
ト ラ ッ ク 審 判 長 小野寺文晃

跳 躍 審 判 長 鎌田　孝悦

投 て き 審 判 長 前口　　剛

競 歩 審 判 長 川元　　進

招 集 所 審 判 長 高橋　幸男

記 録 主 任 小野　律子

日付 種目

熊谷　慎太(1) 10.93 鈴木　幸太(4) 10.93 鈴木　佑斗(3) 10.94 齋藤　壮太(3) 10.96 佐藤皇史郎(3) 11.00 相原　優樹(1) 11.01 島山　　悠(3) 11.07 岩城　　惣(4) 11.13

東北学院大 東北福祉大 仙台育英高 仙台育英高 気仙沼高 東北学院大 仙台育英高 東北福祉大

齋藤　紘也(1) 1:59.03 佐藤佳津真 1:59.29 武田真一朗(2) 2:00.04 高橋　健吾(3) 2:00.04 清野　雄太(2) 2:01.79 松田　将大(2) 2:02.59 岩渕　竜也(3) 2:04.06 遠藤　佑弥(3) 2:07.07

東北高 おおさきRC 古川工高 利府高 東北大 東北大 気仙沼高 聖和学園高

竹林　宏斗(3) 14:56.56 會田　純己(2) 15:05.50 大橋　真弥 15:07.07 三條　拓士(3) 15:10.13 齋藤龍之介(2) 15:26.64 鈴木　浩風(2) 15:35.51 沼田　旭陽(3) 15:35.87 安達　　岳(3) 15:37.76

仙台育英高 仙台育英高 石巻RC 仙台育英高 仙台育英高 利府高 東北学院高 利府高

曽根　　新(3) 14.91 永沼　　健(3) 15.30 小野　海斗(3) 15.35 山内晋之亮(2) 15.58 須賀　和希(1) 15.60 小松　柊都(2) 15.75 岩嶋　一馬(2) 15.95

東北学院高 仙台育英高 仙台育英高 仙台三高 仙台二華高 気仙沼高 迫桜高

小野　梓吹(3) 55.93 佐藤　志音(3) 56.41 亀谷　怜央(3) 56.61 杉山　裕哉(2) 58.84 片桐　一生(3) 59.96

柴田高 名取高 仙台東高 東北高 利府高

佐々木信春(3) 22:00.11 白河　大知(3) 22:02.18 遠藤　駿太(3) 22:13.10 浅野　裕平(3) 22:25.86 松田  優太(2) 23:20.11 大家　　聡(3) 23:20.66 寺田倖太朗(2) 23:49.86 星  　大地(2) 23:49.88

東北学院大 利府高 柴田高 古川黎明高 柴田高 東北福祉大 仙台一高 柴田高

仙台育英高 41.74 東北学院大 42.02 東北高 42.13 東北福祉大 42.39 柴田高 42.72 宮城教育大 43.12 TGR 43.43

鈴木　佑斗(3) 相原　優樹(1) 真野　竜伍(2) 佐藤　嘉展(1) 佐藤　健太(3) 高橋　昂平(2) 加藤　裕介

齋藤　壮太(3) 玉熊　紘昴(2) 岸ﾏｲｶｼﾞｪｰﾑｽﾞ(3) 鈴木　幸太(4) 甲羽ｳｨﾙｿﾝ貴士(3) 斎藤　優士(3) 我妻　裕貴

津田　傭兵(3) 熊谷　慎太(1) 小泉　　遼(2) 宮村　航平(2) 梶川　幸輝(3) 菅澤　丹杜(3) 武内　勇輝

島山　　悠(3) 佐藤　　稜(2) 永浦　晴輝(2) 岩城　　惣(4) 大垣　京也(1) 我妻　　哲(3) 新納　　拓

東北福祉大 3:21.13 仙台育英高 3:22.75 東北学院大 3:22.76 宮城教育大 3:26.07 柴田高 3:27.11 東北高 3:27.87 富谷高 3:30.87 気仙沼高 3:31.61

宮村　航平(2) 高玉　蓮斗(2) 蛯名　為帆(2) 菅澤　丹杜(3) 梶川　幸輝(3) 志賀　一輝(2) 佐藤　　凌(2) 梶原　広夢(2)

石川　史也(3) 津田　傭兵(3) 玉熊　紘昴(2) 斎藤　優士(3) 岩下　　平(1) 永浦　晴輝(2) 内田　裕貴(2) 佐藤皇史郎(3)

岩城　　惣(4) 榊田　竜也(2) 熊谷　慎太(1) 佐藤　史弥(2) 小野　梓吹(3) 古舘　将人(3) 鈴木　博登(2) 小野寺大和(3)

鈴木　幸太(4) 齋藤　壮太(3) 佐藤　　稜(2) 我妻　　哲(3) 甲羽ｳｨﾙｿﾝ貴士(3) 杉山　裕哉(2) 畠山　　廉(2) 小野寺大輔(3)

米谷連太郎(2) 1m92 島津　叡作(3) 1m92 丹野  喬介(2) 1m86 佐藤　　匠(1) 1m80 砂野　雅人(2) 1m75 寿　　優一(2) 1m70 髙峯　魁人(2) 1m70

東北学院大 仙台三高 柴田高 利府高 学院榴ケ岡高 尚絅学院高 黒川高

清水嶋優平(1) 1m70

利府高

小野寺　晃 5m10 佐々木孝行 4m60 芳賀　　実(2) 4m20 大瀧　貴也(3) 4m20 佐々木巧弥(3) 4m20 高倉　康平(1) 4m00 木川田秋音(1) 3m70 鎌田　　颯(3) 3m70

佐沼PVC 佐沼PVC 仙台大 利府高 迫桜高 志津川高 志津川高 仙台工高

高木陸太郎(3) 7m09(+2.4) 我妻　　哲(3) 6m94(-0.2) 遠藤　隼人 6m88(+2.5) 我妻　春太(3) 6m69(+2.1) 阿部　光紀(3) 6m63(+3.8) 甲羽ｳｨﾙｿﾝ貴士(3) 6m58(+1.0) 鹿又　郁人(2) 6m56(+1.4) 武田　　剛(3) 6m55(+1.5)

仙台大 公認7m04(+1.0) 宮城教育大 TGR 公認6m59(0.0) 仙台二高 公認6m63(+0.7) 富谷高 公認6m61(+1.0) 柴田高 東北高 泉高

菊池　　樹(2) 12m70 佐藤　好浩 11m07 佐藤　優也 10m23

東北福祉大 石巻陸上同好会 宮城陸協

小原　雅貴 47m92 楠　　哲也(2) 42m04 林　　雅晶(2) 39m44 吉田　大地(2) 34m91 鎌田　　希(2) 28m75

MSC 東北大 岩手大 仙台大 東北学院大

荒井　　謙 68m52 金野　延人 63m94 武者　慶士(2) 63m05 澤田　貴範(3) 59m33 松田　知明 58m35 鈴木　翔太(3) 50m71 東　　空良(3) 49m87 大沼  航弥(2) 49m83

七十七銀行 MSC 東北学院大 仙台大 おおさきRC 仙台西高 学院榴ケ岡高 柴田高

氏家　豪留(2) 14m27 小野寺　輝(3) 13m13 野村　周平(3) 12m88 小林　尚弘(2) 11m59 羽根田貴幸(3) 10m88 佐藤　翔伍(2) 10m01 川嶋　克幸(2) 8m74 高瀬　柊威(2) 8m54

東北学院高 築館高 仙台二高 古川工高 白石工高 白石工高 宮城広瀬高 宮城広瀬高

遠藤　大河(3) 38m87 里澤　卓哉(3) 36m98 梅津　裕義(3) 35m51 佐藤  賀哉(2) 35m28 日下　瑞貴(3) 35m24 佐藤　大晃(3) 34m56 岡崎　悠太(3) 34m00 加藤  晃希(2) 33m56

仙台三高 塩釜高 仙台南高 柴田高 仙台工高 本吉響高 仙台南高 柴田高

佐々木幸太朗(1) 14m99 葛野　和人(3) 9m39 山内　啓輔(3) 8m07

仙台二華高 南中山中 南中山中

荒井　有翔(3) 11.73 佐藤　　丞(3) 11.81 金澤　啓哉(3) 11.82 佐藤　遼太(3) 11.92 髙橋　甚太(3) 11.98 佐々木啓仁(3) 12.05 森　　勇樹(3) 12.14

沖野中 六郷中 台原中 西山中 八軒中 蒲町中 岩沼中

小原　　響(3) 9:16.40 鈴木　一朗(3) 9:29.41 相澤　俊介(3) 9:31.24 今野　　純(3) 9:33.11 喜早　駿介(3) 9:33.92 笹部　駿介(3) 9:44.03 渡部　　俊(3) 9:44.81 相澤　元紀(3) 9:50.36

仙台二華中 蛇田中 六郷中 七ヶ宿中 高砂中 幸町中 増田中 仙台一中

六郷中 45.46 矢本一中 45.81 長町中 45.81 仙台中田中 45.89 宮城野中 46.24 八木山中 46.38 富沢中 46.42 蛇田中 49.58

藤村　颯大(2) 髙橋　璃来(3) 徳光　雅哉(3) 菅野　航平(2) 山形　怜央(3) 佐藤　駿也(3) 阿部　朋也(3) 小野寺拓斗(2)

佐藤　　丞(3) 杉山　響輝(3) 小野　惟斗(3) 鈴木　拓真(3) 露久保陽翔(3) 菅原　快斗(3) 佐々木啓達(3) 星　　亮輔(2)

樋口　　怜(3) 小田島　聖(3) 黒沢　雅也(2) 鈴木　飛来(2) 黒滝　　猛(2) 伊東　龍人(3) 鈴木　柊吾(3) 鹿野　祐介(3)

菊地　結人(3) 山根　蒼良(3) 小中　春樹(2) 岸　　優樹(3) 谷藤　伶哉(2) 伊藤　駿希(3) 進藤　優慈(3) 相澤　源希(3)

小野　惟斗(3) 6m33(+0.4) 川名　翔太(3) 6m09(+1.4) 進藤　優慈(3) 5m89(+0.7) 小松　　空(3) 5m83(+2.4) 菅原　　連(3) 5m77(+2.2) 川名　亜蘭(3) 5m69(+2.5) 石堂　聖也(3) 5m63(+1.0) 徳光　雅哉(3) 5m61(+1.8)

長町中 愛宕中 富沢中 山田中 公認5m74(+1.4) 向陽台中 公認記録なし 蛇田中 公認5m65(+0.3) 中田中 長町中

相澤　源希(3) 14m27 藤沼　優人(3) 10m64 大橋　拓海(2) 10m41 三浦　優輝(2) 10m01 石山　凌也(3) 9m80 加藤　祥太(2) 9m66 塚本　啓明(2) 9m61 初貝　亮祐(2) 9m47

蛇田中 西山中 蛇田中 仙台二華中 古川中 八軒中 寺岡中 石巻中

河北陸上ｽﾎﾟ少A 57.45 中田陸上 1:01.30 住吉開北陸上 1:02.29 利府ジュニア 1:02.84 岩沼Jr R.C 1:02.94 河北陸上ｽﾎﾟ少B 1:03.26

千葉　大輝(6) 浅野　　廉(6) 長谷川　樹(6) 高橋真依久(6) 鎌田　佑輔(6) 菅原　魁星(6)

及川　寛太(6) 鈴木　空良(6) 高橋　慶人(5) 半沢　七海(6) 阿部　　証(6) 沖元　一宇(6)

大森　康生(6) 千葉　岳斗(6) 田中　真人(5) 佐藤　晴悟(5) 中田　礼治(5) 伊藤　凌空(5)

榊田　習人(6) 太布　善康(6) 阿部　哲太(6) 佐々木琳太郎(4) 鈴木　　蓮(6) 高橋　侑我(5)

決勝一覧(男子）

4月23日
中学男子4×

100mR

4月23日 男子4×100mR

4月24日
小学男子4×

100mR

4月23日 男子棒高跳

4月23日 中学男子走幅跳

4月24日 男子走幅跳

4月24日
中学男子砲丸投

(5.000kg)

4月24日
少年B男子砲丸

投(5.000kg)

4月23日
男子高校砲丸投

(6.000kg)

4月23日
男子砲丸投
(7.260kg)

4月24日 中学男子3000m

4月24日 男子5000m

4月24日
少年共通男子
110mH(0.991m)

風：0.0

4月23日
男子

400mH(0.914m)

4月23日 男子5000mW

4月24日 男子4×400mR

4月24日 男子走高跳

4月23日 男子やり投(800g)

7位 8位

4月24日
中学男子100m

風：-1.4

4月23日
男子100m

風：0.0

1位 2位 3位 4位 5位 6位

4月24日 男子800m

4月24日
男子円盤投
(2.000kg)

4月24日
男子高校円盤投

(1.750kg)

平成28年度 宮城県春季陸上競技選手権大会 兼 第71回国民体育大会宮城県予選会 
平成28年4月23日(土)・24日(日) 

宮城県総合運動公園 ひとめぼれスタジアム宮城 

主催：宮城県教育委員会・(公財)宮城県体育協会・(一財)宮城陸上競技協会 

共催：宮城県高等学校体育連盟・宮城県中学校体育連盟 


