮　城 男子 1995 一般男子5000m

みちのく 4466 大澤　太一 ｵｵｻﾜ ﾀｲﾁ 宮　城 男子 1988 一般男子5000m

みちのく 4467 畠山　賢司 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 宮　城 男子 1977 一般男子5000m

みちのく 4779 石川　樹 ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ 宮　城 男子 1995 一般男子5000m

宮城陸協 3215 桑原　拓巳 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 宮　城 男子 2004 一般男子100m

柳生小 0 大村　蒼生 ｵｵﾑﾗ ｿｳｷ 男子 6 2011 小学6年男子100m

柳生小 0 清水　雅弘 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 6 2010 小学男女1000m 小学6年男子1000m

柳生小 0 庄子　潤 ｼｮｳｼﾞ ｼﾞｭﾝ 男子 6 2010 小学男女1000m 小学6年男子1000m

柳生小 0 相澤　樹 ｱｲｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男子 6 2010 小学6年男子100m

柳生小 0 髙橋　成 ﾀｶﾊｼ ﾅﾙ 男子 6 2010 小学6年男子100m

柳生小 0 呉我　春樹 ｺﾞｶﾞ ｼｭﾝｷ 男子 6 2011 小学6年男子100m

柳生小 0 下山　結希 ｼﾓﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 6 2010 小学6年男子100m

柳生小 0 佐々木　十輝 ｻｻｷ ﾄｵｷ 男子 6 2010 小学男女走幅跳 小学6年男子走幅跳

柳生小 0 菅野　真 ｶﾝﾉ ｼﾝ 男子 6 2010 小学混合4X100mR

柳生小 0 齋　裕惺 ｻｲ ﾕｳｾｲ 男子 6 2010 小学混合4X100mR

柳生小 0 土居　匠翔 ﾄﾞｲ ﾀｸﾄ 男子 6 2010 小学混合4X100mR

柳生小 0 堀内　廉 ﾎﾘｳﾁ ﾚﾝ 男子 6 2010 小学6年男子100m

柳生小 0 菊地　望花 ｷｸﾁ ﾉﾄﾞｶ 女子 6 2010 小学男女走幅跳 小学6年女子走幅跳

柳生小 0 山形　理乃 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘﾉ 女子 6 2010 小学混合4X100mR

柳生小 0 千葉　心々菜 ﾁﾊﾞ ｺｺﾅ 女子 6 2010 小学5・6年女子100m 小学6年女子100m

柳生小 0 千葉　花 ﾁﾊﾞ ﾊﾅ 女子 6 2010 小学男女1000m 小学6年女子1000m

柳生小 0 ﾊﾞﾝﾃｨﾝｸﾞ　ｼﾞｮｾﾘﾝ ﾊﾞﾝﾃｨﾝｸﾞ ｼﾞｮｾﾘﾝ 女子 6 2010 小学5・6年女子100m 小学6年女子100m

宮城陸協 3009 佐藤　貴史 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 宮　城 男子 1970 一般男子100m

仙台商業高 476 後藤　碧 ｺﾞﾄｳ ｱｵ 宮　城 男子 2 一般男子100m 高校男子200m

仙台商業高 478 遠藤　怜央 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 宮　城 男子 2 一般男子100m 高校男子200m

仙台商業高 481 早坂　学 ﾊﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 宮　城 男子 1 高校男子200m

仙台商業高 483 笹山　竣太 ｻｻﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 宮　城 男子 1 高校男子3000m

仙台商業高 487 中鉢　直翔 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾅｵﾄ 宮　城 男子 1 高校男子3000m

仙台商業高 490 佐々木　航大 ｻｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 宮　城 男子 1 高校男子走幅跳

仙台商業高 415 三浦　綾夏 ﾐｳﾗ ﾘｮｳｶ 宮　城 女子 2 高校女子走高跳 中学・高校女子走高跳

仙台商業高 417 相澤　紗良 ｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 宮　城 女子 2 高校女子200m

仙台商業高 418 岩井　美澪 ｲﾜｲ ﾐﾚｲ 宮　城 女子 2 高校女子200m

レオクラブ 4518 佐藤　勇人 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 宮　城 男子 2000 一般男子100m 一般男子走幅跳

ハチマキ 0 鈴木　誠人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 宮　城 男子 1994 一般男子5000m

宮城陸協 3193 髙木　健太 ﾀｶｷ ｹﾝﾀ 宮　城 男子 1999 一般男子5000m

岩切中 689 佐々木　晶斗 ｻｻｷ ｱｷﾄ 宮　城 男子 中学男子100m 中学男子4X100mR

岩切中 699 荒川　悠希 ｱﾗｶﾜ ﾊﾙｷ 宮　城 男子 中学男子100m 中学男子4X100mR

岩切中 705 遠藤　悠樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 宮　城 男子 中学男子1500m 中学男子4X100mR

岩切中 706 福田　響 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 宮　城 男子 中学男子4X100mR

岩切中 709 伊藤　蒼 ｲﾄｳ ｿｳ 宮　城 男子 中学男子4X100mR

岩切中 711 谷川　蓮 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚﾝ 宮　城 男子 中学男子100m 中学男子4X100mR

岩切中 712 佐藤　柊斗 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 宮　城 男子 中学男子100m 中学男子4X100mR

岩切中 714 藤原　伊吹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 宮　城 男子 中学男子1500m

岩切中 715 坂本　悠太朗 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 宮　城 男子 中学男子100m

岩切中 718 大久保　聖琉 ｵｵｸﾎﾞ ｾｲﾘｭｳ 宮　城 男子 中学男子100m 中学男子4X100mR

岩切中 683 三品　美琉 ﾐｼﾅ ﾐﾙ 宮　城 女子 中学女子100m

岩切中 685 和泉　優花 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 宮　城 女子 中学女子100m 中学女子4X100mR

岩切中 687 伊藤　ちより ｲﾄｳ ﾁﾖﾘ 宮　城 女子 中学女子1500m

岩切中 688 山田　琴音 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾈ 宮　城 女子 中学女子100m

岩切中 689 佐々木　優花 ｻｻｷ ﾕｳｶ 宮　城 女子 中学女子100m

岩切中 691 清　永怜奈 ｾｲ ｴﾚﾅ 宮　城 女子 中学女子100m

岩切中 714 神　心那 ｼﾞﾝ ｺｺﾅ 宮　城 女子 中学女子100m 中学女子4X100mR

岩切中 716 相原　帆花 ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｶ 宮　城 女子 中学女子100m 中学女子4X100mR

岩切中 717 大和田　乙伽 ｵｵﾜﾀﾞ ｵﾄｶ 宮　城 女子 中学女子100m 中学女子4X100mR

宮城マスターズ 4069 加藤　裕一 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ 宮　城 男子 1969 一般男子100m
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