
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 髙橋 悠莉 住吉開北陸上
スポーツ少年 15秒33 1 淺野 佑唯 気仙沼ジュニ

アAC 14秒83 1 及川 瑠菜 住吉開北陸上
スポーツ少年 13秒87

2 高橋 真佳 河北陸上ス
ポーツ少年団 15秒86 2 荻原 まりん くりはらACス

ポーツ少年団 15秒01 2 阿部　咲来 石小陸上ス
ポーツ少年団 14秒02

3 畠山 智花 気仙沼ジュニ
アAC 15秒99 3 斎藤 美桜 涌谷陸上ス

ポーツ少年団 15秒21 3 村井 葉月 岩沼ジュニア
ランニングク 14秒03

4 布施 亜沙美 蛇田陸上ス
ポーツ少年団 16秒02 4 渋谷 莉緒 涌谷陸上ス

ポーツ少年団 15秒34 4 沼倉 璃恋 米山Ｊｒ陸上
クラブ 14秒49

5 大森 心愛 石巻市陸上ス
ポーツ少年団 16秒04 5 森  春花 岩沼ジュニア

ランニングク 15秒45 4 庄子 叶那 住吉開北陸上
スポーツ少年 14秒62

6 佐々木 夕月 涌谷陸上ス
ポーツ少年団 16秒04 6 平田 美衣那 気仙沼ジュニ

アAC 15秒71 6 中野 花香 住吉開北陸上
スポーツ少年 14秒65

7 熊谷 彩葉 利府ジュニア
陸上クラブ 16秒13 7 佐藤 小春 石小陸上ス

ポーツ少年団 15秒80 7 渡辺 夕衣香 鹿妻陸上ス
ポーツ少年団 14秒70

8 小山内 みゆ 利府ジュニア
陸上クラブ 16秒28 8 豊島 愛依子 住吉開北陸上

スポーツ少年 15秒85 8 津田 悠聖 住吉開北陸上
スポーツ少年 14秒97

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 後藤 琉希 涌谷陸上ス
ポーツ少年団 14秒48 予選

大会新 1 小野 遥翔 利府ジュニア
陸上クラブ 14秒37 1 千葉 雄翔 米山Ｊｒ陸上

クラブ 12秒89

2 及川 航輝 岩沼ジュニア
ランニングク 14秒66 2 及川  直 中田町陸上ス

ポーツ少年団 14秒81 2 梅津 祁良 七ヶ宿レーシ
ングクラブ 13秒02

3 高橋 真輝 くりはらACス
ポーツ少年団 15秒06 3 佐藤 宏 石巻市陸上ス

ポーツ少年団 14秒94 2 高橋 侑我 河北陸上ス
ポーツ少年団 13秒26

4 初貝 儒季 石小陸上ス
ポーツ少年団 15秒37 4 荒川 莉玖 河北陸上ス

ポーツ少年団 14秒98 4 伊藤 凌空 河北陸上ス
ポーツ少年団 13秒45

5 畠山 一葉 宮崎ジュニア
陸上クラブ 15秒37 5 沖元 奏心 河北陸上ス

ポーツ少年団 15秒02 5 高橋 一志 利府ジュニア
陸上クラブ 13秒73

6 麻生 悠希 貞山ランナー
ズ 15秒56 6 阿部 佑樹 稲井陸上ス

ポーツ少年団 15秒28 6 髙橋 慶人 住吉開北陸上
スポーツ少年 13秒95

7 高橋 琉偉 河北陸上ス
ポーツ少年団 15秒62 7 千枝  青 中田町陸上ス

ポーツ少年団 15秒38 7 久城 颯太 鹿妻陸上ス
ポーツ少年団 14秒16

8 長谷部 佑翠 利府ジュニア
陸上クラブ 15秒69 8 氏家 恭汰 蛇田陸上ス

ポーツ少年団 15秒47 8 青木 海斗 くりはらACス
ポーツ少年団 14秒26

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 伊藤 玲奈 くりはらACス
ポーツ少年団 14秒82 1 津田 悠聖 住吉開北陸上

スポーツ少年 14秒97 1 山﨑 奈結 蛇田陸上ス
ポーツ少年団 2分36秒69

2 木村 十和子 七ヶ宿レーシ
ングクラブ 15秒02 2 米谷 　尋 鹿妻陸上ス

ポーツ少年団 16秒11 2 佐藤 美海 岩沼ジュニア
ランニングク 2分38秒27

3 阿部 りな 鹿妻陸上ス
ポーツ少年団 17秒33 3 千葉 陽太 くりはらACス

ポーツ少年団 16秒39 3 森  優名 岩沼ジュニア
ランニングク 2分39秒16

4 横内 雪月 涌谷陸上ス
ポーツ少年団 21秒06 4 千葉 駿介 石巻西陸上ス

ポーツ少年団 17秒82 4 佐藤 由都久 七ヶ宿レーシ
ングクラブ 2分42秒67

5 5 三井田 凌聖 鹿妻陸上ス
ポーツ少年団 17秒98 5 渡辺 楓佳 利府ジュニア

陸上クラブ 2分44秒34

6 6 千葉 煌介 石巻西陸上ス
ポーツ少年団 18秒11 6 半沢 めい 石巻西陸上ス

ポーツ少年団 2分45秒39

7 7 伊藤 聡汰 河北陸上ス
ポーツ少年団 20秒64 7 橋本  連 利府ジュニア

陸上クラブ 2分47秒00

8 8 8 今野 かれん 七ヶ宿レーシ
ングクラブ 2分48秒66

　　男子　４年生　１００ｍ 　　男子　５年生　１００ｍ 　　男子　６年生　１００ｍ

第１２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
２０１７年１０月　９日（月・祝）　　場所　栗原市築館陸上競技場

　　女子　４年生　１００ｍ 　　女子　５年生　１００ｍ 　　女子　６年生　１００ｍ

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



　　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 白石 陽太 くりはらACス
ポーツ少年団 5分16秒92 1 加藤  光 米山Ｊｒ陸上

クラブ 4ｍ08

2 佐藤 晴悟 利府ジュニア
陸上クラブ 5分22秒76 2 布施 亜弥乃 蛇田陸上ス

ポーツ少年団 3ｍ98

3 今野 智貴 蛇田陸上ス
ポーツ少年団 5分25秒04 3 浅野 結菜 中田町陸上ス

ポーツ少年団 3ｍ92

4 及川 颯太 河北陸上ス
ポーツ少年団 5分28秒87 4 棚木 麻心 蛇田陸上ス

ポーツ少年団 3ｍ60

5 森松 彩夢 栗原市陸上競
技スポーツ少 5分31秒13 5 日野 綾女 涌谷陸上ス

ポーツ少年団 3ｍ40

6 川嶋 剣真 中田町陸上ス
ポーツ少年団 5分32秒00 6 桂谷 夏妃 貞山ランナー

ズ 3ｍ30

7 藤田 紫穏 蛇田陸上ス
ポーツ少年団 5分35秒69 7 高橋 瑞紀 岩沼ジュニア

ランニングク 3ｍ25

8 佐藤 夢真 河北陸上ス
ポーツ少年団 5分35秒96 8 立花 陽菜 蛇田陸上ス

ポーツ少年団 3ｍ17

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

1 千葉 史織 涌谷陸上ス
ポーツ少年団 1ｍ23 1 今野 俊哉 河北陸上ス

ポーツ少年団 4ｍ31

2 阿部 礼奈 蛇田陸上ス
ポーツ少年団 1ｍ05 2 伊勢 来哉 蛇田陸上ス

ポーツ少年団 4ｍ13

3 池田　実央 石小陸上ス
ポーツ少年団 1ｍ05 3 立花 千洋 蛇田陸上ス

ポーツ少年団 4ｍ04

4 菊田 未来 住吉開北陸上
スポーツ少年 1ｍ05 4 阿部 修平 気仙沼ジュニ

アAC 3ｍ68

5 5 田中 真大 住吉開北陸上
スポーツ少年 3ｍ65

6 6 佐藤 好晟 鹿妻陸上競技
スポーツ少年 3ｍ53

7 7 笹舘 悠真 河北陸上ス
ポーツ少年団 3ｍ35

8 8 鈴木 陽世 中田町陸上ス
ポーツ少年団 3ｍ22

順位 氏     名 所　　属 記　録 備考

1 千葉 唯斗 くりはらACス
ポーツ少年団 1ｍ36 大会新

2 伊藤 晶映 住吉開北陸上
スポーツ少年 1ｍ20

3 木村 航大 蛇田陸上ス
ポーツ少年団 1ｍ10

4

5

6

7

8

　　男子　４･５･６年生　走高跳

　　男子　４･５･６年生　１５００ｍ

　　女子　４･５･６年生　走高跳 　　男子　４･５･６年生　走幅跳

順位 所　属 記録 備考

1 熊谷 彩葉 佐藤 優芽 橋本  連 小山内 みゆ 利府ジュニア陸上
クラブ

1分01秒06

2 髙橋 悠莉 阿部 沙亜弥 廣田 結月 豊島 愛依子
住吉開北陸上ス
ポーツ少年団

1分01秒77

3 馬場 ももな 千葉 望々華 高橋 真佳 佐藤  渚 河北陸上スポーツ
少年団

1分02秒47

4 立花 瑛菜 橋本 柚希 阿部 礼奈 布施 亜沙美 蛇田陸上スポーツ
少年団

1分04秒42

5 吉岡 紗希 佐藤 美海 高橋 瑞紀 菅野 依莉 岩沼ジュニアランニ
ングクラブ

1分06秒20

6 岡田 真憂莉 黒澤　羚衣 藤原　俐那 佐藤　莉音 貞山ランナーズ 1分09秒17

7

8

順位 所　属 記録 備考

1 及川 颯太 荒川 莉玖 高橋 琉偉 沖元 奏心 河北陸上スポーツ
少年団

1分00秒23

2 大林 駿太 三浦 聖篤 木村 洸月 阿部 佑樹
稲井陸上スポーツ
少年団

1分01秒89

3 鈴木 陽世 皆川   光 千枝   青 及川   直 中田町陸上スポー
ツ少年団

1分02秒13

4 佐々木琳太郎 小野 優希 長谷部 佑翠 鈴木 新之介 利府ジュニア陸上
クラブ

1分02秒29

5 栗原  諒 佐藤 慎之助 峯岸 李玖 及川 航輝 岩沼ジュニアランニ
ングクラブ

1分03秒51

6 井上 奨梧 内海   大 畠山 一葉 笠原 悠杜 宮崎ジュニア陸上
クラブ

1分04秒17

7 小野寺 一熙 深川 慶龍 渡邊 夏毅 佐藤 斗祈 気仙沼ジュニアAC 1分04秒62

8 安住 航汰 氏家 恭汰 毛利 月瞳 木村 航大 蛇田陸上スポーツ
少年団

1分04秒94

順位 所　属 記録 備考

1 菊田 未来 中野 花香 庄子 叶那 及川 瑠菜 住吉開北陸上ス
ポーツ少年団

55秒98

2 森  優名 目黒 莉子 鈴木 瑞穂 村井 葉月
岩沼ジュニアランニ
ングクラブ

55秒98

3 日野 綾女 斎藤 美桜 渋谷 莉緒 千葉 史織 涌谷陸上スポーツ
少年団

58秒87

4 渡辺 夕衣香 阿部 りな 阿部 美優 色川 優花 鹿妻陸上スポーツ
少年団

1分00秒10

5 山﨑 奈結 布施 亜弥乃 野口 笑愛 橋本   結 蛇田陸上スポーツ
少年団

1分00秒51

6 伊藤 玲奈 狩野 さくら 安保 莉央 荻原 まりん くりはらACスポーツ
少年団

1分00秒76

7 加藤 春香 沼倉 璃恋 加藤   光 柴田 紗衣 米山Ｊｒ陸上クラブ 1分01秒45

8 畠山 智花 淺野 佑唯 平田 美衣那 菊池 心白 気仙沼ジュニアAC 1分01秒65

　　女子　４・５年生 　４ × １００ｍＪＲ

氏　　　　　　　　名

　　男子　４・５年生 　４ × １００ｍＪＲ

氏　　　　　　　　名

　　女子　４・５・６年生 　４ × １００ｍＲ

氏　　　　　　　　名順位 所　属 記録 備考

1 高橋 琉成 今野 俊哉 伊藤 凌空 高橋 侑我
河北陸上スポーツ
少年団

53秒18 大会新

2 小野 遥翔 高橋 一志 平山 航大 佐藤 晴悟
利府ジュニア陸上
クラブ

56秒47

3 高橋 真輝 日野  樹 青木 海斗 千葉 唯斗
くりはらACスポーツ
少年団

57秒89

4 立花 千洋 伊勢 来哉 今野 智貴 藤田 紫穏
蛇田陸上スポーツ
少年団

58秒08

5 佐藤 風雅 千葉 雄翔 澁谷 蓮太 木村 時万 米山Ｊｒ陸上クラブ 59秒96

6 佐藤 好晟 米谷 　尋 阿部 藍土 久城 颯太
鹿妻陸上スポーツ
少年団

1分01秒42

7 及川 莉久 木村  昊 佐藤 祥馬 佐藤  宏
石巻市陸上スポー
ツ少年団

1分02秒44

8

氏　　　　　　　　名

　　男子　４・５・６年生 　４ × １００ｍＲ


