
2009 宮城県中学ランキング

男子1年100m

日本中学記録　　 (MR)   10.4      桑田　隆史 (寝屋川四・大坂)                                 1988        
日本中学記録　　 (MR)   10.67     梨本　真輝 (流山南部・千葉)                                 2008        
宮城県中学記録 (MJR)    11.5      菅原　　新 (南方)                                           1995        
宮城県中学記録 (MJR)    11.61     菊地　　修 (若柳)                                           2003        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 一條　真広 (1) 矢本第二 12.02 +1.4 9.27 女川 石巻選手権

2 須賀川雄太 (1) 五城 12.08 -0.5 10.10 仙台 仙台市新人

3 井上　貴博 (1) 角田 12.22 -1.4 10.24日産ｽﾀｼ゙ｱﾑｼ゙ｭﾆｱｵﾘﾝﾋ゚ｯｸ

4 松坂　翔平 (1) 中野 12.22  0.0 11.7 仙台 若・宮区記録会

5 齋藤　涼太 (1) 岩沼西 12.33 +0.2 10.17宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中新人

6 橋本　燿太 (1) 米山 12.34 -0.5 7.20 宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中総体

7 雲村　寛太 (1) 仙台中田 12.41 -0.5 7.20 宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中総体

8 横山　南生 (1) 袋原 12.42 +1.0 10.17宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中新人

9 小松　礼法 (1) 東仙台 12.44 0.0 10.10 仙台 仙台市新人

10 真壁健太郎 (1) 富岡 12.48 -0.5 7.20 宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中総体

小泉　拓夢 (1) 米山 12.48 +1.5 10.14宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ登米市新人

12 石垣　智洋 (1) 附属 12.50 +0.4 10.17宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中新人

13 阿部　優希 (1) 塩竈二 12.51 +0.4 10.17宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中新人

14 大矢　浩平 (1) 不動堂 12.54 +0.8 7.20 宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中総体

15 鎌田　雄河 (1) 向陽台 12.59 -0.3 10.10 仙台 仙台市新人

16 菅原　　穣 (1) 南光台 12.60 0.0 10.10 仙台 仙台市新人

17 小野寺　智 (1) 条南 12.64 0.0 7.19 宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中総体

渡邊　　壮 (1) 佐沼 12.64 +1.5 10.14宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ登米市新人

19 鎌田　勇真 (1) 鳴子 12.70 0.0 7.19 宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中総体

20 高橋　直之 (1) 八乙女 12.79 +0.2 10.17宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中新人

男子2年100m

日本中学記録　　 (MR)   10.4      桑田　隆史 (寝屋川四・大坂)                                 1988        
日本中学記録　　 (MR)   10.67     梨本　真輝 (流山南部・千葉)                                 2008        
宮城県中学記録 (MJR)    11.15     菅原　　新 (南方)                                           1996        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 中村　直矢 (2) 仙台二 11.47 +0.1 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

2 櫛引　修平 (2) 仙台中田 11.55 +0.7 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

佐々木秀弥 (2) 玉川 11.55 +0.6 7.10 宮城スタジアム 東北中学

4 稲葉　修平 (2) 渡波 11.77 -0.1 9.27 女川 石巻選手権

5 齋藤　亮太 (2) 富谷二 11.78 -0.5 7.19 宮城スタジアム 県中総体

6 伊藤　理彦 (2) 将監 11.81 -0.5 7.20 宮城スタジアム 県中総体

7 及川　大空 (2) 登米中田 11.83 0.0 7.19 宮城スタジアム 県中総体

8 簾内　卓人 (2) 名取二 11.87 0.0 7.19 宮城スタジアム 県中総体

9 佐藤　裕樹 (2) 大河原 11.90 -0.1 7.19 宮城スタジアム 県中総体

10 飯塚　啓伍 (2) 東向陽台 11.92 +0.7 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

11 佐藤　　要 (2) 幸町 11.97 0.7 10.10 仙台 仙台市新人

12 高柳　宏章 (2) 八乙女 11.98 1.1 6.13 仙台 仙台市中総体

13 若生　湧馬 (2) しらかし台 12.00 0.0 7.20 宮城スタジアム 県中総体

14 小野寺正法 (2) 気仙沼 12.01 +0.7 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

15 横山龍太郎 (2) 瀬峰 12.02 +0.3 10.17宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中新人

18 加賀　航介 (2) 仙台一 12.07 +0.3 10.17宮城ｽﾀｼ゙ｱﾑ県中新人

16 吉田　翔一 (2) 折立 12.08 1.5 6.13 仙台 仙台市中総体

17 熊谷　龍弥 (2) 南光台 12.10 0.0 7.20 宮城スタジアム 県中総体

19 三澤　　輝 (2) 柳生 12.14 1.5 6.13 仙台 仙台市中総体

20 佐々木滉平 (2) 岩沼西 12.15 -0.7 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

相原　辰吉 (2) 村田一 12.15 -0.5 7.19 宮城スタジアム 県中総体



男子3年100m

日本中学記録　　 (MR)   10.4      桑田　隆史 (寝屋川四・大坂)                                 1988        
日本中学記録　　 (MR)   10.67     梨本　真輝 (流山南部・千葉)                                 2008        
宮城県中学記録 (MJR)    10.85     菅原　　新 (南方)                                           1997        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 阿部　祐誠 (3) 田子 11.25 +0.9 10.24 日産スタジアム ｼ゙ｭﾆｱｵﾘﾝﾋ゚ｯｸ

2 佐々木礼雄 (3) しらかし台 11.36 +0.8 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

3 久保田恭弘 (3) 台原 11.41 +0.3 7.20 宮城スタジアム 県中総体

4 工藤　圭太 (3) 根白石 11.45 +0.9 6.13 仙台 仙台市中総体

5 平山　樹舞 (3) 七郷 11.62 +0.9 7.19 宮城スタジアム 県中総体

佐藤　　礼 (3) 石巻 11.62 -0.9 6.13 女川 石巻市中総体

7 佐藤　尋紀 (3) 気仙沼 11.67 +0.8 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

黒崎　銀河 (3) 幸町 11.67 +0.6 7.19 宮城スタジアム 県中総体

9 阿部　耕大 (3) 五橋 11.75 0.0 7.19 宮城スタジアム 県中総体

10 高橋　正行 (3) 桃生 11.77 +0.8 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

11 菅原裕次郎 (3) 東華 11.81 +1.2 7.19 宮城スタジアム 県中総体

12 小林　優椰 (3) 矢本第二 11.82 +1.4 7.20 宮城スタジアム 県中総体

13 阿部　大輝 (3) 将監 11.85 +1.4 7.20 宮城スタジアム 県中総体

14 菊地　颯明 (3) 気仙沼 11.87 +0.1 7.19 宮城スタジアム 県中総体

15 伊藤　亮介 (3) 鳴子 11.91 +1.2 7.19 宮城スタジアム 県中総体

16 高橋　史憲 (3) 古川東 11.92 +1.4 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

17 齋藤　　耀 (3) 坂元 11.94 +0.6 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

18 吉田　啓亮 (3) 古川 11.95 +0.7 7.20 宮城スタジアム 県中総体

19 遠藤　拓也 (3) 大郷 11.96 +0.6 7.19 宮城スタジアム 県中総体

武山　竜法 (3) 河南東 11.96 +1.2 7.19 宮城スタジアム 県中総体

白鳥　健太 (3) 将監 11.96 +0.9 6.13 仙台 仙台市中総体

男子200m

日本中学記録　　 (MR)   21.36     為末　　大 (五日市・広島)                                   1993        
宮城県中学記録 (MJR)    21.90     油井　卓也 (高砂)                                           1987        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 佐藤　　礼 (3) 石巻 22.85 +0.1 10.23 日産スタジアム ｼ゙ｭﾆｱｵﾘﾝﾋ゚ｯｸ

2 菅原　雄大 (3) 沖野 23.06 0.0 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

3 水野　雄貴 (3) 長町 23.34 +1.1 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

4 大桐　昇平 (3) 将監 23.48 -0.3 6.14 仙台 仙台市中総体

5 工藤　将理 (3) 東和 23.51 +0.5 7.20 宮城スタジアム 県中総体

6 佐々木礼雄 (3) しらかし台 23.76 -1.3 8.30 仙台 JO県予選会

7 中村　直矢 (2) 仙台二 23.82 -1.3 8.30 仙台 JO県予選会

8 佐々木秀弥 (2) 玉川 23.83 -1.3 8.30 仙台 JO県予選会

9 稲葉　修平 (2) 渡波 23.84 0.0 9.27 女川 石巻選手権

10 大場　康平 (3) 佐沼 23.85 -0.5 7.20 宮城スタジアム 県中総体

11 久保田恭弘 (3) 台原 23.92 +0.3 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

12 高橋　卓生 (3) 東北学院 24.04 -1.3 8.30 仙台 JO県予選会

13 平山　翔吾 (3) 中野 24.14 +0.5 7.19 宮城スタジアム 県中総体

14 山田　拓也 (3) 青葉 24.18 -0.2 7.19 宮城スタジアム 県中総体

15 佐藤　　匠 (3) 七北田 24.19 +0.5 7.20 宮城スタジアム 県中総体

16 菊地　裕喜 (3) 八木山 24.21 -1.6 7.19 宮城スタジアム 県中総体

17 高泉　雅史 (2) 古川 24.23 +0.5 7.20 宮城スタジアム 県中総体

18 工藤　聖也 (3) 東華 24.26 0.0 8.30 仙台 JO県予選会

19 木村銀次郎 (3) 女川一 24.29 -1.3 6.13 女川 石巻市中総体

20 菊地　颯明 (3) 気仙沼 24.30 +0.3 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

佐々木渓太 (3) 栗駒 24.30 0.0 7.19 宮城スタジアム 県中総体

齋藤　隼風 (3) 五橋 24.30 -1.3 6.13 仙台 仙台市中総体



男子400m

日本中学記録　　 (MR)   48.2      西畑　　匡 (竜南・愛知)                                     1990        
日本中学記録　　 (MR)   48.18     谷川　鈴扇 (邑楽・群馬)　　            　　                 2009        
宮城県中学記録 (MJR)    49.70     村上　亮介 (沖野)                                           1994        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 工藤　聖也 (3) 東華 52.01 8.9 宮城スタジアム 東北中学

2 白石　寛樹 (3) 成田 52.29 7.20 宮城スタジアム 県中総体

3 齊藤　将哉 (3) 気仙沼 52.40 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

4 櫻井　貴広 (3) 古川東 52.42 8.10 宮城スタジアム 東北中学

5 荒井　将徳 (3) 名取二 53.37 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

6 和泉　貴浩 (3) 蛇田 53.44 6.13 女川 石巻市中総体

7 大場　康平 (3) 佐沼 53.47 9.12 築館 登米市記録会

8 我妻　　哲 (2) 西山 53.55 10.10 仙台 仙台市新人

9 安田　　翔 (3) 河南東 53.56 7.20 宮城スタジアム 県中総体

10 佐藤　広崇 (3) 宮城野 53.84 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

11 若生　湧馬 (2) しらかし台 54.32 10.17 宮城スタジアム 県新人

12 間野ブライアン (3) 船岡 54.33 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

13 鈴木　匡暁 (3) 仙台二 54.42 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

14 三浦　豊和 (3) 佐沼 54.66 7.20 宮城スタジアム 県中総体

15 庄子 　 啓 (3) 仙台二 54.81 6.14 仙台 仙台市中総体

16 吉野　佑紀 (3) 石巻山下 54.91 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

17 池田　健太 (2) 住吉台 55.13 10.17 宮城スタジアム 県新人

18 阿部　  光 (3) 名取一 55.14 7.19 宮城スタジアム 県中総体

19 目黒　  敦 (3) 西多賀 55.17 7.19 宮城スタジアム 県中総体

20 松葉　　遼 (3) 大沢 55.32 7.20 宮城スタジアム 県中総体

男子800m

日本中学記録　　 (MR)   1.53.15   和田　仁志 (赤穂・長野)                                     1983        
宮城県中学記録 (MJR)    1.58.6    小野寺　清栄 (月立)                                         1974        
宮城県中学記録 (MJR)    1.59.85   佐々木　央人 (米山)                                         2002        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 泉　　俊吾 (3) 成田 2.00.33 8.21 大分 全日本中学

2 高橋　  光 (3) 玉浦 2.04.22 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

3 梅宮　佑介 (3) 仙台二 2.04.60 5.4 仙台 中学強化記録会

4 稲毛　祥太 (3) 中山 2.04.61 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

5 内ヶ崎一徹 (3) 富谷 2.05.13 7.19 宮城スタジアム 県中総体

6 小野寺　優 (3) 五城 2.05.45 5.4 仙台 中学強化記録会

7 結城　広太 (3) 折立 2.08.00 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

8 安藤　　一 (3) 大沢 2.08.08 7.19 宮城スタジアム 県中総体

9 布田　直也 (2) 岩沼西 2.08.17 10.17 宮城スタジアム 県中新人

10 柳谷　駿輔 (3) 白石東 2.08.38 7.19 宮城スタジアム 県中総体

11 中村　圭祐 (3) 名取一 2.08.57 7.19 宮城スタジアム 県中総体

12 道渕　諒平 (3) 中野 2.08.94 7.19 宮城スタジアム 県中総体

13 村瀬　大樹 (3) 加茂 2.09.13 7.19 宮城スタジアム 県中総体

14 佐藤　　充 (3) 蛇田 2.09.21 7.19 宮城スタジアム 県中総体

15 紺野　佳輝 (3) 大谷 2.09.24 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

16 大崎　　健 (3) 涌谷 2.09.28 7.19 宮城スタジアム 県中総体

17 小谷　祐輝 (2) 亘理 2.09.57 10.17 宮城スタジアム 県中新人

18 高橋　　醇 (3) 北角田 2.09.86 7.19 宮城スタジアム 県中総体

19 阿部　優樹 (2) 五城 2.10.00 10.17 宮城スタジアム 県中新人

20 成田　壱磨 (3) 大河原 2.10.41 7.19 宮城スタジアム 県中総体



男子1年1500m

日本中学記録　　 (MR)   3.56.2    和田　仁志 (赤穂・長野)                                     1983        
宮城県中学記録 (MJR)    4.23.02   三宅　一輝 (坂元)                                           2006        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 髙橋　勇成 (1) 高清水 4.31.85 10.17 宮城スタジアム 県中新人

2 道渕　和基 (1) 中野 4.38.10 7.21 宮城スタジアム 県中総体

3 三浦　洋希 (1) 富谷二 4.38.92 8.9 宮城スタジアム 東北中学

4 大場　祐雅 (1) 大郷 4.39.17 7.21 宮城スタジアム 県中総体

5 日野　賢明 (1) 万石浦 4.39.40 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

6 日野　　航 (1) 河南西 4.39.81 10.17 宮城スタジアム 県中新人

7 荒谷　宏夢 (1) 多賀城 4.40.07 7.21 宮城スタジアム 県中総体

8 千場　幸輝 (1) 東仙台 4.44.52 10.17 宮城スタジアム 県中新人

9 鈴木賢太郎 (1) 利府 4.45.95 7.21 宮城スタジアム 県中総体

10 棟形　賀起 (1) 五城 4.46.37 7.20 宮城スタジアム 県中総体

11 工藤　　翔 (1) 東和 4.46.41 7.20 宮城スタジアム 県中総体

12 嶋田　拓郎 (1) 将監 4.47.73 7.21 宮城スタジアム 県中総体

13 佐藤　健大 (1) 大谷 4.48.49 7.21 宮城スタジアム 県中総体

14 熊谷　峻晃 (1) 台原 4.49.19 7.20 宮城スタジアム 県中総体

15 佐藤　亜星 (1) 利府西 4.49.25 7.20 宮城スタジアム 県中総体

16 髙橋　　廉 (1) 鳴瀬第二 4.49.36 7.21 宮城スタジアム 県中総体

17 相澤　正侑 (1) 小牛田 4.49.96 7.20 宮城スタジアム 県中総体

18 齊藤　慶太 (1) 気仙沼 4.50.29 7.20 宮城スタジアム 県中総体

19 吉田　知将 (1) 湊 4.52.05 7.20 宮城スタジアム 県中総体

20 平塚　将哲 (1) 加茂 4.52.55 7.20 宮城スタジアム 県中総体

男子共通1500m

日本中学記録　　 (MR)   3.56.2    和田　仁志 (赤穂・長野)                                     1983        
宮城県中学記録 (MJR)    4.03.32   早川　昇平 (塩竃二)                                         2007        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 梅宮　佑介 (3) 仙台二 4.10.49 7.21 宮城スタジアム 県中総体

2 髙橋　仙一 (3) 寺岡 4.12.10 7.21 宮城スタジアム 県中総体

3 鈴木　秀幸 (3) 南中山 4.12.69 8.9 宮城スタジアム 東北中学

4 渡辺　拓巳 (2) 仙台中田 4.14.38 8.9 宮城スタジアム 東北中学

5 新田　裕貴 (2) 渡波 4.16.45 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

6 和泉　貴浩 (3) 蛇田 4.17.11 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

7 波岡　裕太 (3) 多賀城 4.17.69 7.22 宮城スタジアム 県中総体

8 星　　尚貴 (3) 角田 4.19.47 5.4 仙台 中学強化記録会

9 髙橋　宏季 (3) 北角田 4.19.49 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

10 米　　将吾 (3) 富谷二 4.19.59 7.22 宮城スタジアム 県中総体

11 平澤　一樹 (3) 中山 4.20.73 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

12 鈴木　涼平 (3) 気仙沼 4.21.53 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

13 郷右近辰也 (2) 多賀城 4.21.76 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

14 白鳥　陽太 (3) 寺岡 4.22.64 5.4 仙台 中学強化記録会

15 高橋　　光 (3) 玉浦 4.23.57 5.4 仙台 中学強化記録会

16 石井　辰樹 (3) 茂庭台 4.25.72 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

17 鈴木　大貴 (3) 古川 4.26.27 5.4 仙台 中学強化記録会

18 澤村　智志 (2) しらかし台 4.27.72 7.21 宮城スタジアム 県中総体

19 結城　　凌 (3) 三本木 4.27.82 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

20 気賀沢大平 (3) 東仙台 4.27.92 6.14 仙台 仙台市中総体



男子3000m

日本中学記録　　 (MR)   8.23.80   大住　　和 (大川・北海道)                                   2005        
宮城県中学記録 (MJR)    8.36.74   三宅　一輝 (坂元)                                           2008        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 梅宮　佑介 (3) 仙台二 9.06.19 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

2 今野　勝善 (3) しらかし台 9.06.50 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

3 鈴木　秀幸 (3) 南中山 9.08.14 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

4 新田　裕貴 (2) 渡波 9.08.67 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

5 我妻　良哉 (3) 多賀城 9.13.04 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

6 郷右近辰也 (2) 多賀城 9.14.72 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

7 白鳥　陽太 (3) 寺岡 9.14.93 7.21 宮城スタジアム 県中総体

8 大槻　　駿 (3) 大河原 9.15.92 7.21 宮城スタジアム 県中総体

9 星　　晴貴 (3) 多賀城 9.16.56 7.21 宮城スタジアム 県中総体

10 和泉　貴浩 (3) 蛇田 9.17.31 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

11 星　　尚貴 (3) 角田 9.17.72 7.21 宮城スタジアム 県中総体

12 鈴木　大貴 (3) 古川 9.20.21 7.21 宮城スタジアム 県中総体

13 岸本圭一郎 (3) 仙台一 9.21.50 7.21 宮城スタジアム 県中総体

14 大槻　  駿 (3) 大河原 9.22.22 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

15 安倍　弘晃 (3) 福岡 9.22.72 7.21 宮城スタジアム 県中総体

16 米倉　　響 (3) 富谷二 9.23.85 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

17 波岡　裕太 (3) 多賀城 9.28.63 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

18 鎌田　魁星 (3) 折立 9.28.86 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

19 森　  敬済 (3) 三条 9.29.86 6.14 仙台 仙台市中総体

20 千葉　直矢 (3) 五城 9.30.14 7.20 宮城スタジアム 県中総体

男子110mH

日本中学記録　　 (MR)   13.84     矢澤　　航 (岩崎・神奈川)                                   2006        
宮城県中学記録 (MJR)    14.40     川人　敏志 (仙台二)                                         2006        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 中村　直矢 (2) 仙台二 14.88 +1.0 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

2 坂田 　 啓 (3) 上杉山 15.30 -0.6 8.9 宮城スタジアム 東北中学

3 間野ブライアン(3) 船岡 15.52 -0.1 7.20 宮城スタジアム 県中総体

4 沼山　和樹 (3) 北仙台 15.54 0.0 8.9 宮城スタジアム 東北中学

5 中村　　颯 (3) 大沢 15.67 0.0 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

6 内海　　航 (3) 塩竈二 15.75 -0.7 7.19 宮城スタジアム 県中総体

7 庄子 　 啓 (3) 仙台二 15.81 -0.1 7.20 宮城スタジアム 県中総体

8 庄子　尚宏 (3) 寺岡 16.17 +1.0 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

9 菅井　康平 (3) 鶴谷 16.18 +1.8 7.20 宮城スタジアム 県中総体

目黒  　陸 (3) 将監 16.18 0.0 7.20 宮城スタジアム 県中総体

11 大橋　　港 (3) 高砂 16.22 +0.6 7.20 宮城スタジアム 県中総体

12 鈴木　佑弥 (2) 亘理 16.41 -0.5 10.17 宮城スタジアム 県中新人

13 高橋  　遼 (3) みどり台 16.58 0.0 7.20 宮城スタジアム 県中総体

14 斎藤　　純 (3) 大和 16.63 +0.6 7.20 宮城スタジアム 県中総体

15 宮本  　海 (3) 将監 16.82 +0.6 7.20 宮城スタジアム 県中総体

16 堀　　雄貴 (2) 附属 16.86 +0.6 7.20 宮城スタジアム 県中総体

17 佐藤　祐弥 (2) 住吉台 16.88 +0.6 7.20 宮城スタジアム 県中総体

18 石川　太喜 (3) 西多賀 16.91 +1.0 6.13 仙台 仙台市中総体

19 佐藤　祐弥 (2) 住吉台 16.95 -0.9 10.17 宮城スタジアム 県中新人

20 佐々木希里捺 (3) 東豊 16.96 0.0 7.20 宮城スタジアム 県中総体



男子低4×100mR

日本中学記録　　 (MR)   45.26     氏家・栃木 (高瀬憲克・斎藤孝幸・吉田幸弘・佐藤裕一)         1980        
宮城県中学記録 (MJR)    45.89     宮城野 (金子裕也・松川晋也・砂金圭介・池上直也)             1992        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 所属 記録

1 猪股・野澤・雲村・櫛引 仙台中田 46.51 8.8 宮城スタジアム 東北中学

2 岩間・須賀川・棟形・阿部 五城 47.36 10.18宮城スタジアム 県中新人

3 菅原・熊谷・相澤・川端 南光台 48.13 8.8 宮城スタジアム 東北中学

4 内海・川内・冨田・佐々木 玉川 48.32 7.21 宮城スタジアム 県中総体

5 安倍・大倉・青田・若生 しらかし台 48.37 10.18宮城スタジアム 県中新人

6 猪股・野澤・雲村・佐藤 仙台中田 48.50 7.21 宮城スタジアム 県中総体

7遠藤翼・鎌田・遠藤庸・大場 鳴子 48.95 7.21 宮城スタジアム 県中総体

8 渡邊・伊藤・沼倉・布施 佐沼 49.01 7.21 宮城スタジアム 県中総体

9 山路・伊藤・菅原・小岩 将監 49.07 6.15 仙台 仙台市中総体

10佐藤祐・池田・佐藤雄・日戸 住吉台 49.12 10.18宮城スタジアム 県中新人

11 金成・松坂・山本・我妻 中野 49.19 6.15 仙台 仙台市中総体

12 内海・菅原・冨田・佐々木 玉川 49.25 7.21 宮城スタジアム 県中総体

13高橋・及川卓・及川慶・橋本 志津川 49.27 7.21 宮城スタジアム 県中総体

14 小水内・吉田・山崎・滝本 折立 49.28 7.21 宮城スタジアム 県中総体

15 日下・山田・菊地・小野寺 白石 49.41 10.18宮城スタジアム 県中新人

16渡邉涼・井上・渡邉博・川崎 角田 49.52 7.21 宮城スタジアム 県中総体

17 菅原・熊谷・相澤・菊地 南光台 49.62 7.21 宮城スタジアム 県中総体

18 武山・高橋・須知・菅井 富沢 49.71 6.15 仙台 仙台市中総体

19 大沼・佐藤・三浦・相原 村田一 49.72 7.21 宮城スタジアム 県中総体

20 小畑・小野寺・針生・菅野 高砂 49.85 6.15 仙台 仙台市中総体

男子4×100mR

日本中学記録　　 (MR)   42.77     白河第二・福島 (金内平良・田嶋和也・梶　将徳・深谷幸亮)     2004        
宮城県中学記録 (MJR)    44.04     郡　山 (佐々木友也・相澤和実・千葉雅敏・小野寺一基)         2003        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 所属 記録

1 大久保・庄子・鈴木・中村 仙台二 45.02 8.9 宮城スタジアム 東北中学

2 菊地・佐藤・齋藤・小野寺 気仙沼 45.18 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

3 板橋・水野・太田・鈴木 長町 45.24 8.9 宮城スタジアム 東北中学

4 菅原・伊藤・白鳥・大桐 将監 45.35 8.9 宮城スタジアム 東北中学

5 渡辺・櫛引・佐藤・野澤 仙台中田 45.51 10.18宮城スタジアム 県中新人

6 大倉・若生・金安・佐々木 しらかし台 45.61 8.9 宮城スタジアム 東北中学

7 菅原・大桐・阿部・白鳥 将監 45.82 6.15 仙台 仙台市中総体

8 安田・工藤・猪狩・菅原 東華 45.98 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

9 雲村・櫛引・佐藤・野澤 仙台中田 46.24 10.18宮城スタジアム 県中新人

10 八島・高橋・大山・櫻井 古川東 46.27 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

11 渡辺・高泉・竹林・簡 古川 46.34 10.18宮城スタジアム 県中新人

七島・池田・関山・平山 中野 46.34 6.15 仙台 仙台市中総体

13 太田・水野・小山・鈴木 長町 46.35 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

齋藤・阿部・佐藤・嶋谷 五橋 46.35 6.15 仙台 仙台市中総体

15 佐々木・武山・安田・佐藤 河南東 46.43 7.21 宮城スタジアム 県中総体

16 大場・太宰・角田・大橋 高砂 46.54 7.21 宮城スタジアム 県中総体

17 岩渕・吉田・高泉・佐々木 古川 46.66 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

18 菅原・川内・渡邉・佐々木 玉川 46.71 10.18宮城スタジアム 県中新人

19 大場・太宰・角田・針生 高砂 46.83 7.21 宮城スタジアム 県中総体

20 佐藤・石川・阿部・稲葉 渡波 46.85 7.21 宮城スタジアム 県中総体



男子走高跳

日本中学記録　　 (MR)   2m10      境田　裕之 (春光台・北海道)                                 1986        
宮城県中学記録 (MJR)    2m01      佐藤　　翼 (万石浦)                                         2004        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 八巻　広大 (3) 寺岡 1m85 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

2 阿部　史弥 (3) 渡波 1m76 7.19 宮城スタジアム 県中総体

3 佐藤　真貴 (3) 幸町 1m73 7.19 宮城スタジアム 県中総体

伊藤　理一 (3) 新月 1m73 7.19 宮城スタジアム 県中総体

5 伊丹　一真 (3) 岩沼西 1m71 6.21 岩沼 岩沼市中総体

6 佐藤　和士 (3) 東和 1m70 7.19 宮城スタジアム 県中総体

金原　恵太 (3) 仙台一 1m70 7.19 宮城スタジアム 県中総体

8 間野ブライアン (3) 船岡 1m66 7.19 宮城スタジアム 県中総体

9 小川　直志 (3) 逢隈 1m65 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

佐藤　慎也 (3) 宮崎 1m65 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

岸田　利郎 (3) 亘理 1m65 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

岩佐　大輔 (3) 東向陽台 1m65 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

武藤　大紀 (3) 瀬峰 1m65 7.19 宮城スタジアム 県中総体

野田　絢也 (3) 鶴谷 1m65 7.19 宮城スタジアム 県中総体

奈良澤智治 (3) 石越 1m65 7.19 宮城スタジアム 県中総体

鈴木　　航 (3) 長町 1m65 7.19 宮城スタジアム 県中総体

橋本 　 快 (3) 仙台一 1m65 6.13 仙台 仙台市中総体

金野　丈汰 (3) 将監 1m65 6.13 仙台 仙台市中総体

19 嵯峨　寛尚 (2) 宮城野 1m64 10.17 宮城スタジアム 県中新人

川名　康平 (2) 南光台 1m64 10.17 宮城スタジアム 県中新人

男子棒高跳

日本中学記録　　 (MR)   4m92      笹瀬　弘樹 (新居・静岡)                                     2004        
宮城県中学記録 (MJR)    4m20      小野寺　亮 (米山)                                           1999        
宮城県中学記録 (MJR)    4m20      小野寺　晃 (米山)                                           1995        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 柏山　　光 (3) 蛇田 3m90 8.9 宮城スタジアム 東北中学

2 鈴木　秀人 (3) 米山 3m80 7.20 宮城スタジアム 県中総体

3 岩澤　祐弥 (3) 新田 3m70 7.20 宮城スタジアム 県中総体

4 佐々木健晟 (3) 向陽台 3m60 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

5 小野寺航也 (3) 向陽台 3m20 6.13 仙台 仙台市中総体

6 鈴木　竜太 (3) 豊里 3m10 7.19 宮城スタジアム 県中総体

佐々木春樹 (3) 登米中田 3m10 7.19 宮城スタジアム 県中総体

菊地　遼介 (2) 南光台 3m10 10.17 宮城スタジアム 県中新人

小泉　拓夢 (2) 米山 3m10 10.17 宮城スタジアム 県中新人

10 吉田　　弦 (2) 蛇田 3m00 10.17 宮城スタジアム 県中新人

11 渡邊　　壮 (1) 佐沼 2m90 7.19 宮城スタジアム 県中総体

12 佐々木将梧 (2) 将監 2m80 10.17 宮城スタジアム 県中新人

13 星　　桂太 (3) 新田 2m70 5.4 仙台 中学強化記録会

三浦隆太郎 (3) 南光台 2m70 6.13 仙台 仙台市中総体

森　　皓樹 (2) 登米中田 2m70 10.17 宮城スタジアム 県中新人

16 岩手　圭佑 (3) 気仙沼 2m65 7.19 宮城スタジアム 県中総体

内田　　護 (3) 南光台 2m65 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

18 大内　康弘 (2) 南光台 2m60 10.17 宮城スタジアム 県中新人

19 岩間　 優太(3) 南光台 2m50 6.13 仙台 仙台市中総体



男子走幅跳

日本中学記録　　 (MR)   7m32      佐々木　勝利 (大曲南・秋田)                                 1992        
宮城県中学記録 (MJR)    7m05      渡邉　和也 (船岡)                                           2003        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 佐々木礼雄 (3) しらかし台 6m61 +0.8 7.20 宮城スタジアム 県中総体

2 関山　悠斗 (3) 中野 6m42 +0.4 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

3 野澤　将史 (2) 仙台中田 6m15 +2.0 10.10 仙台 仙台市新人

4 石原　憲人 (3) 寺岡 6m05 +1.0 7.20 宮城スタジアム 県中総体

5 阿部　義樹 (3) 鮎川 6m02 +1.3 7.20 宮城スタジアム 県中総体

6 佐藤　裕仁 (3) 福岡 6m00 0.0 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

7 大川　裕士 (3) 南方 5m98 +0.7 7.20 宮城スタジアム 県中総体

8 池田　智基 (3) 中野 5m97 +0.9 6.13 仙台 仙台市中総体

9 庄子　　啓 (3) 仙台二 5m95 -0.4 9.13 仙台 仙台市民陸上

10 齋藤　翔太 (3) 蛇田 5m93 +1.0 6.13 女川 石巻地区中総体

11 石川　崚平 (3) 上杉山 5m92 +1.5 6.13 仙台 仙台市中総体

12 笹野　智敬 (3) 渡波 5m90 +1.3 6.13 女川 石巻地区中総体

13 山崎　雄大 (3) 南中山 5m87 +0.4 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

岡　祐太朗 (3) 将監 5m87 0.0 6.13 仙台 仙台市中総体

15 藤原　徳弥 (3) 小牛田 5m85 +0.2 7.19 宮城スタジアム 県中総体

16 秋保　秀太 (3) 村田一 5m84 +0.3 7.19 宮城スタジアム 県中総体

17 丸藤　保郎 (3) 鶴谷 5m83 -0.4 7.19 宮城スタジアム 県中総体

18 鈴木　惇史 (2) 西多賀 5m81 +1.3 10.10 仙台 仙台市新人

今野　篤郎 (3) 将監 5m81 -0.7 7.19 宮城スタジアム 県中総体

20 鈴木　航太 (2) 蒲町 5m80 +1.2 10.10 仙台 仙台市新人

鈴木　洸太 (3) 蒲町 5m80 +0.4 6.13 仙台 仙台市中総体

男子砲丸投

日本中学記録　　 (MR)   16m70     鈴木　郷史 (東伊豆稲取・静岡)                               2006        
宮城県中学記録 (MJR)    15m92     佐々木　和美 (蛇田)                                         2008        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 藤本　　蓮 (3) 南方 13m33 7.20 宮城スタジアム 県中総体

2 片岡　　翼 (3) 金ヶ瀬 11m93 7.20 宮城スタジアム 県中総体

3 御代田　勝 (3) 三本木 11m85 8.9 宮城スタジアム 東北中学

4 横山　祐介 (3) 渡波 11m84 9.27 女川 石巻選手権

5 阿部　友平 (3) 坂元 11m73 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

6 阿部　泰孝 (3) 大須 11m65 6.13 女川 石巻地区中総体

7 阿部　伸也 (2) 袋原 11m53 10.17 宮城スタジアム 県中新人

8 佐藤　　駿 (3) 逢隈 11m45 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

9 関　涼太郎 (3) 県聴覚支援 11m43 6.14 仙台 仙台市中総体

10 滝本　拓也 (2) 折立 11m39 10.17 宮城スタジアム 県中新人

11 山鹿　高明 (2) 東北学院 11m21 10.17 宮城スタジアム 県中新人

12 福嶋　拓哉 (2) 仙台中田 11m20 10.17 宮城スタジアム 県中新人

13 勅使瓦　輝 (3) 村田一 11m13 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

14 大山三史朗 (3) 石巻 11m11 9.27 女川 石巻選手権

15 野崎　　優 (3) 桜丘 11m10 7.20 宮城スタジアム 県中総体

16 渡邊　恭介 (2) 将監 11m01 10.17 宮城スタジアム 県中新人

17 鈴木　智也 (3) 白石東 10m87 7.20 宮城スタジアム 県中総体

18 大山三史朗 (3) 石巻 10m63 7.20 宮城スタジアム 県中総体

19 大友　龍成 (2) 蒲町 10m55 10.17 宮城スタジアム 県中新人

20 鈴木　陽介 (3) 面瀬 10m36 7.19 宮城スタジアム 県中総体



男子四種競技

日本中学記録　　 (MR)   3054      中村　　仁 (播磨南・兵庫)                                   2004        

宮城県中学記録 (MJR)    2477      庄子　　啓 (仙台二)                                         2009        

順位 ﾅﾝﾊ゙ 氏ー名 所属 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合

1 66庄子　　啓 (3)仙台二 15.81-0.113m341m6356.312477 7.21宮城スタジアム 県中総体 MJR

23371間野ブライアン (3) 船岡 15.52-0.110m531m6654.742427 7.21宮城スタジアム 県中総体

34991鈴木　佑弥 (2)亘理 16.41-0.5 9m571m6057.072129 10.17宮城スタジアム 県中新人

47375松浦　祐希 (3)南方 17.76-2.510m261m5056.831964 8.10宮城スタジアム 東北中学

54082川内　啓輔 (2)玉川 17.04-1.3 9m011m5058.101915 7.21宮城スタジアム 県中総体

66149竹内　大樹 (3)小牛田 18.26-1.310m101m5558.211893 7.21宮城スタジアム 県中総体

75020小川　直志 (3)逢隈 19.710.010m261m6658.631846 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

87382柴崎竜太郎 (3)南方 18.59-0.710m471m6361.241843 7.21宮城スタジアム 県中総体

98528阿部　　誠 (3)矢本第一 18.71-1.3 9m461m5557.411843 7.21宮城スタジアム 県中総体

104588及川　慧斗 (3)向洋 18.61-0.110m171m5558.941839 7.21宮城スタジアム 県中総体

112532齋藤　陽大 (3)館 19.32-0.1 9m051m6157.371813 6.14仙台 仙台市中総体

12 岩間　悠希 (2)五城 17.70-0.5 8m841m5159.271803 10.17宮城スタジアム 県中新人

13 熊谷　将彦 (2)古川 18.45-2.1 8m281m4856.441781 10.17宮城スタジアム 県中新人

14 721阿部　洋仁 (2)西多賀 19.29-2.1 9m261m5459.371702 10.17宮城スタジアム 県中新人

156646門田　凍威 (3)築館 19.35-0.1 9m371m5059.041685 7.21宮城スタジアム 県中総体

167681高橋　恭麻 (3)渡波 20.800.010m461m6061.121642 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

175879菅原周太郎 (3)古川東 19.02-1.3 7m731m4557.801624 7.21宮城スタジアム 県中総体

18 971伊原　亮太 (3)八木山 19.730.08m181m5559.241613 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

19 932千葉　大樹 (3)鶴谷 18.36-0.1 7m991m4560.551603 7.21宮城スタジアム 県中総体

207177亀井　浩平 (3)東和 20.43-0.7 9m391m5560.271595 7.21宮城スタジアム 県中総体


