
男子1500m

11月23日 13:00 決　勝

決　勝　3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

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ ｻﾄｳ ｱﾙ

1 590 吉田　翔(1) 六郷中 1 143 佐藤　有(1) 上杉山中
ｲﾜｻ ﾅｵｷ ｻﾄｳ ﾊｸｴｲ

2 416 岩佐　直輝(1) 八軒中 2 586 佐藤　珀慧(1) 六郷中
ｶｻﾏﾂ ｱﾚﾝ ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ

3 2195 笠松　歩連(1) 富沢中 3 158 山口　颯太(2) 上杉山中
ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ ｳﾒｻﾞﾜ ｵﾝ

4 2182 髙橋　亨介(2) 富沢中 4 9849 梅澤　温(1) 富沢中
ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ ｵｵﾔﾏ ﾏｻﾄ

5 2200 佐藤　絃基(1) 富沢中 5 9844 大山　雅聖(2) 富沢中
ﾁﾊﾞ ﾕｲﾄ ｱﾍﾞ ﾕｲﾄ

6 419 千葉　唯翔(1) 八軒中 6 350 阿部　侑斗(1) 五橋中
ｶﾀｵｶ ﾙｷﾔ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ

7 2037 片岡　琉希也(1) 鶴が丘中 7 1767 松原　生吹(2) 八乙女中
ﾇﾏﾊﾀ ｶﾞｸﾄ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ

8 595 沼畑　岳人(1) 六郷中 8 3294 藤原　啓 FOREFRONT
ﾌｼﾞｲ ｱﾗﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ

9 432 藤井　亜嵐(2) 八軒中 9 3250 小林　奏太(2) 大河原中
ｲﾄｳ ｼｮｳ ﾐﾏﾙ ｺｳ

10 9681 伊藤　翔(2) 八乙女中 10 2180 三丸　琥生(2) 富沢中
ｾｺ ｱﾕﾑ ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ

11 9846 世古　歩夢(1) 富沢中 11 2009 鈴木　陽光(2) 鶴が丘中
ﾐｳﾗ ｿｳﾏ ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ

12 2034 三浦　颯真(1) 鶴が丘中 12 981 田村　一喜(2) 八木山中
ｾｲﾉ ﾘﾝﾄ ｸﾄﾞｳ ｶﾞｲ

13 427 清野　倫杜(2) 八軒中 13 1490 工藤　凱(3) 岩沼高等学園

ｽﾐ ﾕｲﾄ ｷｸﾁ ﾊﾙｸ

14 2181 鷲見　唯登(2) 富沢中 14 353 菊地　晴空(1) 五橋中
ｸﾜﾊﾗ ｺｳｾｲ ﾑﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

15 355 桑原　巧成(1) 五橋中 15 1774 武藤　雄大(2) 八乙女中
ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ ｵﾊﾞﾗ ﾀｲﾄ

16 2183 小川　龍司(2) 富沢中 16 2007 小原　泰斗(2) 鶴が丘中
ｻﾄｳ ｼｵｳ

17 146 佐藤　志皇(1) 上杉山中



男子1500m

11月23日 13:00 決　勝

決　勝　3組

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻｲﾄｳ ﾙｲﾄ

1 645 斎藤　瑠都(1) 米沢中央高
ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ

2 93 島田　温彦 石川陸協
ｻﾄｳ ｷｮｳﾀﾛｳ

3 4179 佐藤　恭太郎 大河原中
ﾁﾊﾞ ｶｲﾄ

4 4781 千葉　凱斗(2) ランナーズハイ

ｻｶﾞ ﾀｲｾｲ

5 4753 嵯峨　大晴(1) 東北大学医陸

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ

6 2175 山下　悠杜(2) 富沢中
ﾀｶﾉ ｴｲﾀ

7 4800 髙野　瑛太(3) ランナーズハイ

ｼｶﾞ ﾕｳｷ

8 4705 志賀　優樹(3) ランナーズハイ

ｱﾝｻﾞｲ ﾀｲﾁ

9 4041 安齋　太智(2) 塩竈三中
ｶﾄｳ ﾘｸﾄ

10 2010 加藤　陸斗(2) 鶴が丘中
ｻﾄｳ ｼｭｳｽｹ

11 647 佐藤　柊輔(1) 米沢中央高
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾑ

12 3083 市川　大夢(2) 七ヶ宿中
ﾑﾄｳ ﾊﾙｷ

13 982 武藤　遥輝(3) 仙台大明成高

ｵｵﾀ ﾋﾛﾑ

14 1090 太田　広夢(2) 仙台城南高
ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ

15 4810 佐藤　壮一(1) ランナーズハイ

ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ

16 4193 長井　春樹(3) 東北大学医陸

ｱｼﾞｷ ﾋｶﾙ

17 4674 安食　光琉(2) ランナーズハイ



男子3000m

11月23日 14:20 決　勝

決　勝　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 ﾘｮｳｹﾝ ｱﾜﾉ ｼｭﾝ

1 1190 佐藤　亮顕(2) 中野中 1 6225 粟野　峻 神町自衛隊
ﾏﾂｳﾗ ﾘｭｳｾｲ ｲｹｶﾞﾒ ｿｳﾀ

2 9843 松浦　龍成(2) 富沢中 2 1047 池亀　颯太(1) 東北高
ｷﾀﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝ

3 2172 北山　幸士郎(2) 富沢中 3 1046 松田　進(1) 東北高
ｶﾙﾍﾞ ﾊﾔﾄ ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ

4 352 苅部　隼人(1) 五橋中 4 1026 佐藤　祝翔(2) 東北高
ｵｵﾔﾏ ﾀｸﾄ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ

5 4281 大山　巧翔(3) 高崎中 5 1041 原田　大翔(1) 東北高
ﾀﾅｶ ｲｵﾘ ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ

6 481 田中 　伊織(1) 東北大 6 1027 佐藤　明慈(2) 東北高
ｵｵｴ ﾊﾙﾄ ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ

7 2005 大江　陽斗(2) 鶴が丘中 7 1040 川端　樹(1) 東北高
ﾕｻ ｿｳﾀ ﾀﾁﾔ ﾙｲ

8 1183 遊佐　颯太(2) 仙台高専広瀬 8 1028 立谷　琉偉(2) 東北高
ﾊﾔｻｶ ｾｲﾝ ｶｹﾊﾀ ﾋﾅﾀ

9 1193 早坂　世韻(2) 中野中 9 266 欠端　陽向(3) T-アスリートTC

ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ ｷｸﾁ ｹﾝ

10 1483 齋藤　翔希(2) 岩沼高等学園 10 4600 菊池　健 多賀城自衛隊

ｻﾄｳ ｹﾝﾉｽｹ ﾀｶｷ ｹﾝﾀ

11 323 佐藤　健之助(2) 五橋中 11 3193 髙木　健太 宮城陸協
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

12 1196 高橋　空(1) 中野中 12 572 杉山　　大輔(1) 東北大
ﾏﾙｺ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ

13 1180 丸子　結貴(3) 仙台高専広瀬 13 267 高橋　裕太 T-アスリートTC

ｲｼﾀﾞ ﾗｲｼ ﾖｺﾀﾞﾃ ｶﾝﾀ

14 1195 石田　莱志(1) 中野中 14 898 横舘　環太(3) T-アスリートTC

ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ ｵﾊﾞﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

15 3294 藤原　啓 FOREFRONT 15 265 小原　健太郎(1) T-アスリートTC

ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ ｷｸﾁ ﾀﾞｲﾑ

16 1186 武田　幸己(1) 仙台高専広瀬 16 903 菊池　大夢(1) T-アスリートTC



男女5000m

11月23日 13:25 決　勝

決　勝　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

ﾋﾛﾀ ｼｭｳﾄ ｱﾂﾐ ﾕｳﾀ

1 4205 廣田　嵩人(5) 東北大学医陸 1 994 渥美　悠太(1) 仙台大明成高

ｱﾍﾞ ｲﾂｷ ｲﾉｳｴ ｼｮｳｺﾞ

2 1188 阿部　樹(1) 仙台高専広瀬 2 996 井上　奨梧(1) 仙台大明成高

ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ ｲﾘｴ ﾕｱﾝ

3 93 島田　温彦 石川陸協 3 982 入江　柚安(3) 仙台大明成高

ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ ﾅﾗｻｶ ｺﾀﾛｳ

4 3294 藤原　啓 FOREFRONT 4 993 奈良坂　虎太朗(1) 仙台大明成高

ｻﾄｳ ﾕﾐ ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ

5 3039 佐藤　裕美 宮城陸協 5 988 杉本　健太(3) 仙台大明成高

ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ ﾋｼﾇﾏ ﾖｼﾀﾂ

6 4050 髙橋　彩文 みやぎTFC 6 4049 菱沼　嘉竜 みやぎTFC
ﾄﾘﾔﾏ ﾀｸﾐ

7 21 鳥山 　拓実(2) 東北大
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ

8 399 児玉　　健太(4) 東北大
ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ

9 985 阿部　優太(2) 仙台大明成高

ﾆｯﾀ ﾕｳ

10 4211 新田　友海(3) 東北大学医陸

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

11 41 小林　　由輝(2) 東北大
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞﾙ

12 690 矢嶋　由弦(3) 東北大
ｶｾﾔ ﾀｸ

13 14 加瀨谷　拓 カセヤタク
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ

14 4266 吉田　真人 宮城陸協
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ

15 990 小林　遥大(2) 仙台大明成高

ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ

16 998 本田　悠斗(1) 仙台大明成高

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

17 3007 斎藤　和也 Ｑ．Ａ．ＬＡＢ



女子1500m 女子3000m

11月23日 12:50 決　勝 11月23日 14:10 決　勝

決　勝　 決　勝　

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

ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾗ ｷﾉｼﾀ ﾕｽﾞｷ

1 592 濵田　梨来(1) 六郷中 1 951 木下　柚葵(3) 仙台大明成高

ｱﾍﾞ ﾆｺ ｺﾀﾞﾏ ｻｸﾗ

2 420 安部　ニコ(1) 八軒中 2 954 小玉　さくら(1) 仙台大明成高

ｲｼﾊﾗ ﾙｶ ｻﾄｳ ﾕﾐ

3 2191 石原　瑠華(1) 富沢中 3 3039 佐藤　裕美 宮城陸協
ｽｽﾞｷ ﾕﾑｶ ｲﾅﾊﾞ ﾘｶ

4 2028 鈴木　夢叶(1) 鶴が丘中 4 1121 稲葉　梨華(3) 仙台高専広瀬

ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾐ

5 2194 山田　菜未(1) 富沢中
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｽﾞｷ

6 1182 菅原　柚希(1) 中野中
ﾎﾘﾉ ﾜｶﾊﾞ

7 328 堀野　若葉(2) 五橋中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾅ

8 955 渡邊　璃音菜(1) 仙台大明成高

ｶﾜﾊﾗ ｱｲｺ

9 9843 川原　愛子(2) 富沢中
ﾊﾝﾀﾞ ｶﾉﾝ

10 573 飯田　華音(2) 六郷中
ｻｲﾄｳ ﾌﾂﾞｷ

11 1766 齋藤　風月(1) 八乙女中
ﾊﾗﾉ ﾕｳﾅ

12 1786 原野　由凪(2) 八乙女中
ｻﾄｳ ﾕﾐ

13 3039 佐藤　裕美 宮城陸協
ｽｽﾞｷ ﾐﾕ

14 653 鈴木　夢優(2) 米沢中央高
ｻｻｷ ｺｺﾛ

15 572 佐々木　心花(2) 六郷中
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ

16 1174 廣川　さら(2) 中野中
ｻﾄｳ ﾕｱ

17 983 佐藤　夢珠(1) 東北高
ｺｶﾞｻｶ ｱｲﾘ

18 984 小賀坂　愛梨(1) 東北高
ｸﾜﾊﾗ ﾅﾉﾊ

19 980 桒原　なのは(2) 東北高



チャレンジ宮城野原　小学男女1000m

11月23日 12:10 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｺﾞﾄｳ ﾕﾗ

1 14 後藤　優空(5) 涌谷陸上
ｺﾞﾄｳ ｻﾕﾐ

2 11 後藤　咲優海(3) 涌谷陸上
ｻﾄｳ ｺﾊﾙ

3 12 佐藤　心晴(6) 住吉台小
ｻﾄｳ ﾘﾊ

4 13 佐藤　凜芭(3) 六郷小

チャレンジ宮城野原　一般男女1500m

11月23日 12:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ

1 10 高橋　京佑 横手陸協
ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾔ

2 3 山岸　和矢(2) MituskerT&F

ﾌｼﾞｼﾏ ﾖｼｷ

3 7 藤島　義輝 宮城陸連
ﾂﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ

4 4 土田　晴紀(3) MituskerT&F

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ

5 9 佐藤　渉 宮城陸協
ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ

6 8 阿部　文洋 阿部文洋

チャレンジ宮城野原　一般男女5000m

11月23日 12:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｺﾝﾉ ﾀｲﾗ

1 1 今野　　太良 今野太良
ｱﾍﾞ ｶｽﾞｱｷ

2 2 阿部　和明 個人登録
ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾔ

3 3 山岸　和矢(2) MituskerT&F

ﾂﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ

4 4 土田　晴紀(3) MituskerT&F

ｲｶﾞﾗｼ ｴｲｼﾞ

5 5 五十嵐　永治 五十嵐永治 個人

ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ

6 6 齊藤　太軌 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱｽﾘｰﾂ


