
男子 4×100mR
全国大会記録            48.65     栃木・ＴＯＪ　　　　　　　　　　　　  2014

県記録(PR)              50.89     大河原クラブ                          1991

県大会記録(GR)          50.89     大河原クラブ                          1991

予選 3組0着＋8

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

ﾁｰﾑ 若柳小学校 ﾁｰﾑ 丸森クラブ
所属 栗原 所属 角田

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

215 佐々木　俠峨(6) 55 八巻　龍聖(6)

216 清和　佑陽(6) 56 齋藤　優雅(6)

217 黄海　勇大(6) 57 富塚　唯斗(6)

218 佐竹　翼(6) 58 船山　優太(6)

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 気小陸上クラブ ﾁｰﾑ 仙台陸上俱楽部 ﾁｰﾑ 槻木小学校
所属 気仙沼 所属 仙台 所属 柴田

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

75 坂本　眞太郎(5) 116 小野寺　巧真(6) 171 大沼　航士(6)

76 阿部　和貴(6) 117 森　唯斗(6) 172 佐々木　柚汰(6)

77 遠藤　陽(6) 118 太田　朝日(6) 173 齋藤　慶太(6)

78 佐藤　時春(6) 119 土屋　拓人(6) 174 高野　翔太(6)

120 萬羽　陽一(6)

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 長瀞小学校 ﾁｰﾑ 錦織クラブ
所属 亘理 所属 登米

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

235 大橋　琉生(5) 155 千葉　陽斗(5)

236 成毛　優太(5) 156 田松　優斗(6)

237 丸子　樹(5) 157 鈴木　仁人(6)

238 渡邉　諒介(5) 158 千葉　颯翔(6)

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

ﾁｰﾑ 船岡小学校
所属 柴田

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

175 鞠子　侑(6)

176 伊藤　悠翔(6)

177 笠松　颯人(6)

178 舟山　虹大(6)

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 若林小学校 ﾁｰﾑ 利府第三小学校 ﾁｰﾑ 佐沼小クラブ

所属 仙台 所属 利府 所属 登米

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

121 佐藤　琉生(6) 191 松川　怜磨(6) 146 上野　竜平(6)

122 千葉　悠人(6) 192 原田　颯夏(6) 147 小山　蒼(6)

123 伊深　雅之(6) 193 丹野　遥斗(6) 148 萬代　天(6)

124 豊川　晃弘(6) 194 髙橋　泰平(6) 149 樋口　匠翔(6)

125 伊藤　漣(6) 195 伊藤　聡汰(6) 150 千枝　青(6)

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上 ﾁｰﾑ 角田クラブ
所属 加美 所属 角田

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

85 井上　奨梧(6) 45 手塚　恭右(6)

86 北村　梛人(6) 46 新屋　大智(6)

87 内海　大(5) 47 八島　直毅(6)

88 中川　直弥(5) 48 佐藤　渚哉(6)

89 畠山　一葉(5) 49 藤田　大和(6)

ﾄﾖｶﾜ ｱｷﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾍｲ ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾄ

ｲﾄｳ ﾚﾝ ｲﾄｳ ｿｳﾀ ﾁｴﾀﾞ ｱｵｲ

ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｶﾞ ｵﾔﾏ ｿｳ

ｲﾌﾞｶ ﾏｻﾕｷ ﾀﾝﾉ ﾊﾙﾄ ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾃﾝ

ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

ｻﾄｳ ﾙｲ ﾏﾂｶﾜ ﾚﾝﾏ ｳｴﾉ ﾘｭｳﾍｲ

ﾏﾘｺ ﾀｽｸ

ｲﾄｳ ﾕｳﾄ

ｶｻﾏﾂ ﾊﾔﾄ

ﾀﾏﾂ ﾕｳﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ

ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ

ﾁﾊﾞ ﾌｳﾄ

ﾏﾙｺ ｲｽﾞｷ

ｵｵﾊｼ ﾙｲ

ﾅﾙｹ ﾕｳﾀ

ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ

ﾊﾀﾔﾏ ｲﾁﾖｳ ﾌｼﾞﾀ ﾔﾏﾄ

ﾏﾝﾊﾞ ﾖｳｲﾁ

ｳﾁｳﾐ ﾋﾛ ﾔｼﾏ ﾅｵｷ

ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾔ

ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙ ｵｵﾀ ｱｻﾋ ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ

ｻﾄｳ ﾄｷﾊﾙ ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾏ ｵｵﾇﾏ ｺｳｼ

ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ ﾓﾘ ﾕｲﾄ ｻｻｷ ﾕｳﾀ

ｻﾀｹ ﾂﾊﾞｻ ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ

ｾｲﾜ ﾕｳﾋ ｻｲﾄｳ ﾕｳｶﾞ

ｷｳﾐ ﾕｳﾀﾞｲ ﾄﾐﾂｶ ﾕｲﾄ

6月24日 12:50 予選

6月24日 14:20 決勝

ｻｻｷ ｷｮｳｶﾞ ﾔﾏｷ ﾘｾ

ｲﾉｳｴ ｼｮｳｺﾞ ﾃﾂﾞｶ ｷｮｳｺﾞ

ｷﾀﾑﾗ ﾅｷﾞﾄ ｼﾝﾔ ﾀﾞｲﾁ



男子 4×100mR
全国大会記録(GR)        48.65     　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2014

県記録(PR)              50.89     大河原クラブ                          1991

県大会記録(GR)          50.89     大河原クラブ                          1991

予選 3組0着＋8

3組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

ﾁｰﾑ ランナーズハイ

所属 仙台

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

126 ｶﾙﾉﾝ ｼｬｽﾃｨﾝ健太(6)

127 一関　康平(6)

128 岩本　陸玖(6)

129 古川　雄盛(6)

130 及川　輝琉(6)

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 岩沼Ｊｒ･Ｒ･Ｃ ﾁｰﾑ 河北陸上スポ少 ﾁｰﾑ 白石第二小学校

所属 岩沼 所属 河北 所属 白石

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

220 佐藤　慎之助(6) 67 及川　颯太(5) 13 菊地　洸希(6)

221 江刺　悠太(6) 68 高橋　琉偉(5) 14 大町　一誓(6)

222 安田　悠人(6) 69 沖元　奏心(6) 15 髙澤　優仁(6)

223 藤島　悠人(6) 70 佐藤　夢真(6) 16 山田　陽汰(6)

71 荒川　莉玖(6) 17 佐藤　大地(6)

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 瀬峰小学校 ﾁｰﾑ 加賀野小学校

所属 栗原 所属 登米

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

210 門脇　大河(6) 151 菊地　直希(6)

211 千葉　誠弥(6) 152 木村　友亮(6)

212 杵渕　琉煌(6) 153 清水　康太郎(6)

213 木川田　早瀬(6) 154 菊田　桔平(6)

214 武藤　涼(6)

ｱﾗｶﾜ ﾘｸ ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾄ ｵｷﾓﾄ ｿｳｼ ﾀｶｻﾜ ﾕｳﾄ

ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾄ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ

ｵｲｶﾜ ﾋｶﾙ

ｻﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ ｵｲｶﾜ ﾊﾔﾀ ｷｸﾁ ｺｳｷ

ｴｻｼ ﾊﾙﾀ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ ｵｵﾏﾁ ｲｯｾｲ

ｲﾁﾉｾｷ ｺｳﾍｲ

ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｾｲ

6月24日 12:40 予選

6月24日 14:05 決勝

ｶﾙﾉﾝ ｼｬｽﾃｨﾝｹﾝﾀ

ﾑﾄｳ ﾘｮｳ

ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾀｲｶﾞ

ｷﾈﾌﾞﾁ ﾙｲｷ ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ

ｷｶﾜﾀﾞ ﾊﾔｾ ｷｸﾀ ｷｯﾍﾟｲ

ｷｸﾁ ﾅｵｷ

ﾁﾊﾞ ﾏｻﾔ ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ


