
中学1年男子100m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

361 伊藤　慶 ｲﾄｳ ｹｲ 男子 1 09 宮　城 愛宕

1334 大壁　那海 ｵｵｶﾍﾞ ﾄｱ 男子 1 09 宮　城 沖野

1332 鈴木　雅登 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 男子 1 09 宮　城 沖野

1941 村上　輝 ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ 男子 1 宮　城 加茂

1938 佐々木　陽 ｻｻｷ ﾖｳ 男子 1 宮　城 加茂

1092 菊地　　奏詩 ｷｸﾁ ｿｳｼ 男子 1 宮　城 蒲町

1093 齋藤　春虎 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 1 宮　城 蒲町

718 大久保　聖琉 ｵｵｸﾎﾞ ｾｲﾘｭｳ 男子 1 宮　城 岩切

699 荒川　悠希 ｱﾗｶﾜ ﾊﾙｷ 男子 1 宮　城 岩切

235 村木　訊 ﾑﾗｷ ｼﾞﾝ 男子 1 09 宮　城 宮城野

229 佐藤　秋仁 ｻﾄｳ ｱｷﾄ 男子 1 09 宮　城 宮城野

9540 片桐　脩登 ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾙﾄ 男子 1 宮　城 錦ヶ丘

806 花岡　向 ﾊﾅｵｶ ﾋﾅﾀ 男子 1 09 宮　城 郡山

803 中嶋　蒼太 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ 男子 1 09 宮　城 郡山

359 鶴田　翔太 ﾂﾙﾀ ｼｮｳﾀ 男子 1 宮　城 五橋

360 布田　ミチル ﾌﾀﾞ ﾐﾁﾙ 男子 1 宮　城 五橋

175 指宿　優都 ｲﾌﾞｽｷ ﾕｳﾄ 男子 1 宮　城 五城

9803 榊原　慈温 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 男子 1 09 宮　城 広瀬

9802 遠藤　知季 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 男子 1 09 宮　城 広瀬

661 色川　大駕 ｲﾛｶﾜ ﾀｲｶﾞ 男子 1 宮　城 高砂

662 島田　隼人 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 男子 1 宮　城 高砂

2283 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 男子 1 10 宮　城 高森

2286 佐藤　太一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 男子 1 09 宮　城 高森

1139 齋藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 1 宮　城 桜丘

1147 吉田　健矢 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾔ 男子 1 宮　城 桜丘

101 今西　大心 ｲﾏﾆｼ ﾀｲｼﾝ 男子 1 宮　城 三条

105 荒川　蒼空 ｱﾗｶﾜ ｿﾗ 男子 1 宮　城 三条

1043 古川　壮太 ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ 男子 1 09 宮　城 山田

2072 髙橋　玲於 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 男子 1 09 宮　城 寺岡

2075 髙橋　弘太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 男子 1 10 宮　城 寺岡

605 津田　桜雅 ﾂﾀﾞ ｵｳｶﾞ 男子 1 09 宮　城 七郷

601 安部　勇威 ｱﾝﾍﾞ ﾕｳｲ 男子 1 09 宮　城 七郷

1715 大久保　政宗 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾑﾈ 男子 1 09 宮　城 七北田

1718 髙木　新翔 ﾀｶｷﾞ ｱﾗﾄ 男子 1 09 宮　城 七北田

1803 泰田　宇宙 ﾀｲﾃﾞﾝ ｿﾗ 男子 1 宮　城 将監

1811 朝倉　大翔 ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾄ 男子 1 宮　城 将監

2468 阿部　礼王音 ｱﾍﾞ ﾚｵﾄ 男子 1 09 宮　城 松陵

137 松浦　悠成 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｾｲ 男子 1 09 宮　城 上杉山

130 渡邊　涼 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 1 09 宮　城 上杉山

1411 津田　勇岳 ﾂﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 男子 1 09 宮　城 西山

1409 髙田　慶太郎 ﾀｶﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 09 宮　城 西山

726 佐々木　翔馬 ｻｻｷ ｼｮｳﾏ 男子 1 宮　城 西多賀

728 横田　丈忠 ﾖｺﾀ ｼﾞｮｳﾀ 男子 1 宮　城 西多賀

9375 上島　聡介 ｶﾐｼﾏ ｿｳｽｹ 男子 1 宮　城 青陵

1263 木幡　瞬 ｺﾊﾀ ｼｭﾝ 男子 1 宮　城 折立

1264 坂上　海翔 ｻｶｶﾞﾐ ｶｲﾄ 男子 1 宮　城 折立

38 森本　樂 ﾓﾘﾓﾄ ｺﾉﾑ 男子 1 09 宮　城 仙台一

11 森川　雄貴 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｷ 男子 1 09 宮　城 仙台一

527 石井　大地 ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ 男子 1 宮　城 仙台中田

536 大森　光翔 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾄ 男子 1 宮　城 仙台中田

65 田林　千里 ﾀﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ 男子 1 09 宮　城 仙台二

64 竹丸　大輝 ﾀｹﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 男子 1 09 宮　城 仙台二

9451 齊藤　諒和 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾜ 男子 1 宮　城 仙台二華

9454 関　馨太朗 ｾｷ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 宮　城 仙台二華

1210 氣田　勇士 ｹﾀ ﾕｳｼ 男子 1 宮　城 袋原

1207 椛澤　亮 ｶﾊﾞｻﾜ ﾘｮｳ 男子 1 宮　城 袋原

855 髙橋　朔 ﾀｶﾊｼ ｻｸ 男子 1 09 宮　城 台原

853 齋藤　龍宏 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾋﾛ 男子 1 09 宮　城 台原

1485 石垣　　蓮 ｲｼｶﾞｷ  ﾚﾝ 男子 1 09 宮　城 大沢

1487 岩村　　皇輝 ｲﾜﾑﾗ  ｺｳｷ 男子 1 09 宮　城 大沢

1007 後藤　駿弥 ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝﾔ 男子 1 09 宮　城 中山

1003 髙橋　颯人 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 男子 1 09 宮　城 中山

1194 及川　悠陽 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾋ 男子 1 09 宮　城 中野

512 鈴木　諒 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 男子 1 宮　城 長町

500 菅原　大翔 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 男子 1 宮　城 長町

2033 原田　昴 ﾊﾗﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 男子 1 宮　城 鶴が丘

319 柳澤　明幸 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕｷ 男子 1 宮　城 東華

318 菅原　匠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 男子 1 宮　城 東華
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9564 本郷　裕也 ﾎﾝｺﾞｳ ﾋﾛﾔ 男子 1 宮　城 東仙台

9566 鈴木　蒼翔 ｽｽﾞｷ ｱｵﾄ 男子 1 宮　城 東仙台

2610 高橋　琥太郎 ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ 男子 1 宮　城 東北学院

2613 神宮寺　涼介 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 宮　城 東北学院

1842 伊東　虎亜 ｲﾄｳ ｺｱ 男子 1 宮　城 南光台

1853 寺島　颯哉 ﾃﾗｼﾞﾏ ｿｳﾔ 男子 1 宮　城 南光台

444 小島　史也 ｺｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 男子 1 09 宮　城 南小泉

468 山縣　凜久 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｸ 男子 1 09 宮　城 南小泉

2224 鹿野　央護 ｼｶﾉ ﾏﾓﾙ 男子 1 09 宮　城 南中山

2218 福嶋　吟二 ﾌｸｼﾏ ｷﾞﾝｼﾞ 男子 1 09 宮　城 南中山

1768 池田　陽翔 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 1 宮　城 八乙女

1764 髙橋　侑大 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 1 宮　城 八乙女

414 森　颯馬 ﾓﾘ ｿｳﾏ 男子 1 宮　城 八軒

415 八巻　涼太 ﾔﾏｷ ﾘｮｳﾀ 男子 1 宮　城 八軒

973 立花　勝斗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄ 男子 1 09 宮　城 八木山

9851 作並　蒼梧 ｻｸﾅﾐ ｿｳｺﾞ 男子 1 宮　城 富沢

2187 小池　健星 ｺｲｹ ｹﾝｾｲ 男子 1 宮　城 富沢

1529 星　暁音 ﾎｼ ｱｶﾈ 男子 1 宮　城 附属

1533 佐藤　誠真 ｻﾄｳ ｾｲﾏ 男子 1 宮　城 附属

883 佐々木　蹴太 ｻｻｷ ｼｭｳﾀ 男子 1 09 宮　城 北仙台

884 清水　晴喜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 男子 1 09 宮　城 北仙台

2261 太田　春親 ｵｵﾀ ﾊﾙﾁｶ 男子 1 宮　城 茂庭台

2495 大村　宥太 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 1 09 宮　城 柳生

2491 海上　直輝 ｶｲｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 男子 1 09 宮　城 柳生

595 沼畑　岳人 ﾇﾏﾊﾀ ｶﾞｸﾄ 男子 1 09 宮　城 六郷

594 沼澤　颯真 ﾇﾏｻﾞﾜ ｿｳﾏ 男子 1 09 宮　城 六郷
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1348 橋本　賢人 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 男子 2 08 宮　城 沖野

1347 後藤　琉雅 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 男子 2 09 宮　城 沖野

1933 遠藤　幸聖 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 男子 2 宮　城 加茂

1931 石塚　大翔 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ 男子 2 宮　城 加茂

1086 吉野　天翔 ﾖｼﾉ ﾂﾊﾞｻ 男子 2 宮　城 蒲町

1083 髙橋　煌太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 男子 2 宮　城 蒲町

2538 竹内　貴継 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾂｸﾞ 男子 2 宮　城 館

2547 恩河　航琉 ｵﾝｶﾞ ﾜﾀﾙ 男子 2 宮　城 館

711 谷川　蓮 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚﾝ 男子 2 宮　城 岩切

689 佐々木　晶斗 ｻｻｷ ｱｷﾄ 男子 2 宮　城 岩切

225 沼田　昌磨 ﾇﾏﾀ ｼｮｳﾏ 男子 2 08 宮　城 宮城野

232 佐々木　舜耶 ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ 男子 2 08 宮　城 宮城野

9522 山内　颯太 ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾀ 男子 2 宮　城 錦ヶ丘

9531 赤平　悠吏 ｱｶﾋﾗ ﾕｳﾘ 男子 2 宮　城 錦ヶ丘

831 齋藤　朔也 ｻｲﾄｳ ｻｸﾔ 男子 2 08 宮　城 郡山

818 内海　煌雅 ｳﾂﾐ ｺｳｶﾞ 男子 2 08 宮　城 郡山

322 小野　ネスタ ｵﾉ ﾈｽﾀ 男子 2 宮　城 五橋

321 秋山　健太 ｱｷﾔﾏ ｹﾝﾀ 男子 2 宮　城 五橋

182 安積　祐希 ｱｻｶ ﾕｳｷ 男子 2 宮　城 五城

192 橋本　昂弥 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾔ 男子 2 宮　城 五城

1317 稲垣　勇斗 ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 男子 2 08 宮　城 幸町

1454 佐藤　斗和 ｻﾄｳ ﾄﾜ 男子 2 09 宮　城 広瀬

1450 多田　悠人 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 09 宮　城 広瀬

2313 髙橋　李旺 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 男子 2 08 宮　城 高森

1728 髙橋　比呂 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛ 男子 2 宮　城 根白石

1129 髙橋　叶翔 ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ 男子 2 宮　城 桜丘

1125 佐藤　文 ｻﾄｳ ﾌﾞﾝﾀ 男子 2 宮　城 桜丘

81 星　俊太郎 ﾎｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 2 宮　城 三条

87 岡田　遥斗 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 2 宮　城 三条

2050 遠藤　泰史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 男子 2 08 宮　城 寺岡

2054 大宮　叶真 ｵｵﾐﾔ ｷｮｳﾏ 男子 2 08 宮　城 寺岡

632 米澤　蓮 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾚﾝ 男子 2 08 宮　城 七郷

631 細谷　麗夢 ﾎｿﾔ ﾗｲﾑ 男子 2 08 宮　城 七郷

1695 大塚　誠士朗 ｵｵﾂｶ ｾｲｼﾞﾛｳ 男子 2 08 宮　城 七北田

1694 八巻　凪 ﾔﾏｷ ﾅｷﾞ 男子 2 08 宮　城 七北田

1832 三浦　惟 ﾐｳﾗ ﾕｲ 男子 2 宮　城 将監

1820 阿部　優真 ｱﾍﾞ ﾕｳﾏ 男子 2 宮　城 将監

2686 山岡　陽平 ﾔﾏｵｶ ﾖｳﾍｲ 男子 2 宮　城 尚絅

2466 佐藤　晃大 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 男子 2 08 宮　城 松陵

156 遠藤　圭太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 男子 2 09 宮　城 上杉山

136 淺村　将裕 ｱｻﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 2 08 宮　城 上杉山

752 黒田　俊介 ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 宮　城 西多賀

1273 岩渕　凜空 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｸ 男子 2 宮　城 折立

1277 底田　莉玖 ｿｺﾀ ﾘｸ 男子 2 宮　城 折立

34 吉川　隼叶 ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 男子 2 08 宮　城 仙台一

10 山口　瑛士 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼ 男子 2 08 宮　城 仙台一

522 菅野　剛 ｶﾝﾉ ｺﾞｳ 男子 2 宮　城 仙台中田

524 野村　政宗 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾑﾈ 男子 2 宮　城 仙台中田

75 吉田　大翔 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 2 09 宮　城 仙台二

1201 浅野　航也 ｱｻﾉ ｺｳﾔ 男子 2 宮　城 袋原

1202 遠藤　大志 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 男子 2 宮　城 袋原

850 鈴木　佑馬 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 男子 2 08 宮　城 台原

852 曽根　大誠 ｿﾈ ﾀｲｾｲ 男子 2 08 宮　城 台原

1515 早坂　　夢逢 ﾊﾔｻｶ  ﾕｱ 男子 2 08 宮　城 大沢

1503 伊藤　　道陽 ｲﾄｳ  ﾐﾁﾊﾙ 男子 2 08 宮　城 大沢

1038 鈴木　陸斗 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 男子 2 09 宮　城 中山

1030 櫻井　翔太 ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀ 男子 2 08 宮　城 中山

2123 阿部　陽太 ｱﾍﾞ ﾖｳﾀ 男子 2 宮　城 長命ｹ丘

2127 髙橋　良輔 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 男子 2 宮　城 長命ｹ丘

2002 八巻　瑛都 ﾔﾏｷ ｴｲﾄ 男子 2 08 宮　城 鶴が丘

2330 安藤　禅 ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾞﾝ 男子 2 08 宮　城 田子

2345 石橋　遊闘 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ 男子 2 09 宮　城 田子

251 髙橋　侑真 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 2 宮　城 東仙台

270 髙橋　朱雀 ﾀｶﾊｼ ｽｻﾞｸ 男子 2 宮　城 東仙台

2607 伏見　悠汰 ﾌｼﾐ ﾕｳﾀ 男子 2 宮　城 東北学院

2606 福田　蒼馬 ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾏ 男子 2 宮　城 東北学院

1878 松田　龍空 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ 男子 2 宮　城 南光台

475 大谷　梗一郎 ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 男子 2 08 宮　城 南小泉
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477 三浦　悠也 ﾐｳﾗ ﾕｳﾔ 男子 2 08 宮　城 南小泉

2213 佐藤　琉生 ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 男子 2 08 宮　城 南中山

2211 須田　知輝 ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 男子 2 08 宮　城 南中山

1799 大羽　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 男子 2 宮　城 八乙女

9682 佐藤　貫太 ｻﾄｳ ｶﾝﾀ 男子 2 宮　城 八乙女

431 福井　柚葵 ﾌｸｲ ﾕｽﾞｷ 男子 2 宮　城 八軒

425 早坂　竜 ﾊﾔｻｶ ﾘｭｳ 男子 2 宮　城 八軒

983 沓澤　礼望 ｸﾂｻﾞﾜ ﾚﾉ 男子 2 08 宮　城 八木山

2173 下山　英天 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 男子 2 宮　城 富沢

2178 中村　凱 ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｲ 男子 2 宮　城 富沢

1524 矢口　智也 ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 男子 2 宮　城 附属

2245 山﨑　琉希 ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｷ 男子 2 宮　城 茂庭台

2488 佐藤　隼斗 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 2 08 宮　城 柳生
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2785 中村　匠志 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 男子 2 宮　城 ウルスラ

1333 大内　悠惺 ｵｵｳﾁ ﾕｳｾｲ 男子 1 09 宮　城 沖野

1331 佐々木　大志 ｻｻｷ ﾀｲｼ 男子 1 09 宮　城 沖野

1932 稲富　勇雅 ｲﾅﾄﾐ ﾕｳｶﾞ 男子 2 宮　城 加茂

1940 細尾　玲央 ﾎｿｵ ﾚｵ 男子 1 宮　城 加茂

2541 藤原　綾大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 2 宮　城 館

2537 金田　昊空 ｶﾈﾀﾞ ｿﾗ 男子 2 宮　城 館

202 武田　雄太 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 2 08 宮　城 宮城野

233 吉田　令 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 男子 2 08 宮　城 宮城野

826 日脇　透也 ﾋﾜｷ ﾄｳﾔ 男子 2 08 宮　城 郡山

833 佐藤　温斗 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 2 08 宮　城 郡山

348 熊谷　柊佑 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳ 男子 1 宮　城 五橋

185 折腹　心洸 ｵﾘﾊﾗ ﾐｻｷ 男子 2 宮　城 五城

191 谷川　槍太 ﾀﾆｶﾜ ｿｳﾀ 男子 2 宮　城 五城

9806 板垣　凜太朗 ｲﾀｶﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 1 09 宮　城 広瀬

9804 佐々木　悠陽 ｻｻｷ ﾊﾙﾋ 男子 1 10 宮　城 広瀬

658 島田　祐羽人 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 宮　城 高砂

665 浅野　透利 ｱｻﾉ ﾄｵﾘ 男子 1 宮　城 高砂

2284 川上　眞広 ｶﾜｶﾐ ﾏﾋﾛ 男子 1 10 宮　城 高森

2285 久保田　穣 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾀｶ 男子 1 09 宮　城 高森

1145 生越　真宙 ｷｺﾞｼ ﾏﾋﾛ 男子 2 宮　城 桜丘

1131 佐々木　大志 ｻｻｷ ﾀｲｼ 男子 1 宮　城 桜丘

104 新井　大登 ｱﾗｲ ﾋﾛﾄ 男子 1 宮　城 三条

102 大宮　　安二 ｵｵﾐﾔ ｱﾝｼﾞ 男子 1 宮　城 三条

1074 立山　恵太朗 ﾀﾃﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 男子 2 08 宮　城 山田

2052 武藤　悠生 ﾑﾄｳ ﾕｳｷ 男子 2 08 宮　城 寺岡

2051 佐々木　遼太 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ 男子 2 08 宮　城 寺岡

603 佐藤　誠一朗 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 男子 1 10 宮　城 七郷

606 宮澤　凪 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｷﾞ 男子 1 09 宮　城 七郷

1708 髙橋　応 ﾀｶﾊｼ ｱﾀﾙ 男子 2 08 宮　城 七北田

1713 渡辺　真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 男子 2 09 宮　城 七北田

1808 高橋　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 男子 2 宮　城 将監

1801 小池　康太 ｺｲｹ ｺｳﾀ 男子 1 宮　城 将監

121 酒井　駿 ｻｶｲ ｼｭﾝ 男子 2 08 宮　城 上杉山

1416 矢吹　健 ﾔﾌﾞｷ ﾀｹﾙ 男子 1 09 宮　城 西山

1414 菅原　漱之介 ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾉｽｹ 男子 1 09 宮　城 西山

725 支倉　新太 ﾊｾｸﾗ ｱﾗﾀ 男子 1 宮　城 西多賀

727 喜多村　皆里 ｷﾀﾑﾗ ｶｲﾘ 男子 1 宮　城 西多賀

9374 鰕名　奏佑 ｴﾋﾞﾅ ｿｳ 男子 1 宮　城 青陵

9377 遠藤　晴太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾀ 男子 1 宮　城 青陵

1272 安達　白斗 ｱﾀﾞﾁ ﾊｸﾄ 男子 2 宮　城 折立

1268 大坪　愛辺流 ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾍﾞﾙ 男子 1 宮　城 折立

13 八重畑　宗太郞 ﾔｴﾊﾀ ｿｳﾀﾛｳ 男子 1 09 宮　城 仙台一

529 髙橋　正徳 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 男子 2 宮　城 仙台中田

531 小畑　魁斗 ｵﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 男子 2 宮　城 仙台中田

63 高橋　凰介 ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ 男子 1 09 宮　城 仙台二

74 手塚　渓介 ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 男子 2 08 宮　城 仙台二

9447 田口　撞真 ﾀｸﾞﾁ ﾄｳﾏ 男子 2 宮　城 仙台二華

1203 伊藤　碧弥 ｲﾄｳ ｱﾏﾈ 男子 2 宮　城 袋原

1204 菊地　羚孔 ｷｸﾁ ﾘｸ 男子 2 宮　城 袋原

862 皆川　椋哉 ﾐﾅｶﾜ ﾘｮｳﾔ 男子 2 08 宮　城 台原

849 高橋　洋翔 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 男子 1 09 宮　城 台原

1484 奥田　　颯来 ｵｸﾀﾞ  ｿﾗ 男子 1 09 宮　城 大沢

1036 遠藤　真輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 男子 2 08 宮　城 中山

1005 富田　時鈴 ﾄﾐﾀ ｼｸﾞﾚ 男子 1 09 宮　城 中山

1184 梅津　逞 ｳﾒﾂ ﾀｸﾏ 男子 2 08 宮　城 中野

496 斉藤　颯太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 男子 2 宮　城 長町

505 中戸川　拓真 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 男子 1 宮　城 長町

2001 阿保　舟逢 ｱﾎﾞ ｼｭﾎｳ 男子 2 08 宮　城 鶴が丘

290 佐藤　賢斗 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 男子 2 宮　城 東華

316 長尾　光多 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾀ 男子 1 宮　城 東華

258 紺野　龍太郎 ｺﾝﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 2 宮　城 東仙台

9563 渡部　大和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 男子 1 宮　城 東仙台

2603 千葉　佳大 ﾁﾊﾞ ｹｲﾀ 男子 2 宮　城 東北学院

1851 水間　和宗 ﾐｽﾞﾏ ｶｽﾞﾑﾈ 男子 1 宮　城 南光台

1855 小野　雅斗 ｵﾉ ﾏｻﾄ 男子 1 宮　城 南光台

2221 菅井　俐雄 ｽｶﾞｲ ﾘｵ 男子 1 09 宮　城 南中山

2223 早川　令真 ﾊﾔｶﾜ ﾊﾙﾏ 男子 1 09 宮　城 南中山
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1790 北川　蒼 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｵｲ 男子 2 宮　城 八乙女

1770 嶺岸　悠翔 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 男子 2 宮　城 八乙女

433 三浦　大雅 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 2 宮　城 八軒

411 菅野　直輝 ｶﾝﾉ ﾅｵｷ 男子 1 宮　城 八軒

9841 石塚　壮馬 ｲｼﾂｶ ｿｳﾏ 男子 2 宮　城 富沢

9858 土屋　玲 ﾂﾁﾔ ﾚｲ 男子 1 宮　城 富沢

1530 安達　玲緒 ｱﾀﾞﾁ ﾚｵ 男子 1 宮　城 附属

2255 菅原　司 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂｶｻ 男子 2 宮　城 茂庭台

2516 結城　遥友 ﾕｳｷ ﾊﾙﾄ 男子 1 09 宮　城 柳生
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1350 菊地　泰世 ｷｸﾁ ﾀｲｾｲ 男子 2 08 宮　城 沖野

1351 熊坂　大雅 ｸﾏｻｶ ﾀｲｶﾞ 男子 2 08 宮　城 沖野

1084 平田　佑輔 ﾋﾗﾀ ﾕｳｽｹ 男子 2 宮　城 蒲町

2539 三浦　毅大 ﾐｳﾗ ﾄｼﾋﾛ 男子 2 宮　城 館

2540 辻村　麗穏 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾚｵﾝ 男子 2 宮　城 館

209 髙橋　優希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 男子 2 08 宮　城 宮城野

218 松本　琉生 ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ 男子 2 08 宮　城 宮城野

834 渡邉　秀人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄ 男子 2 08 宮　城 郡山

9771 菅野　有希 ｶﾝﾉ ﾕｳｷ 男子 2 08 宮　城 郡山

355 桑原　巧成 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｾｲ 男子 1 宮　城 五橋

349 菊池　礼希 ｷｸﾁ ﾋﾛｷ 男子 1 宮　城 五橋

170 小野寺　　航大 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 男子 1 宮　城 五城

197 島田　太一 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲﾁ 男子 2 宮　城 五城

1884 齋藤　優歩 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾎ 男子 1 09 宮　城 向陽台

1448 伊藤　源太 ｲﾄｳ ｹﾞﾝﾀ 男子 1 09 宮　城 広瀬

1459 清水嶋　恭介 ｼﾐｽﾞｼﾏ ｷｮｳｽｹ 男子 1 10 宮　城 広瀬

1072 洞澤　雄 ﾎﾗｻﾜ ﾕｳ 男子 2 08 宮　城 山田

610 菊地　伯 ｷｸﾁ ﾊｸ 男子 1 10 宮　城 七郷

608 遠藤　司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 男子 1 10 宮　城 七郷

1707 鈴木　陽仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 男子 2 08 宮　城 七北田

1703 櫻井　大翔 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄ 男子 2 08 宮　城 七北田

148 鈴木　悠己人 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾄ 男子 1 09 宮　城 上杉山

9396 佐藤　航太郎 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 宮　城 青陵

1265 齋藤　優樹 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 男子 1 宮　城 折立

534 大友　敦貴 ｵｵﾄﾓ ｱﾂｷ 男子 2 宮　城 仙台中田

526 大森　一翔 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾄ 男子 2 宮　城 仙台中田

77 中嶋　一馬 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ 男子 2 09 宮　城 仙台二

73 中野　淳 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝ 男子 2 08 宮　城 仙台二

1502 大岩　瑶太 ｵｵｲﾜ ﾖｳﾀ 男子 2 08 宮　城 大沢

1022 小島　律 ｺｼﾞﾏ ﾘﾂ 男子 2 08 宮　城 中山

1029 山中　琥太朗 ﾔﾏﾅｶ ｺﾀﾛｳ 男子 2 09 宮　城 中山

2121 横田　樂 ﾖｺﾀ ｶﾞｸ 男子 2 宮　城 長命ｹ丘

9568 森　慧翔 ﾓﾘ ｹｲﾄ 男子 1 宮　城 東仙台

264 齋藤　凜太郎 ｻｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 2 宮　城 東仙台

2219 菊地　裕陽 ｷｸﾁ ﾕｳﾋ 男子 1 09 宮　城 南中山

2220 安倍　徠斗 ｱﾝﾊﾞｲ ﾗｲﾄ 男子 1 09 宮　城 南中山

9842 菊田　瑛心 ｷｸﾀ ｴｲｼﾝ 男子 2 宮　城 富沢

2186 菊地　優 ｷｸﾁ ﾕｳ 男子 2 宮　城 富沢

1534 中川　瑞基 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 1 宮　城 附属

1528 水野　悠麻 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾏ 男子 1 宮　城 附属

563 阿部　龍人 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 2 08 宮　城 六郷
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1355 幸野　天織 ｺｳﾉ ﾐｵﾘ 男子 2 08 宮　城 沖野

1335 加々美　翔空 ｶｶﾞﾐ ﾄｱ 男子 1 09 宮　城 沖野

230 浅野　彌弥 ｱｻﾉ ｱﾏﾈ 男子 1 09 宮　城 宮城野

228 菅原　武斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾄ 男子 1 09 宮　城 宮城野

9529 竹内　樹生 ﾀｹｳﾁ ｲﾂｷ 男子 2 宮　城 錦ヶ丘

9532 鈴木　葉介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 男子 2 宮　城 錦ヶ丘

838 富野　陽暉 ﾄﾐﾉ ﾊﾙｷ 男子 2 08 宮　城 郡山

9767 菊池　凌太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 2 08 宮　城 郡山

326 早坂　享大 ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 宮　城 五橋

352 苅部　隼人 ｶﾙﾍﾞ ﾊﾔﾄ 男子 1 宮　城 五橋

173 小笠原　拓人 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾄ 男子 1 宮　城 五城

174 四倉　優太 ﾖﾂｸﾗ ﾕｳﾀ 男子 1 宮　城 五城

1319 中村　虎生 ﾅｶﾑﾗ ｺｳ 男子 2 08 宮　城 幸町

1318 齋藤　心一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 男子 2 09 宮　城 幸町

1441 秋元　義輝 ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ 男子 2 08 宮　城 広瀬

1455 松島　昊大 ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 08 宮　城 広瀬

2316 石田　　晃資 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 2 08 宮　城 高森

1726 鯉沼　実 ｺｲﾇﾏ ﾐﾉﾙ 男子 2 宮　城 根白石

1136 半澤　新 ﾊﾝｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 男子 2 宮　城 桜丘

1146 後藤　諒成 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｾｲ 男子 1 宮　城 桜丘

106 吉野　諒 ﾖｼﾉ ﾘｮｳ 男子 1 宮　城 三条

1071 海野　蒼介 ｳﾝﾉ ｿｳｽｹ 男子 2 08 宮　城 山田

2070 大内　朝日 ｵｵｳﾁ ｱｻﾋ 男子 1 09 宮　城 寺岡

2077 岩崎　智樹 ｲﾜｻｷ ﾄﾓｷ 男子 1 09 宮　城 寺岡

633 森山　倖正 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｾｲ 男子 2 09 宮　城 七郷

604 高木　駿一 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｲﾁ 男子 1 10 宮　城 七郷

1705 庄司　優斗 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾄ 男子 2 08 宮　城 七北田

1710 辻川　惇 ﾂｼﾞｶﾜ ﾏｺﾄ 男子 2 08 宮　城 七北田

1813 庄司　俊夢 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾑ 男子 1 宮　城 将監

1831 田邊　笑門 ﾀﾅﾍﾞ ｴﾓﾝ 男子 2 宮　城 将監

2681 田中　悠貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男子 2 宮　城 尚絅

157 松田　連 ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝ 男子 2 08 宮　城 上杉山

143 佐藤　有 ｻﾄｳ ｱﾙ 男子 1 10 宮　城 上杉山

1410 髙橋　昇昊 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ 男子 1 09 宮　城 西山

9372 岡崎　駿 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝ 男子 1 宮　城 青陵

9376 安彦　惟音 ｱﾋｺ ｲｵﾝ 男子 1 宮　城 青陵

9725 安藤　悠 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 男子 1 10 宮　城 仙台一

9724 亀井　崇生 ｶﾒｲ ｼｭｳ 男子 1 09 宮　城 仙台一

537 佐藤　瑛太 ｻﾄｳ ｴｲﾀ 男子 2 宮　城 仙台中田

9444 楠美　希空 ｸｽﾐ ﾉｱ 男子 2 宮　城 仙台二華

1514 早坂　　一冴 ﾊﾔｻｶ  ｲｯｻ 男子 2 08 宮　城 大沢

1486 安藤　　浩介 ｱﾝﾄﾞｳ  ｺｳｽｹ 男子 2 08 宮　城 大沢

1006 栗本　千颯 ｸﾘﾓﾄ ｶｽﾞｻ 男子 1 09 宮　城 中山

1009 十河　周士 ｿｺﾞｳ ｼｭｳﾄ 男子 1 09 宮　城 中山

2010 加藤　陸斗 ｶﾄｳ ﾘｸﾄ 男子 2 08 宮　城 鶴が丘

2034 三浦　颯真 ﾐｳﾗ ｿｳﾏ 男子 1 宮　城 鶴が丘

2346 関　健太朗 ｾｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 2 09 宮　城 田子

313 堤　煌 ﾂﾂﾐ ﾋｶﾙ 男子 1 宮　城 東華

252 千葉　凱斗 ﾁﾊﾞ ｶｲﾄ 男子 2 宮　城 東仙台

271 沼倉　誠真 ﾇﾏｸﾗ ｾｲﾏ 男子 2 宮　城 東仙台

2601 伊藤　彰吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 宮　城 東北学院

1849 松橋　海斗 ﾏﾂﾊｼ ｶｲﾄ 男子 1 宮　城 南光台

466 檜森　歩武 ﾋﾓﾘ ｱﾕﾑ 男子 1 09 宮　城 南小泉

2209 渡辺　心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 男子 2 08 宮　城 南中山

2212 笹平　空駕 ｻｻﾋﾗ ｸｳｶﾞ 男子 2 08 宮　城 南中山

412 大友 　颯士 ｵｵﾄﾓ ｿｳｼ 男子 1 宮　城 八軒

982 鈴木　秋翔 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾄ 男子 2 08 宮　城 八木山

9844 大山　雅聖 ｵｵﾔﾏ ﾏｻﾄ 男子 2 宮　城 富沢

9849 梅澤　温 ｳﾒｻﾞﾜ ｵﾝ 男子 1 宮　城 富沢

2511 菅原　冬伍 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｳｺﾞ 男子 1 10 宮　城 柳生

2503 深谷　颯眞 ﾌｶﾔ ｿｳﾏ 男子 2 09 宮　城 柳生

590 吉田　翔 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 男子 1 09 宮　城 六郷
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1349 小野寺　敦己 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｷ 男子 2 08 宮　城 沖野

1336 佐藤　志 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 男子 1 10 宮　城 沖野

1937 金泉　昊樹 ｶﾅｲｽﾞﾐ ｺｳｷ 男子 1 宮　城 加茂

1939 平地　竜輝 ﾋﾗﾁ ﾘｭｳｷ 男子 1 宮　城 加茂

1088 新山　未来翔 ﾆｲﾔﾏ ﾐｷﾄ 男子 2 宮　城 蒲町

708 田中　達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 男子 2 宮　城 岩切

714 藤原　伊吹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 1 宮　城 岩切

204 鈴木　優陽 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ 男子 1 09 宮　城 宮城野

210 阿部　隼人 ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 男子 1 09 宮　城 宮城野

9523 熊谷　涼真 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾏ 男子 2 宮　城 錦ヶ丘

9524 佐藤　琉音 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾄ 男子 2 宮　城 錦ヶ丘

9782 武山　英翔 ﾀｹﾔﾏ ｴｲﾄ 男子 1 09 宮　城 郡山

9761 玉渕　晴哉 ﾀﾏﾌﾞﾁ ﾊﾙﾔ 男子 2 08 宮　城 郡山

353 菊地　晴空 ｷｸﾁ ﾊﾙｸ 男子 1 宮　城 五橋

350 阿部　侑斗 ｱﾍﾞ ﾕｲﾄ 男子 1 宮　城 五橋

184 大場　天翔 ｵｵﾊﾞ ｱﾏﾄ 男子 2 宮　城 五城

171 髙橋　悠 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 男子 1 宮　城 五城

1885 細谷　倖介 ﾎｿﾔ ｺｳｽｹ 男子 1 09 宮　城 向陽台

1286 柴田　将宗 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾑﾈ 男子 1 09 宮　城 幸町

1289 佐々木　空汰 ｻｻｷ ｿﾗﾀ 男子 1 09 宮　城 幸町

1445 渡邉　陽向 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 男子 2 09 宮　城 広瀬

1480 鈴木　琉世 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 1 09 宮　城 広瀬

667 山口　歩夢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 男子 1 宮　城 高砂

2315 石川　　遥斗 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 男子 2 08 宮　城 高森

2287 河西　晃宏 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾋﾛ 男子 1 09 宮　城 高森

1140 大友　綾斗 ｵｵﾄﾓ ｱﾔﾄ 男子 1 宮　城 桜丘

1126 田村　湊士 ﾀﾑﾗ ｿｳｼ 男子 2 宮　城 桜丘

103 若生　結一 ﾜｺｳ ﾕｳｲﾁ 男子 1 宮　城 三条

1073 浅野　瑛太 ｱｻﾉ ｴｲﾀ 男子 2 08 宮　城 山田

2074 髙橋　瑛飛 ﾀｶﾊｼ ｴｲﾄ 男子 1 09 宮　城 寺岡

2053 浅野　公哉 ｱｻﾉ ｷﾐﾔ 男子 2 08 宮　城 寺岡

602 沖村　碧 ｵｷﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ 男子 1 10 宮　城 七郷

607 阿部　鴻志 ｱﾍﾞ ｺｳｼ 男子 1 09 宮　城 七郷

1711 福王　健太 ﾌｸｵｳ ｹﾝﾀ 男子 2 09 宮　城 七北田

1716 佐藤　環 ｻﾄｳ ﾀﾏｷ 男子 1 09 宮　城 七北田

1804 上村　悠瑳 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｻ 男子 2 宮　城 将監

1807 田中　堅都 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 男子 2 宮　城 将監

158 山口　颯太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 男子 2 08 宮　城 上杉山

155 安藝　瑛太 ｱｷ ｴｲﾀ 男子 2 08 宮　城 上杉山

1417 髙橋　義人 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄ 男子 1 10 宮　城 西山

1407 新田　遥希 ﾆｯﾀ ﾊﾙｷ 男子 1 09 宮　城 西山

730 當真　湊介 ﾄｳﾏ ｿｳｽｹ 男子 1 宮　城 西多賀

9395 遠藤　駿 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 男子 2 宮　城 青陵

9378 木村　光希 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 男子 1 宮　城 青陵

1280 安田　光助 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 2 宮　城 折立

9721 丸野内　大悟 ﾏﾙﾉｳﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 1 09 宮　城 仙台一

3 梅津　遼太郎 ｳﾒﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 2 08 宮　城 仙台一

542 菅野　英多 ｶﾝﾉ ｴｲﾀ 男子 2 宮　城 仙台中田

540 菅原　陽太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｳﾀ 男子 1 宮　城 仙台中田

9446 鈴木　創一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 2 宮　城 仙台二華

9445 佐藤　蹴太 ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ 男子 2 宮　城 仙台二華

854 須田　朋哉 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 男子 1 10 宮　城 台原

1481 佐藤　　琉生 ｻﾄｳ  ﾙｲ 男子 1 09 宮　城 大沢

1482 荒井　　佑 ｱﾗｲ  ﾀｽｸ 男子 1 10 宮　城 大沢

1037 竹内　友仁 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾋﾄ 男子 2 08 宮　城 中山

1031 佐藤　徹平 ｻﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 2 08 宮　城 中山

1193 早坂　世韻 ﾊﾔｻｶ ｾｲﾝ 男子 2 08 宮　城 中野

1195 石田　莱志 ｲｼﾀﾞ ﾗｲｼ 男子 1 09 宮　城 中野

498 小野　巧人 ｵﾉ ﾀｸﾄ 男子 1 宮　城 長町

508 黒澤　快 ｸﾛｻﾜ ｺｺﾛ 男子 1 宮　城 長町

2124 熊谷　理玖 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｸ 男子 2 宮　城 長命ｹ丘

2125 志賀　叶翔 ｼｶﾞ ｶﾅﾄ 男子 2 宮　城 長命ｹ丘

2007 小原　泰斗 ｵﾊﾞﾗ ﾀｲﾄ 男子 2 08 宮　城 鶴が丘

2037 片岡　琉希也 ｶﾀｵｶ ﾙｷﾔ 男子 1 宮　城 鶴が丘

2332 佐藤　叶夢 ｻﾄｳ ｶﾅﾒ 男子 2 08 宮　城 田子

2331 井出　聖杜 ｲﾃﾞ ｷﾖﾄ 男子 2 08 宮　城 田子

310 遊佐　友哉 ﾕｻ ﾄﾓﾔ 男子 2 宮　城 東華

317 村上　政敬 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ 男子 1 宮　城 東華
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9573 髙橋　悠有 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｱ 男子 1 宮　城 東仙台

2609 岩松　直太郎 ｲﾜﾏﾂ ﾅｵﾀﾛｳ 男子 1 宮　城 東北学院

1843 大泉　諒輔 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 宮　城 南光台

448 鶴巻　夏希 ﾂﾙﾏｷ ﾅﾂｷ 男子 1 09 宮　城 南小泉

441 阿部　陽登 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 男子 1 09 宮　城 南小泉

2231 大森　奏汰 ｵｵﾓﾘ ｿｳﾀ 男子 1 09 宮　城 南中山

2229 本田　蒼生 ﾎﾝﾀﾞ ｱｵｲ 男子 1 09 宮　城 南中山

1766 佐藤　楓 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 男子 1 宮　城 八乙女

1767 松原　生吹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 2 宮　城 八乙女

427 清野　倫杜 ｾｲﾉ ﾘﾝﾄ 男子 2 宮　城 八軒

981 田村　一喜 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 2 09 宮　城 八木山

971 髙橋　和生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 男子 1 09 宮　城 八木山

2172 北山　幸士郎 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ 男子 2 宮　城 富沢

2180 三丸　琥生 ﾐﾏﾙ ｺｳ 男子 2 宮　城 富沢

1526 後藤　漱介 ｺﾞﾄｳ ｿｳｽｹ 男子 1 宮　城 附属

892 鈴木　悠世 ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 男子 2 08 宮　城 北仙台

894 宇山　黎 ｳﾔﾏ ﾚｲ 男子 2 08 宮　城 北仙台

2510 加茂　奏人 ｶﾓ ｶﾅﾄ 男子 1 09 宮　城 柳生

588 菅田　風海音 ｽｶﾞﾀ ﾌｳﾄ 男子 1 09 宮　城 六郷

586 佐藤　珀慧 ｻﾄｳ ﾊｸｴｲ 男子 1 09 宮　城 六郷
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1352 高橋　瑛汰 ﾀｶﾊｼ ｴｲﾀ 男子 2 08 宮　城 沖野

696 保科　蒼人 ﾎｼﾅ ｱｵﾄ 男子 1 宮　城 岩切

220 渡部　真成人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ 男子 1 10 宮　城 宮城野

9541 渋谷　環 ｼﾌﾞﾔ ﾀﾏｷ 男子 1 宮　城 錦ヶ丘

9762 藤本　将慧 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｴｲ 男子 2 08 宮　城 郡山

9773 紫竹　濯 ｼﾁｸ ｱﾛｳ 男子 2 08 宮　城 郡山

323 佐藤　健之助 ｻﾄｳ ｹﾝﾉｽｹ 男子 2 宮　城 五橋

198 手戸　勇河 ﾃﾄﾞ ﾕｳｶﾞ 男子 2 宮　城 五城

1882 遠藤　悠太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 男子 2 08 宮　城 向陽台

1883 大久保　拓郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾛｳ 男子 1 09 宮　城 向陽台

1316 矢野　匠望 ﾔﾉ ﾀｸﾐ 男子 2 08 宮　城 幸町

1458 琵琶坂　健大 ﾋﾞﾜｻｶ ｹﾝﾀ 男子 2 08 宮　城 広瀬

9807 山田　心誠 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 男子 1 09 宮　城 広瀬

2290 小松　東俊 ｺﾏﾂ ﾄｳｼｭﾝ 男子 1 10 宮　城 高森

1123 佐藤　凜生 ｻﾄｳ ﾘｵ 男子 1 宮　城 桜丘

1138 宮下　颯介 ﾐﾔｼﾀ ｿｳｽｹ 男子 1 宮　城 桜丘

82 國安　泰清 ｸﾆﾔｽ ﾀｲｾｲ 男子 2 宮　城 三条

86 平野　颯大 ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ 男子 2 宮　城 三条

2078 鈴木　佑馬 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 男子 1 10 宮　城 寺岡

2056 高橋　周佐 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ 男子 2 08 宮　城 寺岡

1806 武田　到 ﾀｹﾀﾞ ｲﾀﾙ 男子 2 宮　城 将監

1809 後藤　優太 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 1 宮　城 将監

135 田中　悠太 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 男子 2 08 宮　城 上杉山

1274 金須　瑠偉 ｷﾝｽ ﾙｲ 男子 2 宮　城 折立

6 佐藤　龍吾 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺﾞ 男子 2 08 宮　城 仙台一

19 米山　黎 ﾖﾈﾔﾏ ﾚｲ 男子 1 09 宮　城 仙台一

864 関　倫太郎 ｾｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 2 08 宮　城 台原

863 加藤　大登 ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 2 09 宮　城 台原

1033 千代谷　悠生 ﾁﾖﾔ ﾕｳｷ 男子 2 09 宮　城 中山

1190 佐藤　亮顕 ｻﾄｳ ﾘｮｳｹﾝ 男子 2 08 宮　城 中野

1196 高橋　空 ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 男子 1 09 宮　城 中野

511 黒田　琉斗 ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 1 宮　城 長町

2005 大江　陽斗 ｵｵｴ ﾊﾙﾄ 男子 2 08 宮　城 鶴が丘

294 伊藤　琉之介 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 宮　城 東華

266 元木　佑真 ﾓﾄｷ ﾕｳﾏ 男子 2 宮　城 東仙台

249 秀城　悠斗 ｼｭｳｷ ﾕｳﾄ 男子 2 宮　城 東仙台

2228 及川　清円 ｵｲｶﾜ ｷﾖﾏﾙ 男子 1 10 宮　城 南中山

1774 武藤　雄大 ﾑﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 2 宮　城 八乙女

984 薩日内　柊 ｻｯﾋﾟﾅｲ ｼｭｳ 男子 2 08 宮　城 八木山

2175 山下　悠杜 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ 男子 2 宮　城 富沢

9843 松浦　龍成 ﾏﾂｳﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 宮　城 富沢

1522 鈴木　聖史 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 男子 2 宮　城 附属

1535 簑輪　天 ﾐﾉﾜ ﾃﾝ 男子 1 宮　城 附属

584 尾形　謙 ｵｶﾞﾀ ｹﾝ 男子 1 09 宮　城 六郷
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中学共通男子110mH(0.914m/9.14m) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

2536 中島　龍人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 男子 2 宮　城 館

1452 叶　覚斗 ｶﾉｳ ｵｸﾄ 男子 2 09 宮　城 広瀬

1447 鈴木　珀斗 ｽｽﾞｷ ﾊｸﾄ 男子 2 09 宮　城 広瀬

1725 石井　侑貴 ｲｼｲ ﾕｳｷ 男子 2 宮　城 根白石

628 庄子　空杜 ｼｮｳｼﾞ ｿﾗﾄ 男子 2 08 宮　城 七郷

1704 佐藤　飛翔 ｻﾄｳ ﾋｼｮｳ 男子 2 08 宮　城 七北田

543 鈴木　奏大 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 男子 2 宮　城 仙台中田

72 佐藤　由希 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 男子 2 08 宮　城 仙台二

9443 岩佐　悠生 ｲﾜｻ ﾕｳｾｲ 男子 2 宮　城 仙台二華

1032 宍戸　優月 ｼｼﾄﾞ ﾕﾂﾞｷ 男子 2 08 宮　城 中山

1034 前田　佳祐 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 2 08 宮　城 中山

1191 大宮　澄人 ｵｵﾐﾔ ｽﾐﾄ 男子 2 08 宮　城 中野

295 柴崎　幸弥 ｼﾊﾞｻｷ ｺｳﾔ 男子 2 宮　城 東華

312 菅野　勇人 ｶﾝﾉ ﾕｳﾄ 男子 2 宮　城 東華

246 佐々木　曖斗 ｻｻｷ ｱｲﾄ 男子 2 宮　城 東仙台

272 山下　瑛生 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾙｷ 男子 2 宮　城 東仙台

476 尾形　奏祐 ｵｶﾞﾀ ｿｳｽｹ 男子 2 08 宮　城 南小泉

1763 髙橋　蔵之助 ﾀｶﾊｼ ｸﾗﾉｽｹ 男子 2 宮　城 八乙女

1778 大場　晄希 ｵｵﾊﾞ ｺｳｷ 男子 2 宮　城 八乙女

2174 大野　旭登 ｵｵﾉ ｱｻﾄ 男子 2 宮　城 富沢

2185 奥山　龍之介 ｵｸﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 宮　城 富沢
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中学1年男子100mH(0.838m/8.50m) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

362 小山　蒼生 ｵﾔﾏ ｿｳ 男子 1 09 宮　城 愛宕

1330 小野　湊 ｵﾉ ﾐﾅﾄ 男子 1 09 宮　城 沖野

705 遠藤　悠樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 男子 1 宮　城 岩切

216 郡司　滉大 ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾀ 男子 1 10 宮　城 宮城野

206 山寺　凜玖 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾘｸ 男子 1 09 宮　城 宮城野

9783 名久井　巧 ﾅｸｲ ﾀｸﾐ 男子 1 09 宮　城 郡山

9787 渡邊　太智 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 男子 1 09 宮　城 郡山

351 遠藤　耕介 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 男子 1 宮　城 五橋

664 竹内　宝久 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾋｻ 男子 1 宮　城 高砂

2291 佐川　太智 ｻｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 男子 1 09 宮　城 高森

611 齋藤　隼大郎 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 1 09 宮　城 七郷

39 蘆田　昇真 ｱｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 1 09 宮　城 仙台一

2 荒川　颯仁 ｱﾗｶﾜ ﾊﾔﾄ 男子 1 09 宮　城 仙台一

1004 佐藤　大和 ｻﾄｳ ﾄﾜ 男子 1 09 宮　城 中山

1010 根本　陽介 ﾈﾓﾄ ﾖｳｽｹ 男子 1 09 宮　城 中山

1198 髙橋　柊斗 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾄ 男子 1 09 宮　城 中野

514 鈴木　俊介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 1 宮　城 長町

513 佐藤　唯翔 ｻﾄｳ ﾕｲﾄ 男子 1 宮　城 長町

9565 児玉　光 ｺﾀﾞﾏ ﾋｶﾙ 男子 1 宮　城 東仙台

9571 髙橋　竜聖 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 1 宮　城 東仙台

1761 石川　瑛大 ｲｼｶﾜ ｴｲﾀ 男子 1 宮　城 八乙女

1762 佐藤　智威 ｻﾄｳ ﾄﾓﾀｹ 男子 1 宮　城 八乙女

2198 直江　正陽 ﾅｵｴ ﾏｻﾊﾙ 男子 1 宮　城 富沢

2191 齋藤　丈輝 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ 男子 1 宮　城 富沢
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中学男子4X100mR エントリーリスト（競技別）

ﾁｰﾑ名 ｶﾅ 個人

ﾁｰﾑ正式名 略称 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 所属地

田子 ﾀｺﾞ 2330 安藤　禅 ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾞﾝ 男子 2 08 田子 宮　城

仙台市立田子中学校 田子 2331 井出　聖杜 ｲﾃﾞ ｷﾖﾄ 男子 2 08 田子 宮　城

2332 佐藤　叶夢 ｻﾄｳ ｶﾅﾒ 男子 2 08 田子 宮　城

2345 石橋　遊闘 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ 男子 2 09 田子 宮　城

2346 関　健太朗 ｾｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 2 09 田子 宮　城

東北学院 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝ 2603 千葉　佳大 ﾁﾊﾞ ｹｲﾀ 男子 2 東北学院 宮　城

東北学院中学校 東北学院 2606 福田　蒼馬 ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾏ 男子 2 東北学院 宮　城

2607 伏見　悠汰 ﾌｼﾐ ﾕｳﾀ 男子 2 東北学院 宮　城

2610 高橋　琥太郎 ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ 男子 1 東北学院 宮　城

2612 永井　大地 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 男子 1 東北学院 宮　城

2613 神宮寺　涼介 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 東北学院 宮　城

加茂 ｶﾓ 1931 石塚　大翔 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ 男子 2 加茂 宮　城

仙台市立加茂中学校 加茂 1932 稲富　勇雅 ｲﾅﾄﾐ ﾕｳｶﾞ 男子 2 加茂 宮　城

1933 遠藤　幸聖 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 男子 2 加茂 宮　城

1938 佐々木　陽 ｻｻｷ ﾖｳ 男子 1 加茂 宮　城

1940 細尾　玲央 ﾎｿｵ ﾚｵ 男子 1 加茂 宮　城

1941 村上　輝 ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ 男子 1 加茂 宮　城

錦ヶ丘 ﾆｼｷｶﾞｵｶ 9522 山内　颯太 ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾀ 男子 2 錦ヶ丘 宮　城
仙台市立錦ヶ丘中学校 錦ヶ丘 9530 竹中　玲於 ﾀｹﾅｶ ﾚｵ 男子 2 錦ヶ丘 宮　城

9531 赤平　悠吏 ｱｶﾋﾗ ﾕｳﾘ 男子 2 錦ヶ丘 宮　城

9533 清水　馨太 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 男子 2 錦ヶ丘 宮　城

9536 伊藤　稜世 ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ 男子 2 錦ヶ丘 宮　城

9540 片桐　脩登 ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾙﾄ 男子 1 錦ヶ丘 宮　城

青陵 ｾｲﾘｮｳ 9372 岡崎　駿 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝ 男子 1 青陵 宮　城
仙台市立仙台青陵中等教育学校 青陵 9374 鰕名　奏佑 ｴﾋﾞﾅ ｿｳ 男子 1 青陵 宮　城

9375 上島　聡介 ｶﾐｼﾏ ｿｳｽｹ 男子 1 青陵 宮　城

9377 遠藤　晴太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾀ 男子 1 青陵 宮　城

9395 遠藤　駿 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 男子 2 青陵 宮　城

9396 佐藤　航太郎 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 青陵 宮　城

寺岡 ﾃﾗｵｶ 2050 遠藤　泰史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 男子 2 08 寺岡 宮　城

仙台市立寺岡中学校 寺岡 2051 佐々木　遼太 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ 男子 2 08 寺岡 宮　城

2052 武藤　悠生 ﾑﾄｳ ﾕｳｷ 男子 2 08 寺岡 宮　城

2054 大宮　叶真 ｵｵﾐﾔ ｷｮｳﾏ 男子 2 08 寺岡 宮　城

2057 三浦　遙介 ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 男子 2 08 寺岡 宮　城

2058 山家　陽太 ﾔﾝﾍﾞ ﾖｳﾀ 男子 2 08 寺岡 宮　城

仙台二 ｾﾝﾀﾞｲﾆ 65 田林　千里 ﾀﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ 男子 1 09 仙台二 宮　城

仙台市立第二中学校 仙台二 72 佐藤　由希 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 男子 2 08 仙台二 宮　城

73 中野　淳 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝ 男子 2 08 仙台二 宮　城

74 手塚　渓介 ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 男子 2 08 仙台二 宮　城

75 吉田　大翔 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 2 09 仙台二 宮　城

77 中嶋　一馬 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ 男子 2 09 仙台二 宮　城

富沢 ﾄﾐｻﾞﾜ 2173 下山　英天 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 男子 2 富沢 宮　城

仙台市立富沢中学校 富沢 2174 大野　旭登 ｵｵﾉ ｱｻﾄ 男子 2 富沢 宮　城

2186 菊地　優 ｷｸﾁ ﾕｳ 男子 2 富沢 宮　城

9841 石塚　壮馬 ｲｼﾂｶ ｿｳﾏ 男子 2 富沢 宮　城

9842 菊田　瑛心 ｷｸﾀ ｴｲｼﾝ 男子 2 富沢 宮　城

9851 作並　蒼梧 ｻｸﾅﾐ ｿｳｺﾞ 男子 1 富沢 宮　城

南光台 ﾅﾝｺｳﾀﾞｲ 1842 伊東　虎亜 ｲﾄｳ ｺｱ 男子 1 南光台 宮　城
仙台市立南光台中学校 南光台 1849 松橋　海斗 ﾏﾂﾊｼ ｶｲﾄ 男子 1 南光台 宮　城

1851 水間　和宗 ﾐｽﾞﾏ ｶｽﾞﾑﾈ 男子 1 南光台 宮　城

1853 寺島　颯哉 ﾃﾗｼﾞﾏ ｿｳﾔ 男子 1 南光台 宮　城

1854 氏家　颯良 ｳｼﾞｲｴ ｿﾗ 男子 1 南光台 宮　城

1856 山田　琉玖 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ 男子 2 南光台 宮　城

長町 ﾅｶﾞﾏﾁ 496 斉藤　颯太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 男子 2 長町 宮　城

仙台市立長町中学校 長町 500 菅原　大翔 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 男子 1 長町 宮　城

505 中戸川　拓真 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 男子 1 長町 宮　城

509 佐々木　建太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ 男子 1 長町 宮　城

510 倉田　怜 ｸﾗﾀ ﾚｲ 男子 1 長町 宮　城

512 鈴木　諒 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 男子 1 長町 宮　城

仙台一 ｾﾝﾀﾞｲｲﾁ 10 山口　瑛士 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼ 男子 2 08 仙台一 宮　城

仙台市立第一中学校 仙台一 11 森川　雄貴 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｷ 男子 1 09 仙台一 宮　城

23 横山　琉晴 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 08 仙台一 宮　城

34 吉川　隼叶 ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 男子 2 08 仙台一 宮　城

36 米田　雄太 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 2 08 仙台一 宮　城

38 森本　樂 ﾓﾘﾓﾄ ｺﾉﾑ 男子 1 09 仙台一 宮　城
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中学男子4X100mR エントリーリスト（競技別）

ﾁｰﾑ名 ｶﾅ 個人

ﾁｰﾑ正式名 略称 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 所属地

柳生 ﾔﾅｷﾞｳ 2485 小川　健 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 男子 1 09 柳生 宮　城

仙台市立柳生中学校 柳生 2488 佐藤　隼斗 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 2 08 柳生 宮　城

2491 海上　直輝 ｶｲｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 男子 1 09 柳生 宮　城

2495 大村　宥太 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 1 09 柳生 宮　城

2505 小室　李玖 ｺﾑﾛ ﾘｸ 男子 2 08 柳生 宮　城

2517 阿部　優成 ｱﾍﾞ ﾕｳｾｲ 男子 1 09 柳生 宮　城

将監 ｼｮｳｹﾞﾝ 1801 小池　康太 ｺｲｹ ｺｳﾀ 男子 1 将監 宮　城

仙台市立将監中学校 将監 1803 泰田　宇宙 ﾀｲﾃﾞﾝ ｿﾗ 男子 1 将監 宮　城

1808 高橋　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 男子 2 将監 宮　城

1816 金子　恭真 ｶﾈｺ ｷｮｳﾏ 男子 2 将監 宮　城

1817 永沼　由宇 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳ 男子 2 将監 宮　城

1832 三浦　惟 ﾐｳﾗ ﾕｲ 男子 2 将監 宮　城

長命ｹ丘 ﾁｮｳﾒｲｶﾞｵｶ 2121 横田　樂 ﾖｺﾀ ｶﾞｸ 男子 2 長命ｹ丘 宮　城
仙台市立長命ｹ丘中学校 長命ｹ丘 2122 吉田　歩夢 ﾖｼﾀﾞ ｱﾙﾑ 男子 2 長命ｹ丘 宮　城

2123 阿部　陽太 ｱﾍﾞ ﾖｳﾀ 男子 2 長命ｹ丘 宮　城

2127 髙橋　良輔 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 男子 2 長命ｹ丘 宮　城

六郷 ﾛｸｺﾞｳ 563 阿部　龍人 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 2 08 六郷 宮　城

仙台市立六郷中学校 六郷 586 佐藤　珀慧 ｻﾄｳ ﾊｸｴｲ 男子 1 09 六郷 宮　城

588 菅田　風海音 ｽｶﾞﾀ ﾌｳﾄ 男子 1 09 六郷 宮　城

593 針生　雄真 ﾊﾘｭｳ ﾕｳﾏ 男子 1 09 六郷 宮　城

594 沼澤　颯真 ﾇﾏｻﾞﾜ ｿｳﾏ 男子 1 09 六郷 宮　城

595 沼畑　岳人 ﾇﾏﾊﾀ ｶﾞｸﾄ 男子 1 09 六郷 宮　城

郡山 ｺｵﾘﾔﾏ 806 花岡　向 ﾊﾅｵｶ ﾋﾅﾀ 男子 1 09 郡山 宮　城

仙台市立郡山中学校 郡山 818 内海　煌雅 ｳﾂﾐ ｺｳｶﾞ 男子 2 08 郡山 宮　城

831 齋藤　朔也 ｻｲﾄｳ ｻｸﾔ 男子 2 08 郡山 宮　城

834 渡邉　秀人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄ 男子 2 08 郡山 宮　城

840 黒山　大翔 ｸﾛﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 2 08 郡山 宮　城

9784 石井　康希 ｲｼｲ ｺｳｷ 男子 1 09 郡山 宮　城

南中山 ﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏ 2209 渡辺　心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 男子 2 08 南中山 宮　城
仙台市立南中山中学校 南中山 2211 須田　知輝 ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 男子 2 08 南中山 宮　城

2212 笹平　空駕 ｻｻﾋﾗ ｸｳｶﾞ 男子 2 08 南中山 宮　城

2213 佐藤　琉生 ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 男子 2 08 南中山 宮　城

2218 福嶋　吟二 ﾌｸｼﾏ ｷﾞﾝｼﾞ 男子 1 09 南中山 宮　城

2224 鹿野　央護 ｼｶﾉ ﾏﾓﾙ 男子 1 09 南中山 宮　城

五城 ｺﾞｼﾞｮｳ 182 安積　祐希 ｱｻｶ ﾕｳｷ 男子 2 五城 宮　城

仙台市立五城中学校 五城 184 大場　天翔 ｵｵﾊﾞ ｱﾏﾄ 男子 2 五城 宮　城

185 折腹　心洸 ｵﾘﾊﾗ ﾐｻｷ 男子 2 五城 宮　城

191 谷川　槍太 ﾀﾆｶﾜ ｿｳﾀ 男子 2 五城 宮　城

192 橋本　昂弥 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾔ 男子 2 五城 宮　城

仙台二華 ｾﾝﾀﾞｲﾆｶ 9442 有馬　凜 ｱﾘﾏ ﾘﾝ 男子 2 仙台二華 宮　城
宮城県仙台二華中学校 仙台二華 9443 岩佐　悠生 ｲﾜｻ ﾕｳｾｲ 男子 2 仙台二華 宮　城

9447 田口　撞真 ﾀｸﾞﾁ ﾄｳﾏ 男子 2 仙台二華 宮　城

9451 齊藤　諒和 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾜ 男子 1 仙台二華 宮　城

9454 関　馨太朗 ｾｷ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 仙台二華 宮　城

台原 ﾀﾞｲﾉﾊﾗ 846 板垣　圭亮 ｲﾀｶﾞｷ ｹｲｽｹ 男子 2 08 台原 宮　城

仙台市立台原中学校 台原 848 佐々木　瑛大 ｻｻｷ ｴｲﾄ 男子 1 09 台原 宮　城

849 高橋　洋翔 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 男子 1 09 台原 宮　城

850 鈴木　佑馬 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 男子 2 08 台原 宮　城

855 髙橋　朔 ﾀｶﾊｼ ｻｸ 男子 1 09 台原 宮　城

862 皆川　椋哉 ﾐﾅｶﾜ ﾘｮｳﾔ 男子 2 08 台原 宮　城

八乙女 ﾔｵﾄﾒ 1763 髙橋　蔵之助 ﾀｶﾊｼ ｸﾗﾉｽｹ 男子 2 八乙女 宮　城
仙台市立八乙女中学校 八乙女 1768 池田　陽翔 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 1 八乙女 宮　城

1770 嶺岸　悠翔 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 男子 2 八乙女 宮　城

1778 大場　晄希 ｵｵﾊﾞ ｺｳｷ 男子 2 八乙女 宮　城

1790 北川　蒼 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｵｲ 男子 2 八乙女 宮　城

1799 大羽　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 男子 2 八乙女 宮　城

西多賀 ﾆｼﾀｶﾞ 725 支倉　新太 ﾊｾｸﾗ ｱﾗﾀ 男子 1 西多賀 宮　城
仙台市立西多賀中学校 西多賀 726 佐々木　翔馬 ｻｻｷ ｼｮｳﾏ 男子 1 西多賀 宮　城

728 横田　丈忠 ﾖｺﾀ ｼﾞｮｳﾀ 男子 1 西多賀 宮　城

752 黒田　俊介 ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 西多賀 宮　城

753 菱沼　匠杜 ﾋｼﾇﾏ ﾀｸﾄ 男子 2 西多賀 宮　城

754 髙石　薫 ﾀｶｲｼ ｶｵﾙ 男子 2 西多賀 宮　城
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東華 ﾄｳｶ 289 相澤　東吾 ｱｲｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 男子 2 東華 宮　城

仙台市立東華中学校 東華 290 佐藤　賢斗 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 男子 2 東華 宮　城

291 木村　統馬 ｷﾑﾗ ﾄｳﾏ 男子 2 東華 宮　城

293 一迫　柊貴 ｲﾁﾊｻﾞﾏ ｼｭｳｷ 男子 2 東華 宮　城

296 寺崎　猛翔 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾄ 男子 2 東華 宮　城

318 菅原　匠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 男子 1 東華 宮　城

愛宕 ｱﾀｺﾞ 361 伊藤　慶 ｲﾄｳ ｹｲ 男子 1 09 愛宕 宮　城

仙台市立愛宕中学校 愛宕 362 小山　蒼生 ｵﾔﾏ ｿｳ 男子 1 09 愛宕 宮　城

363 穗積　卓杜 ﾎﾂﾞﾐ ﾀｶﾄ 男子 1 09 愛宕 宮　城

364 佐川　豪琉 ｻｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 男子 1 09 愛宕 宮　城

365 南條　歩 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｱﾕﾑ 男子 1 09 愛宕 宮　城

沖野 ｵｷﾉ 1332 鈴木　雅登 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 男子 1 09 沖野 宮　城

仙台市立沖野中学校 沖野 1334 大壁　那海 ｵｵｶﾍﾞ ﾄｱ 男子 1 09 沖野 宮　城

1336 佐藤　志 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 男子 1 10 沖野 宮　城

1348 橋本　賢人 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 男子 2 08 沖野 宮　城

1350 菊地　泰世 ｷｸﾁ ﾀｲｾｲ 男子 2 08 沖野 宮　城

1355 幸野　天織 ｺｳﾉ ﾐｵﾘ 男子 2 08 沖野 宮　城

蒲町 ｶﾊﾞﾉﾏﾁ 1083 髙橋　煌太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 男子 2 蒲町 宮　城

仙台市立蒲町中学校 蒲町 1084 平田　佑輔 ﾋﾗﾀ ﾕｳｽｹ 男子 2 蒲町 宮　城

1085 松田　未来翔 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｸﾄ 男子 2 蒲町 宮　城

1086 吉野　天翔 ﾖｼﾉ ﾂﾊﾞｻ 男子 2 蒲町 宮　城

1087 山内　博斗 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾄ 男子 2 蒲町 宮　城

1092 菊地　　奏詩 ｷｸﾁ ｿｳｼ 男子 1 蒲町 宮　城

袋原 ﾌｸﾛﾊﾞﾗ 1201 浅野　航也 ｱｻﾉ ｺｳﾔ 男子 2 袋原 宮　城

仙台市立袋原中学校 袋原 1203 伊藤　碧弥 ｲﾄｳ ｱﾏﾈ 男子 2 袋原 宮　城

1205 渡辺　李壱 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｲﾁ 男子 2 袋原 宮　城

1207 椛澤　亮 ｶﾊﾞｻﾜ ﾘｮｳ 男子 1 袋原 宮　城

1209 小野寺　旺世 ｵﾉﾃﾞﾗ ｵｳｾ 男子 1 袋原 宮　城

1210 氣田　勇士 ｹﾀ ﾕｳｼ 男子 1 袋原 宮　城

中山 ﾅｶﾔﾏ 1004 佐藤　大和 ｻﾄｳ ﾄﾜ 男子 1 09 中山 宮　城

仙台市立中山中学校 中山 1032 宍戸　優月 ｼｼﾄﾞ ﾕﾂﾞｷ 男子 2 08 中山 宮　城

1034 前田　佳祐 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 2 08 中山 宮　城

1036 遠藤　真輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 男子 2 08 中山 宮　城

1038 鈴木　陸斗 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 男子 2 09 中山 宮　城

1039 社本　凌祐 ｼｬﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 男子 2 08 中山 宮　城

広瀬 ﾋﾛｾ 1442 近江　陽太 ｵｳﾐ ﾖｳﾀ 男子 2 08 広瀬 宮　城

仙台市立広瀬中学校 広瀬 1444 工藤　碧 ｸﾄﾞｳ ｱｵｲ 男子 2 08 広瀬 宮　城

1449 菅原　隆誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 08 広瀬 宮　城

1451 尾形　陽 ｵｶﾞﾀ ﾋﾅﾀ 男子 2 09 広瀬 宮　城

1452 叶　覚斗 ｶﾉｳ ｵｸﾄ 男子 2 09 広瀬 宮　城

9803 榊原　慈温 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 男子 1 09 広瀬 宮　城

仙台中田 ｾﾝﾀﾞｲ･ﾅｶﾀﾞ 527 石井　大地 ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ 男子 1 仙台中田 宮　城

仙台市立中田中学校 仙台中田 528 大石　渉 ｵｵｲｼ ﾜﾀﾙ 男子 2 仙台中田 宮　城

529 髙橋　正徳 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 男子 2 仙台中田 宮　城

531 小畑　魁斗 ｵﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 男子 2 仙台中田 宮　城

533 太田　昊輝 ｵｵﾀ ｺｳｷ 男子 2 仙台中田 宮　城

534 大友　敦貴 ｵｵﾄﾓ ｱﾂｷ 男子 2 仙台中田 宮　城

五橋 ｲﾂﾂﾊﾞｼ 321 秋山　健太 ｱｷﾔﾏ ｹﾝﾀ 男子 2 五橋 宮　城

仙台市立五橋中学校 五橋 322 小野　ネスタ ｵﾉ ﾈｽﾀ 男子 2 五橋 宮　城

324 橋本　慧大 ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ 男子 2 五橋 宮　城

358 佐藤　恒聖 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 1 五橋 宮　城

359 鶴田　翔太 ﾂﾙﾀ ｼｮｳﾀ 男子 1 五橋 宮　城

360 布田　ミチル ﾌﾀﾞ ﾐﾁﾙ 男子 1 五橋 宮　城

東仙台 ﾋｶﾞｼｾﾝﾀﾞｲ 246 佐々木　曖斗 ｻｻｷ ｱｲﾄ 男子 2 東仙台 宮　城
仙台市立東仙台中学校 東仙台 251 髙橋　侑真 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 2 東仙台 宮　城

253 勝沼　佑 ｶﾂﾇﾏ ﾀｽｸ 男子 2 東仙台 宮　城

257 佐藤　駆 ｻﾄｳ ｶｹﾙ 男子 2 東仙台 宮　城

258 紺野　龍太郎 ｺﾝﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 2 東仙台 宮　城

270 髙橋　朱雀 ﾀｶﾊｼ ｽｻﾞｸ 男子 2 東仙台 宮　城

中野 ﾅｶﾉ 1182 石田　健徳 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ 男子 2 08 中野 宮　城

仙台市立中野中学校 中野 1184 梅津　逞 ｳﾒﾂ ﾀｸﾏ 男子 2 08 中野 宮　城

1189 倉島　優晴 ｸﾗｼﾏ ﾕｳｾｲ 男子 2 08 中野 宮　城

1191 大宮　澄人 ｵｵﾐﾔ ｽﾐﾄ 男子 2 08 中野 宮　城

1198 髙橋　柊斗 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾄ 男子 1 09 中野 宮　城

1199 佐藤　光輝 ｻﾄｳ ｺｳｷ 男子 1 09 中野 宮　城
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鶴が丘 ﾂﾙｶﾞｵｶ 2001 阿保　舟逢 ｱﾎﾞ ｼｭﾎｳ 男子 2 08 鶴が丘 宮　城
仙台市立鶴が丘中学校 鶴が丘 2002 八巻　瑛都 ﾔﾏｷ ｴｲﾄ 男子 2 08 鶴が丘 宮　城

2011 神林　優音 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕﾈ 男子 2 08 鶴が丘 宮　城

2031 髙野　琉仁 ﾀｶﾉ ﾘｭｳﾄ 男子 1 鶴が丘 宮　城

2033 原田　昴 ﾊﾗﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 男子 1 鶴が丘 宮　城

2036 貝瀬　柊 ｶｲｾ ｼｭｳ 男子 1 鶴が丘 宮　城

館 ﾔｶﾀ 2536 中島　龍人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 男子 2 館 宮　城

仙台市立館中学校 館 2537 金田　昊空 ｶﾈﾀﾞ ｿﾗ 男子 2 館 宮　城

2538 竹内　貴継 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾂｸﾞ 男子 2 館 宮　城

2540 辻村　麗穏 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾚｵﾝ 男子 2 館 宮　城

2541 藤原　綾大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 2 館 宮　城

2547 恩河　航琉 ｵﾝｶﾞ ﾜﾀﾙ 男子 2 館 宮　城

七北田 ﾅﾅｷﾀ 1694 八巻　凪 ﾔﾏｷ ﾅｷﾞ 男子 2 08 七北田 宮　城
仙台市立七北田中学校 七北田 1695 大塚　誠士朗 ｵｵﾂｶ ｾｲｼﾞﾛｳ 男子 2 08 七北田 宮　城

1703 櫻井　大翔 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄ 男子 2 08 七北田 宮　城

1708 髙橋　応 ﾀｶﾊｼ ｱﾀﾙ 男子 2 08 七北田 宮　城

1713 渡辺　真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 男子 2 09 七北田 宮　城

1715 大久保　政宗 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾑﾈ 男子 1 09 七北田 宮　城

八軒 ﾊﾁｹﾝ 422 佐藤　匠悟 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 八軒 宮　城

仙台市立八軒中学校 八軒 429 永井　佑 ﾅｶﾞｲ ﾕｳ 男子 2 八軒 宮　城

431 福井　柚葵 ﾌｸｲ ﾕｽﾞｷ 男子 2 八軒 宮　城

433 三浦　大雅 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 2 八軒 宮　城

上杉山 ｶﾐｽｷﾞﾔﾏ 127 足立　空真門 ｱﾀﾞﾁ ｱﾏﾄ 男子 1 10 上杉山 宮　城
仙台市立上杉山中学校 上杉山 129 吉田　芽生 ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 男子 1 09 上杉山 宮　城

130 渡邊　涼 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 1 09 上杉山 宮　城

133 竹前　蒼空 ﾀｹﾏｴ ｿﾗ 男子 1 09 上杉山 宮　城

137 松浦　悠成 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｾｲ 男子 1 09 上杉山 宮　城

156 遠藤　圭太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 男子 2 09 上杉山 宮　城

宮城野 ﾐﾔｷﾞﾉ 202 武田　雄太 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 2 08 宮城野 宮　城
仙台市立宮城野中学校 宮城野 223 伊勢　旺太 ｲｾ ｵｳﾀ 男子 2 08 宮城野 宮　城

225 沼田　昌磨 ﾇﾏﾀ ｼｮｳﾏ 男子 2 08 宮城野 宮　城

226 笹森　登眞 ｻｻﾓﾘ ﾄｳﾏ 男子 2 08 宮城野 宮　城

232 佐々木　舜耶 ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ 男子 2 08 宮城野 宮　城

233 吉田　令 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 男子 2 08 宮城野 宮　城

桜丘 ｻｸﾗｶﾞｵｶ 1129 髙橋　叶翔 ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ 男子 2 桜丘 宮　城

仙台市立桜丘中学校 桜丘 1136 半澤　新 ﾊﾝｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 男子 2 桜丘 宮　城

1139 齋藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 1 桜丘 宮　城

1140 大友　綾斗 ｵｵﾄﾓ ｱﾔﾄ 男子 1 桜丘 宮　城

1145 生越　真宙 ｷｺﾞｼ ﾏﾋﾛ 男子 2 桜丘 宮　城

1147 吉田　健矢 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾔ 男子 1 桜丘 宮　城

岩切 ｲﾜｷﾘ 681 躍場　柊 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ ｼｭｳ 男子 1 岩切 宮　城

仙台市立岩切中学校 岩切 689 佐々木　晶斗 ｻｻｷ ｱｷﾄ 男子 2 岩切 宮　城

699 荒川　悠希 ｱﾗｶﾜ ﾊﾙｷ 男子 1 岩切 宮　城

709 伊藤　蒼 ｲﾄｳ ｿｳ 男子 2 岩切 宮　城

711 谷川　蓮 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚﾝ 男子 2 岩切 宮　城

718 大久保　聖琉 ｵｵｸﾎﾞ ｾｲﾘｭｳ 男子 1 岩切 宮　城

大沢 ｵｵｻﾜ 1485 石垣　　蓮 ｲｼｶﾞｷ  ﾚﾝ 男子 1 09 大沢 宮　城

仙台市立大沢中学校 大沢 1502 大岩　瑶太 ｵｵｲﾜ ﾖｳﾀ 男子 2 08 大沢 宮　城

1503 伊藤　　道陽 ｲﾄｳ  ﾐﾁﾊﾙ 男子 2 08 大沢 宮　城

1515 早坂　　夢逢 ﾊﾔｻｶ  ﾕｱ 男子 2 08 大沢 宮　城

1516 吉田　　拓也 ﾖｼﾀﾞ  ﾀｸﾔ 男子 2 09 大沢 宮　城

七郷 ｼﾁｺﾞｳ 605 津田　桜雅 ﾂﾀﾞ ｵｳｶﾞ 男子 1 09 七郷 宮　城

仙台市立七郷中学校 七郷 613 安孫子　裕維人 ｱﾋﾞｺ ﾕｲﾄ 男子 1 10 七郷 宮　城

626 松田　錦侍 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾝｼﾞ 男子 2 08 七郷 宮　城

627 草野　悠生 ｸｻﾉ ﾕｳｾｲ 男子 2 08 七郷 宮　城

631 細谷　麗夢 ﾎｿﾔ ﾗｲﾑ 男子 2 08 七郷 宮　城

632 米澤　蓮 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾚﾝ 男子 2 08 七郷 宮　城

南小泉 ﾐﾅﾐｺｲｽﾞﾐ 444 小島　史也 ｺｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 男子 1 09 南小泉 宮　城
仙台市立南小泉中学校 南小泉 468 山縣　凜久 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｸ 男子 1 09 南小泉 宮　城

475 大谷　梗一郎 ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 男子 2 08 南小泉 宮　城

476 尾形　奏祐 ｵｶﾞﾀ ｿｳｽｹ 男子 2 08 南小泉 宮　城

477 三浦　悠也 ﾐｳﾗ ﾕｳﾔ 男子 2 08 南小泉 宮　城
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中学男子4X100mR エントリーリスト（競技別）

ﾁｰﾑ名 ｶﾅ 個人

ﾁｰﾑ正式名 略称 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 所属地

高森 ﾀｶﾓﾘ 2281 鈴木　尊 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 男子 1 09 高森 宮　城

仙台市立高森中学校 高森 2283 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 男子 1 10 高森 宮　城

2284 川上　眞広 ｶﾜｶﾐ ﾏﾋﾛ 男子 1 10 高森 宮　城

2286 佐藤　太一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 男子 1 09 高森 宮　城

2289 小林　悠理 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 男子 1 10 高森 宮　城

2291 佐川　太智 ｻｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 男子 1 09 高森 宮　城

高砂 ﾀｶｻｺﾞ 657 佐藤　路空 ｻﾄｳ ﾛｸ 男子 2 高砂 宮　城

仙台市立高砂中学校 高砂 658 島田　祐羽人 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 高砂 宮　城

659 針生　颯 ﾊﾘｳ ﾀﾂｷ 男子 2 高砂 宮　城

661 色川　大駕 ｲﾛｶﾜ ﾀｲｶﾞ 男子 1 高砂 宮　城

666 大内　陵雅 ｵｵｳﾁ ﾘｮｳｶﾞ 男子 1 高砂 宮　城

675 渡邉　宗太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 2 高砂 宮　城

三条 ｻﾝｼﾞｮｳ 81 星　俊太郎 ﾎｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 2 三条 宮　城

仙台市立三条中学校 三条 82 國安　泰清 ｸﾆﾔｽ ﾀｲｾｲ 男子 2 三条 宮　城

87 岡田　遥斗 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 2 三条 宮　城

101 今西　大心 ｲﾏﾆｼ ﾀｲｼﾝ 男子 1 三条 宮　城

104 新井　大登 ｱﾗｲ ﾋﾛﾄ 男子 1 三条 宮　城

105 荒川　蒼空 ｱﾗｶﾜ ｿﾗ 男子 1 三条 宮　城

折立 ｵﾘﾀﾃ 1263 木幡　瞬 ｺﾊﾀ ｼｭﾝ 男子 1 折立 宮　城

仙台市立折立中学校 折立 1264 坂上　海翔 ｻｶｶﾞﾐ ｶｲﾄ 男子 1 折立 宮　城

1273 岩渕　凜空 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｸ 男子 2 折立 宮　城

1274 金須　瑠偉 ｷﾝｽ ﾙｲ 男子 2 折立 宮　城

1277 底田　莉玖 ｿｺﾀ ﾘｸ 男子 2 折立 宮　城

1279 百井　笑多 ﾓﾓｲ ﾜﾀ 男子 2 折立 宮　城

附属 ﾌｿﾞｸ 1521 北川　颯大 ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 2 附属 宮　城
宮城教育大学付属中学校 附属 1527 橋本　晃尚 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾋｻ 男子 1 附属 宮　城

1529 星　暁音 ﾎｼ ｱｶﾈ 男子 1 附属 宮　城

1530 安達　玲緒 ｱﾀﾞﾁ ﾚｵ 男子 1 附属 宮　城

1531 桒名　正成 ｸﾜﾅ ﾏｻﾅﾘ 男子 1 附属 宮　城

1533 佐藤　誠真 ｻﾄｳ ｾｲﾏ 男子 1 附属 宮　城
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中学男子走高跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

9536 伊藤　稜世 ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ 男子 2 宮　城 錦ヶ丘

9539 島津　寛汰 ｼﾏﾂﾞ ｶﾝﾀ 男子 1 宮　城 錦ヶ丘

9776 二瓶　大我 ﾆﾍｲ ﾀｲｶﾞ 男子 1 09 宮　城 郡山

9786 菊池　璃空 ｷｸﾁ ﾘｸ 男子 1 10 宮　城 郡山

1293 門屋　盛仁 ｶﾄﾞﾔ ﾓﾘﾋﾄ 男子 1 09 宮　城 幸町

1444 工藤　碧 ｸﾄﾞｳ ｱｵｲ 男子 2 08 宮　城 広瀬

1475 東海林　樹 ﾄｳｶｲﾘﾝ ｲﾂｷ 男子 1 09 宮　城 広瀬

675 渡邉　宗太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 2 宮　城 高砂

2059 伊藤　丈太朗 ｲﾄｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 男子 2 08 宮　城 寺岡

1714 伊藤　瑛大 ｲﾄｳ ｴｲﾀ 男子 1 10 宮　城 七北田

1279 百井　笑多 ﾓﾓｲ ﾜﾀ 男子 2 宮　城 折立

1266 安田　琉童 ﾔｽﾀﾞ ﾘｭｳﾄﾞｳ 男子 1 宮　城 折立

846 板垣　圭亮 ｲﾀｶﾞｷ ｹｲｽｹ 男子 2 08 宮　城 台原

848 佐々木　瑛大 ｻｻｷ ｴｲﾄ 男子 1 09 宮　城 台原

1197 岡元　逸輝 ｵｶﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 1 09 宮　城 中野

1200 根元　龍政 ﾈﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 1 09 宮　城 中野

2036 貝瀬　柊 ｶｲｾ ｼｭｳ 男子 1 宮　城 鶴が丘

2216 松浦　那音 ﾏﾂｳﾗ ﾅｵ 男子 2 08 宮　城 南中山

2200 佐藤　絃基 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 男子 1 宮　城 富沢
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中学男子棒高跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1085 松田　未来翔 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｸﾄ 男子 2 宮　城 蒲町

1087 山内　博斗 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾄ 男子 2 宮　城 蒲町

1449 菅原　隆誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 08 宮　城 広瀬

1460 高橋　明弘 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 男子 1 09 宮　城 広瀬

2055 庄子　大輝 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 2 08 宮　城 寺岡

2057 三浦　遙介 ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 男子 2 08 宮　城 寺岡

23 横山　琉晴 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 08 宮　城 仙台一

1185 今野　脩也 ｺﾝﾉ ｼｭｳﾔ 男子 2 08 宮　城 中野
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中学共通男子走幅跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

2784 花澤　竜馬 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 男子 2 宮　城 ウルスラ

1935 内海　智博 ｳﾂﾐ ﾄﾓﾋﾛ 男子 2 宮　城 加茂

9533 清水　馨太 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 男子 2 宮　城 錦ヶ丘

9530 竹中　玲於 ﾀｹﾅｶ ﾚｵ 男子 2 宮　城 錦ヶ丘

9764 村上　廉 ﾑﾗｶﾐ ﾚﾝ 男子 2 08 宮　城 郡山

835 伊藤　由悟 ｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 男子 2 08 宮　城 郡山

324 橋本　慧大 ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ 男子 2 宮　城 五橋

1451 尾形　陽 ｵｶﾞﾀ ﾋﾅﾀ 男子 2 09 宮　城 広瀬

1442 近江　陽太 ｵｳﾐ ﾖｳﾀ 男子 2 08 宮　城 広瀬

657 佐藤　路空 ｻﾄｳ ﾛｸ 男子 2 宮　城 高砂

1132 高橋　大河 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ 男子 2 宮　城 桜丘

626 松田　錦侍 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾝｼﾞ 男子 2 08 宮　城 七郷

1700 岸　昂樹 ｷｼ ｺｳｷ 男子 2 08 宮　城 七北田

1816 金子　恭真 ｶﾈｺ ｷｮｳﾏ 男子 2 宮　城 将監

1817 永沼　由宇 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳ 男子 2 宮　城 将監

753 菱沼　匠杜 ﾋｼﾇﾏ ﾀｸﾄ 男子 2 宮　城 西多賀

754 髙石　薫 ﾀｶｲｼ ｶｵﾙ 男子 2 宮　城 西多賀

36 米田　雄太 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 2 08 宮　城 仙台一

528 大石　渉 ｵｵｲｼ ﾜﾀﾙ 男子 2 宮　城 仙台中田

523 太田　翔吾 ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 宮　城 仙台中田

9442 有馬　凜 ｱﾘﾏ ﾘﾝ 男子 2 宮　城 仙台二華

1039 社本　凌祐 ｼｬﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 男子 2 08 宮　城 中山

1035 西村　壮史 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾄ 男子 2 09 宮　城 中山

1182 石田　健徳 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ 男子 2 08 宮　城 中野

507 倉掛　颯也 ｸﾗｶｹ ｿｳﾔ 男子 1 宮　城 長町

506 行仕　駿人 ｷﾞｮｳｼﾞ ﾊﾔﾄ 男子 1 宮　城 長町

2011 神林　優音 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕﾈ 男子 2 08 宮　城 鶴が丘

296 寺崎　猛翔 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾄ 男子 2 宮　城 東華

311 永澤　亮匡 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｷﾏｻ 男子 2 宮　城 東華

257 佐藤　駆 ｻﾄｳ ｶｹﾙ 男子 2 宮　城 東仙台

254 金野　廉 ｺﾝﾉ ﾚﾝ 男子 2 宮　城 東仙台

2208 石川　虎ノ介 ｲｼｶﾜ ﾄﾗﾉｽｹ 男子 2 08 宮　城 南中山

2210 木下　琥太郎 ｷﾉｼﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 2 08 宮　城 南中山

429 永井　佑 ﾅｶﾞｲ ﾕｳ 男子 2 宮　城 八軒

422 佐藤　匠悟 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 宮　城 八軒

2176 小山　翔也 ｵﾔﾏ ｼｮｳﾔ 男子 2 宮　城 富沢

2179 尾形　陸空 ｵｶﾞﾀ ﾘｸ 男子 2 宮　城 富沢

1521 北川　颯大 ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 2 宮　城 附属

1525 東海林　尚記 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵｷ 男子 2 宮　城 附属

2505 小室　李玖 ｺﾑﾛ ﾘｸ 男子 2 08 宮　城 柳生

2485 小川　健 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 男子 1 09 宮　城 柳生
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中学1年男子走幅跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

364 佐川　豪琉 ｻｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 男子 1 09 宮　城 愛宕

365 南條　歩 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｱﾕﾑ 男子 1 09 宮　城 愛宕

1329 山口　晴輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 男子 1 09 宮　城 沖野

1091 田村　優斗 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 1 宮　城 蒲町

681 躍場　柊 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ ｼｭｳ 男子 1 宮　城 岩切

703 菅原　優太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 男子 1 宮　城 岩切

9784 石井　康希 ｲｼｲ ｺｳｷ 男子 1 09 宮　城 郡山

807 大友　結翔 ｵｵﾄﾓ ﾕｲﾄ 男子 1 09 宮　城 郡山

358 佐藤　恒聖 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 1 宮　城 五橋

1907 掛端　奏介 ｶｹﾊﾀ ｿｳｽｹ 男子 1 09 宮　城 向陽台

1287 鈴木　友悠 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 男子 1 09 宮　城 幸町

1294 澤田　万里 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾞﾝﾘ 男子 1 10 宮　城 幸町

1467 後藤　勇瑠 ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾙ 男子 1 09 宮　城 広瀬

1470 八木橋　光煌 ﾔｷﾞﾊｼ ｺｳｷ 男子 1 10 宮　城 広瀬

663 菅原　樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾂﾙ 男子 1 宮　城 高砂

660 伊藤　京介 ｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 男子 1 宮　城 高砂

2281 鈴木　尊 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 男子 1 09 宮　城 高森

2289 小林　悠理 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 男子 1 10 宮　城 高森

1122 出口　倖輝 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｷ 男子 1 宮　城 桜丘

2073 山野邊　豪 ﾔﾏﾉﾍﾞ ｺﾞｳ 男子 1 10 宮　城 寺岡

2076 飯田　啓斗 ｲｲﾀﾞ ｹｲﾄ 男子 1 09 宮　城 寺岡

613 安孫子　裕維人 ｱﾋﾞｺ ﾕｲﾄ 男子 1 10 宮　城 七郷

1717 佐藤　夢斗 ｻﾄｳ ﾕﾒﾄ 男子 1 09 宮　城 七北田

2469 板橋　歩夢 ｲﾀﾊﾞｼ ｱﾕﾑ 男子 1 10 宮　城 松陵

141 増田　隆之介 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 1 09 宮　城 上杉山

145 小濱　虎仁郎 ｺﾊﾏ ｺｼﾞﾛｳ 男子 1 10 宮　城 上杉山

548 蓬田　篤人 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｱﾂﾄ 男子 1 宮　城 仙台中田

1208 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 1 宮　城 袋原

850 工藤　温杜 ｸﾄﾞｳ ｱﾂﾄ 男子 1 10 宮　城 台原

1012 平間　大貴 ﾋﾗﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 1 09 宮　城 中山

1018 照井　心都 ﾃﾙｲ ﾏﾅﾄ 男子 1 09 宮　城 中山

1199 佐藤　光輝 ｻﾄｳ ｺｳｷ 男子 1 09 宮　城 中野

503 平磯　宇汰 ﾋﾗｲｿ ｳﾀ 男子 1 宮　城 長町

499 木村　聡太 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 1 宮　城 長町

2031 髙野　琉仁 ﾀｶﾉ ﾘｭｳﾄ 男子 1 宮　城 鶴が丘

9569 石塚　健太 ｲｼﾂﾞｶ ｹﾝﾀ 男子 1 宮　城 東仙台

9562 矢野　意織 ﾔﾉ ｲｵﾘ 男子 1 宮　城 東仙台

467 八島　蓮翔 ﾔｼﾏ ﾚﾝﾄ 男子 1 10 宮　城 南小泉

447 髙畑　文愛 ﾀｶﾊﾀ ﾌﾐﾁｶ 男子 1 09 宮　城 南小泉

2222 鈴木　健大 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 男子 1 09 宮　城 南中山

417 齋藤　翔 ｻｲﾄｳ ｶｹﾙ 男子 1 宮　城 八軒

9847 村上　知駿 ﾑﾗｶﾐ ﾁﾊﾔ 男子 1 宮　城 富沢

9852 中村　好佑 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 男子 1 宮　城 富沢

1531 桒名　正成 ｸﾜﾅ ﾏｻﾅﾘ 男子 1 宮　城 附属

1527 橋本　晃尚 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾋｻ 男子 1 宮　城 附属

2517 阿部　優成 ｱﾍﾞ ﾕｳｾｲ 男子 1 09 宮　城 柳生

2482 鷲谷　駿 ﾜｼﾔ ｼｭﾝ 男子 1 10 宮　城 柳生

593 針生　雄真 ﾊﾘｭｳ ﾕｳﾏ 男子 1 09 宮　城 六郷
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363 穗積　卓杜 ﾎﾂﾞﾐ ﾀｶﾄ 男子 1 09 宮　城 愛宕

9535 一関　大輝 ｲﾁﾉｾｷ ﾋﾛｷ 男子 2 宮　城 錦ヶ丘

811 稲田　尚哉 ｲﾅﾀﾞ ﾅｵﾔ 男子 2 09 宮　城 郡山

357 齋藤　悠登 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 1 宮　城 五橋

186 熊谷　建杜 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝﾄ 男子 2 宮　城 五城

1462 石井　壱歩 ｲｼｲ ｶｽﾞﾎ 男子 1 10 宮　城 広瀬

659 針生　颯 ﾊﾘｳ ﾀﾂｷ 男子 2 宮　城 高砂

2282 狩野　秋道 ｶﾉ ｱｷﾐﾁ 男子 1 09 宮　城 高森

84 濱田　晴 ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙ 男子 2 宮　城 三条

2058 山家　陽太 ﾔﾝﾍﾞ ﾖｳﾀ 男子 2 08 宮　城 寺岡

625 富田　龍翔 ﾄﾐﾀ ﾘｭｳﾄ 男子 2 09 宮　城 七郷

612 髙山　奏 ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ 男子 1 09 宮　城 七郷

1701 北風　広癸 ｷﾀｶｾﾞ ﾋﾛｷ 男子 2 08 宮　城 七北田

1802 畠山　大翔 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 1 宮　城 将監

9373 風間　淳郎 ｶｻﾞﾏ ｱﾂﾛｳ 男子 1 宮　城 青陵

1275 櫻庭　脩真 ｻｸﾗﾊﾞ ｼｭｳﾏ 男子 2 宮　城 折立

31 加藤　那崇 ｶﾄｳ ﾔｽﾀｶ 男子 2 08 宮　城 仙台一

533 太田　昊輝 ｵｵﾀ ｺｳｷ 男子 2 宮　城 仙台中田

535 佐藤　帆 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 男子 2 宮　城 仙台中田

62 佐野　鴻行 ｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 男子 1 10 宮　城 仙台二

9450 山口　賢吉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｷﾁ 男子 1 宮　城 仙台二華

1188 川上　直輝 ｶﾜｶﾐ ﾅｵｷ 男子 2 09 宮　城 中野

497 千田　一成 ﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 男子 2 宮　城 長町

265 白井　柚稀 ｼﾗｲ ﾕｽﾞｷ 男子 2 宮　城 東仙台

255 菊地　鎮 ｷｸﾁ ﾏﾓﾙ 男子 2 宮　城 東仙台

2608 狩野　雅治 ｶﾉ ﾏｻﾊﾙ 男子 2 宮　城 東北学院

1854 氏家　颯良 ｳｼﾞｲｴ ｿﾗ 男子 1 宮　城 南光台

1856 山田　琉玖 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ 男子 2 宮　城 南光台

2226 橋本　奏 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ 男子 1 10 宮　城 南中山

424 西山　琥太郎 ﾆｼﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 男子 2 宮　城 八軒
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840 黒山　大翔 ｸﾛﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 2 08 宮　城 郡山

9801 松尾　隆之介 ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 1 10 宮　城 広瀬

666 大内　陵雅 ｵｵｳﾁ ﾘｮｳｶﾞ 男子 1 宮　城 高砂

627 草野　悠生 ｸｻﾉ ﾕｳｾｲ 男子 2 08 宮　城 七郷

1709 丹野　玲音 ﾀﾝﾉ ﾚｵﾝ 男子 2 08 宮　城 七北田

32 佐藤　虎太郎 ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ 男子 2 08 宮　城 仙台一

1189 倉島　優晴 ｸﾗｼﾏ ﾕｳｾｲ 男子 2 08 宮　城 中野

291 木村　統馬 ｷﾑﾗ ﾄｳﾏ 男子 2 宮　城 東華

253 勝沼　佑 ｶﾂﾇﾏ ﾀｽｸ 男子 2 宮　城 東仙台

2192 中尾　蒼空 ﾅｶｵ ｿﾗ 男子 1 宮　城 富沢
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