
風速 +0.3 風速 +1.1 風速 +0.2

順位 氏 　 名 所　　属 記　録 備考 順位 氏　　　名 所　　属 記　録 備考 順位 氏　　　名 所　　属 記　録 備考

1 村井 葉月 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・Ｃ 15秒24 1 亀山 陽菜乃 鹿妻陸上スポー
ツ少年団 15秒06 1 秋山 七海 河北陸上スポー

ツ少年団 13秒52 大会新

2 浅野 結菜 中田町陸上ス
ポーツ少年団 15秒30 2 及川  萌 中田町陸上ス

ポーツ少年団 15秒11 2 郷右近 美優 利府Ｊｒ陸上ク
ラブ 13秒57 大会新

3 阿部 咲来 石小陸上スポ少 15秒77 3 麦　梨夏 住吉・開北陸上
スポーツ少年団 15秒12 3 岩渕 愛麗 気仙沼Jr．AC 14秒36

4 中野 花香 住吉・開北陸上ス
ポーツ少年団 15秒86 4 佐藤 結月 瀬峰 Ｊｒ走友会

スポーツ少年団 15秒24 4 梶原 海凛 気仙沼Jr．AC 14秒43

5 沼倉 璃恋 米山 ＪＲ陸上クラ
ブ 15秒94 5 千葉 詩月 稲井陸上スポー

ツ少年団 15秒35 5 日野 菜々 石巻市陸上ス
ポーツ少年団 14秒49

6 加藤 春香 米山 ＪＲ陸上クラ
ブ 16秒15 6 瀬川 碧梨 くりはらＡＣス

ポーツ少年団 15秒51 6 菅原 菜央 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・
Ｃ 14秒51

7 松田   唯 宮崎ジュニア陸上
クラブ 16秒52 7 飯川 京香 瀬峰 Ｊｒ走友会

スポーツ少年団 15秒70 7 鈴木 優奈 石小陸上スポ少 14秒52

8 大橋 葵衣 栗原市陸上競技
スポーツ少年団 16秒57 8 鈴木 愛佳 気仙沼Jr．AC 15秒72 8

風速 +1.1 風速 +0.7 風速 +0.8

順位 氏　　名 所　　属 記　録 備考 順位 氏　　　名 所　　属 記　録 備考 順位 氏　　　名 所　　属 記　録 備考

1 本間 虹道 宮崎ジュニア陸
上クラブ 15秒34 1 榊田 習人 河北陸上スポー

ツ少年団 14秒45 1 阿部   凜 鹿妻陸上スポー
ツ少年団 12秒79 大会新

2 千葉 雄翔 米山 ＪＲ陸上ク
ラブ 15秒43 2 岩渕 真裟斗 気仙沼Jr．AC 14秒55 2 中野 幹太 鹿妻陸上スポー

ツ少年団 13秒29

3 髙橋 侑我 河北陸上スポー
ツ少年団 15秒78 3 杵渕 来煌 瀬峰 Ｊｒ走友会

スポーツ少年団 14秒63 2 長沼   毅 宮崎ジュニア陸
上クラブ 13秒46

4 奥山 陽仁 稲井陸上スポー
ツ少年団 16秒14 4 藤村 拓実 気仙沼Jr．AC 14秒86 4 後藤 琉希 米山 ＪＲ陸上ク

ラブ 13秒75

5 佐藤 晴悟 利府Ｊｒ陸上ク
ラブ 16秒15 5 田中 皐雅 くりはらＡＣス

ポーツ少年団 14秒93 5 日野 優斗 くりはらＡＣス
ポーツ少年団 13秒77

6 佐藤 　宏 石巻市陸上ス
ポーツ少年団 16秒16 6 阿部 哲太 住吉・開北陸上

スポーツ少年団 15秒15 6 髙橋 孝河 河北陸上スポー
ツ少年団 13秒84

7 大友 竣斗 涌谷陸上スポー
ツ少年団 16秒17 7 三浦 陸斗 涌谷陸上スポー

ツ少年団 15秒57 7 鎌田   碧 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・
Ｃ 13秒95

8 高橋 慶人 住吉・開北陸上
スポーツ少年団 16秒38 8 菊地 梨王 気仙沼Jr．AC 15秒69 8 鎌田 優翔 中田町陸上ス

ポーツ少年団 13秒98

風速+1.0 風速+0.2

順位 氏　　名 所　　属 記　録 備考 順位 氏　　　名 所　　属 記　録 備考 順位 氏　　　名 所　　属 記　録 備考

1 山内 萌々子 宮崎ジュニア陸上
クラブ 14秒73 1 狩野 大斗 中田町陸上ス

ポーツ少年団 16秒62 1 内海 菜羽 くりはらＡＣス
ポーツ少年団 2分37秒63

2 池田 美雲 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・Ｃ 15秒80 2 熊谷 好倖 くりはらＡＣスポー
ツ少年団 17秒90 2 佐藤 愛莉 河北陸上スポー

ツ少年団 2分48秒82

3 千葉 史織 涌谷陸上スポーツ
少年団 15秒84 3 津田 悠聖 住吉・開北陸上

スポーツ少年団 18秒69 3 西城 伽音 石小陸上スポ少 2分49秒88

4 佐藤 邑羽 石巻市陸上ス
ポーツ少年団 16秒41 4 鈴木 空良 中田町陸上ス

ポーツ少年団 18秒77 4 佐々木 菜奈 河北陸上スポー
ツ少年団 2分50秒66

5 浅野 舞花 石小陸上スポ少 17秒02 5 浅野 陽斗 涌谷陸上スポーツ
少年団 19秒21 5 石垣 美空 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・

Ｃ 2分52秒00

6 永澤 里菜 石小陸上スポ少 17秒50 6 佐藤 夢真 河北陸上スポー
ツ少年団 19秒72 6 髙澤 あかり 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・

Ｃ 2分54秒25

7 須藤 瑠奈 蛇田陸上スポーツ
少年団 17秒69 7 沖元 奏心 河北陸上スポー

ツ少年団 19秒77 7 及川 清絢 住吉・開北陸上
スポーツ少年団 2分58秒25

8 伊藤 玉姫 鹿妻陸上スポーツ
少年団 17秒98 8 荒川 莉玖 河北陸上スポー

ツ少年団 20秒65 8 高橋 美宇 くりはらＡＣス
ポーツ少年団 2分59秒61

　　男子　４･５･６年生　８０ｍＨ 　　女子　４･５･６年生　８００ｍ　　女子　４･５･６年生　８０ｍＨ

　　男子　６年生　１００ｍ

　　女子　６年生　１００ｍ　　女子　５年生　１００ｍ

　　男子　５年生　１００ｍ

第１０回宮城県スポーツ少年団交流陸上競技選手権大会　成績結果表

２０１５年１０月１２日（月・祝）　　場所　栗原市築館総合運動公園陸上競技場

　　男子　４年生　１００ｍ

　　女子　４年生　１００ｍ
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第１０回宮城県スポーツ少年団交流陸上競技選手権大会　成績結果表

２０１５年１０月１２日（月・祝）　　場所　栗原市築館総合運動公園陸上競技場

　　女子　４･５･６年生　走幅跳

順位 氏　　　名 所　　属 記　録 備考 順位 氏　　　名 所　　属 記　録 備考

1 畠山 拓実 気仙沼Jr．AC 5分22秒78 1 嶺岸 琉楓 宮崎ジュニア陸上
クラブ 4ｍ20

2 三浦 健瑠 米山 ＪＲ陸上ク
ラブ 5分23秒95 2 藤野  希 貞山ランナーズ 4ｍ08

3 小野寺 賢翔 利府Ｊｒ陸上ク
ラブ 5分30秒26 3 猪股 未侑 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・Ｃ 3ｍ98

4 丹野　滉太郎 河北陸上スポー
ツ少年団 5分36秒59 4 菅原 乃蒼 くりはらＡＣスポー

ツ少年団 3ｍ73

5 鈴木 颯斗 涌谷陸上スポー
ツ少年団 5分40秒71 5 阿部 音々 河北陸上スポーツ少年団 3ｍ69

6 水沼 圭太 蛇田陸上スポー
ツ少年団 5分41秒46 6 鈴木   陽 中田町陸上ス

ポーツ少年団 3ｍ64

7 阿部 叶海 くりはらＡＣス
ポーツ少年団 5分41秒66 7 山内 梨瑚 河北陸上スポーツ少年団 3ｍ53

8 千葉 岳斗 中田町陸上ス
ポーツ少年団 5分47秒19 8 佐藤 真結 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・Ｃ 3ｍ43

順位 氏  　名 所　　属 記　録 備考 順位 氏  　名 所　　属 記　録 備考

1 鈴木 彩未 住吉・開北陸上ス
ポーツ少年団 1m15 1 桂田 洋太 貞山ランナーズ 3ｍ87

2 2 塩　 愛斗 米山 ＪＲ陸上クラ
ブ 3ｍ82

3 3 中村 颯人 住吉・開北陸上ス
ポーツ少年団 3ｍ68

4 4 及川 博紀 中田町陸上ス
ポーツ少年団 3ｍ52

5 5 及川 寛太 河北陸上スポーツ少年団 3ｍ36

6 6 千葉 勇翔 米山 ＪＲ陸上クラ
ブ 3ｍ36

7 7 大友 優翔 利府Ｊｒ陸上クラブ 3ｍ21

8 8 中村 優佑 涌谷陸上スポーツ
少年団 3ｍ16

順位 氏     名 所　　属 記　録 備考

1 及川 裕雅 中田町陸上ス
ポーツ少年団 1m29

2 齋藤 泰誠 住吉・開北陸上ス
ポーツ少年団 1m20

3 伊藤 晶映 住吉・開北陸上ス
ポーツ少年団 1m10

4 立花 大起 蛇田陸上スポーツ
少年団 1m10

5

6

7

8

　　男子　４･５･６年生　走高跳

　　男子　４･５･６年生　１５００ｍ

　　男子　４･５･６年生　走幅跳　　女子　４･５･６年生　走高跳

順位 所　属 記録 備考

1 村井 葉月 遠藤 名流 森  優名 小林 美南 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・Ｃ 1分01秒44

2 大崎 友愛 小田島 栞里 二階堂 未尋 奥山 世那
石巻市陸上スポー
ツ少年団 1分06秒75

3 馬場 ほなみ 遠藤 理香子 千葉 望々華 佐藤 愛莉
河北陸上スポーツ
少年団 1分10秒14

4 上野 藍佳 渡辺 夕衣香 三浦 夢来 阿部 美優 鹿妻陸上スポーツ
少年団 1分10秒70

5 三浦 桃子 浅野 結菜 佐藤 瑞希 伊藤 和奏
中田町陸上スポー
ツ少年団 1分10秒89

6

7

8

順位 所　属 記録 備考

1 日野 樹 阿部 叶海 千葉 陽太 田中 皐雅
くりはらＡＣス
ポーツ少年団 1分03秒35

2 髙橋 侑我 千葉 大輝 伊藤 凌空 大森　康生 河北陸上スポーツ
少年団 1分03秒62

3 米谷 光翔 鈴木 蓮 中田 礼二 阿部 証 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・Ｃ 1分04秒26

4 三浦 陸斗 大友 竣斗 引間 元気 山口 そう 涌谷陸上スポーツ
少年団 1分05秒14

5 伊藤 晶映 津田 悠聖 阿部 龍晟 高橋 慶人 住吉・開北陸上ス
ポーツ少年団 1分05秒54

6

7

8

順位 所　属 記録 備考

1 阿部 音々 山内 くるみ 佐藤 優希 秋山 七海 河北陸上スポーツ
少年団 55秒88

2 栗原 花歩 菅原 菜央 佐藤 真結 進藤 裕美 岩沼 Ｊｒ・Ｒ・Ｃ 57秒07

3 麦　梨夏 杉浦 凜花 及川 清絢 山田 菜知
住吉・開北陸上ス
ポーツ少年団 57秒10

4 熊谷 ちひろ 梶原 海凛 鈴木 愛佳 岩渕 愛麗 気仙沼Jr．AC 57秒30

5 西城 伽音 阿部 凜名 浅野 舞花 鈴木 優奈 石小陸上スポ少 58秒61

6 本多 由奈 山内 萌々子 高橋 凜 嶺岸 琉楓 宮崎ジュニア陸上
クラブ 59秒24

7 鈴木 陽向子 佐藤 くるみ 立花 穂果 大橋 和佳
蛇田陸上スポーツ
少年団 59秒31

8

氏　　　　　　　　名

　　女子　４・５年生 　４ × １００ｍＪＲ

　　女子　４・５・６年生 　４ × １００ｍＲ

氏　　　　　　　　名

　　男子　４・５年生 　４ × １００ｍＪＲ

氏　　　　　　　　名

順位 所　属 記録 備考

1 阿部 哲太 大場 惇史 齋藤 泰誠 中村 颯人
住吉・開北陸上ス
ポーツ少年団 56秒01

2 狩野 大斗 高橋 創 及川 博紀 鎌田 優翔
中田町陸上スポー
ツ少年団 56秒30

3 千葉 勇翔 三浦 健瑠 後藤 琉希 塩　 愛斗
米山 ＪＲ陸上クラ
ブ 56秒68

4 及川 寛太 榊田 習人 丹野 滉太郎 髙橋 孝河
河北陸上スポーツ
少年団 57秒61

5 成澤 蓮 上手 勇磨 中野 幹太 阿部 凜
鹿妻陸上スポーツ
少年団 58秒43

6 藤村 拓実 岩渕 真裟斗 菊地 梨王 小野寺 大海 気仙沼Jr．AC 58秒44

7 伊藤 美祝 水沼 圭太 伊勢　 匠 立花 大起
蛇田陸上スポーツ
少年団 1分00秒61

8 佐々木 洸弥 加藤 真依久 大友 優翔 小野寺 賢翔
利府Ｊｒ陸上クラ
ブ 1分01秒18

　　男子　４・５・６年生 　４ × １００ｍＲ

氏　　　　　　　　名
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