
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 伊藤　心(4) ｲﾄｳ ｺｺﾛ 大崎 古川第四小 16.77
2 松田　望(4) ﾏﾂﾀ ﾉｿﾞﾐ 大崎 古川第四小 16.99
10 橋本　茉奈(4) ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅ 白石 白石一小 16.5
11 中嶋　麗愛(4) ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｱ 白石 平沢小 16.8
27 佐藤　もも音(4) ｻﾄｳ ﾓﾓﾈ 角田 角田クラブ 16.65
37 八巻　花恋(4) ﾔﾏｷ ｶﾚﾝ 角田 丸森クラブ 17.12
43 関井　美結(4) ｾｷｲ ﾐﾕ 加美 色麻小 16.97
52 五島　るみ(4) ｺﾞｼﾏ ﾙﾐ 涌谷 涌谷陸上スポ少 17.64
53 角野　紗也(4) ｶﾄﾞﾉ ｻﾔ 気仙沼 階上小 16.94
54 大内　芽(4) ｵｵｳﾁ ﾒｲ 気仙沼 大谷小 17.02
98 及川　希望(4) ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 仙台 ランナーズハイ 16.17
99 三枝　奈津美(4) ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂﾐ 仙台 沖野小 16.31
100 佐藤　雫(4) ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ 仙台 泉松陵小 16.55
101 三浦　美桜(4) ﾐｳﾗ ﾐｵ 仙台 沖野小 16.59
102 栫井　和撫(4) ｶｺｲ ｶｽﾞﾅ 仙台 八幡小 16.60
141 清野　さくら(4) ｾｲﾉ ｻｸﾗ 亘理 山下第一小学校 16.24
150 木内　舞(4) ｷｳﾁ ﾏｲ 名取 那智が丘小 16.35
160 山田　萌花(4) ﾔﾏﾀﾞ ﾓｴｶ 岩沼 岩沼Jr.R.C 16.59
167 狩野　優来(4) ｶﾘﾉ ﾕﾗ 石巻 河北陸上 16.5
168 豊島　愛季子(4) ﾄﾖｼﾏ ｱｷｺ 石巻 住吉開北スポ少 16.7
169 林　優花(4) ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 石巻 住吉開北スポ少 16.9
170 黒川　愛来(4) ｸﾛｶﾜ ｱｲﾗ 石巻 住吉開北スポ少 16.8
171 澁谷　柚月(4) ｼﾌﾞﾔ ﾕｽﾞｷ 石巻 須江小学校 17.67
196 都築　陽菜乃(4) ﾂﾂﾞｷ ﾋﾅﾉ 栗原 築館小学校 16.66
197 千田　芽生(4) ﾁﾀﾞ ﾒｲ 栗原 鶯沢小学校 16.86
212 太田　依吹(4) ｵｵﾀ ｲﾌﾞｷ 柴田 船迫小 16.40
226 石山　紗羅(4) ｲｼﾔﾏ ｻﾗ 利府 利府第三小 15.85

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 髙橋　駿(4) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 大崎 清滝小 16.31
8 村上　創哉(4) ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾔ 白石 永野小 15.9
9 皆川　翔雲(4) ﾐﾅｶﾜ ｼｮｳｳﾝ 白石 白石二小 16.1
23 森谷　海玖亜(4) ﾓﾘﾔ ｱｸｱ 角田 角田クラブ 16.93
33 佐藤　楓臥(4) ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 角田 丸森クラブ 17.02
40 尾形　陸斗(4) ｵｶﾞﾀ ﾘｸﾄ 加美 宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上 15.76
46 高橋　凰雅(4) ﾀｶﾊｼ ｵｳｶﾞ 涌谷 涌谷陸上スポ少 18.11
50 畠山　一気(4) ﾊﾀｹﾔﾏ ｲｯｷ 気仙沼 気仙沼Jr.Ac 15.27
51 熊谷　大雅(4) ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｶﾞ 気仙沼 気仙沼Jr.Ac 16.21
95 菅原　幹太(4) ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ 仙台 芦口小 15.52
96 榊原　慈温(4) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 仙台 ランナーズハイ 15.52
97 躍場　柊(4) ｵﾄﾞﾘﾊﾞ ｼｭｳ 仙台 チーム仙台 15.73
98 小野寺　那早(4) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾓﾔ 仙台 遠見塚小 15.76
99 泰田　宇宙(4) ﾀｲﾃﾞﾝ ｿﾗ 仙台 ランナーズハイ 15.88
138 我妻　陽斗(4) ｱｶﾞﾂﾏ ﾊﾙﾄ 亘理 逢隈小学校 15.32
146 大庭　天佑(4) ｵｵﾊﾞ ﾃﾝﾕｳ 名取 愛島小 15.50
155 及川　來夢(4) ｵｲｶﾜ ﾗｲﾑ 岩沼 岩沼Jr.R.C 15.61
162 佐藤　皇誠(4) ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 石巻 貞山ランナーズ 16.6
163 庄子　奏生(4) ｼｮｳｼﾞ ｶﾅｳ 石巻 石巻市陸上スポ 15.8
164 千葉　麗雅(4) ﾁﾊﾞ ｳﾙｶﾞ 石巻 石巻西陸上スポ 15.70
165 遠藤　夏(4) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾂ 石巻 稲井陸上スポ少 17.0
166 三輪　虎太郎(4) ﾐﾜ ｺﾀﾛｳ 石巻 北村小学校 15.71
192 氏家  颯(4) ｳｼﾞｲｴ ﾘｭｳ 栗原 一迫小学校 15.60
193 門傅　碧斗(4) ﾓﾝﾃﾞﾝ ｱｵﾄ 栗原 一迫小学校 15.61
208 佐野　優人(4) ｻﾉ ﾕｳﾄ 柴田 大河原小 15.72
224 初田　翔晃(4) ﾊｯﾀ ﾄｱ 利府 利府第二小 15.73
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
3 千葉　あかり(5) ﾁﾊﾞ ｱｶﾘ 大崎 古川第二小 15.05
4 小野寺　沙紀(5) ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ 大崎 古川第四小 15.99
12 菅野　陽万里(5) ｶﾝﾉ ﾋﾏﾘ 白石 福岡小 16.0
13 長山　暖果(5) ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾙｶ 白石 白石一小 15.8
28 目黒　空(5) ﾒｸﾞﾛ ｿﾗ 角田 角田クラブ 15.67
38 今野　彩花(5) ｺﾝﾉ ｱﾔｶ 角田 丸森クラブ 15.99
44 鈴木　結愛(5) ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 加美 広原小 14.60
55 佐藤　真悠(5) ｻﾄｳ ﾏﾕ 気仙沼 津谷小 15.19
56 岸　明衣子(5) ｷｼ ﾒｲｺ 気仙沼 気仙沼Jr.Ac 15.46
69 金野　寧音(5) ｺﾝﾉ ﾈﾈ 登米 南方小学校 14.70
70 名嘉原　姫奈(5) ﾅｶﾊﾗ ﾋﾒﾅ 登米 錦織クラブ 15.80
71 伊東　聖奈(5) ｲﾄｳ ｾﾅ 登米 石森小学校 16.01
72 後藤　のあ(5) ｺﾞﾄｳ ﾉｱ 登米 西郷小学校 16.10
103 我妻　歩風(5) ﾜｶﾞﾂﾏ ﾎﾉｶ 仙台 芦口小 14.94
104 高橋　蘭(5) ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 仙台 仙台陸上倶楽部 14.97
105 島原　芽衣(5) ｼﾏﾊﾗ ﾒｲ 仙台 八本松小 15.30
106 越前　ひなの(5) ｴﾁｾﾞﾝ ﾋﾅﾉ 仙台 仙台陸上倶楽部 15.43
107 高橋　舞衣(5) ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 仙台 チーム仙台 15.54
142 齋藤　美菜(5) ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾅ 亘理 長瀞小学校 14.54
151 菅原　実莉(5) ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾉﾘ 名取 ゆりが丘小 15.38
164 引田　千聖(5) ﾋｷﾀ ﾁｾｲ 岩沼 岩沼西小 15.51
172 平井　美虹(5) ﾋﾗｲ ﾐｸ 石巻 石小陸上スポ少 15.7
173 佐々木　柚香(5) ｻｻｷ ﾕｽﾞｶ 石巻 石小陸上スポ少 15.9
174 熊谷　彩花(5) ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔｶ 石巻 蛇田陸上スポ少 16.1
175 山下　花依(5) ﾔﾏｼﾀ ｶｴ 石巻 鹿妻陸上スポ少 15.3
176 高橋　紫音(5) ﾀｶﾊｼ ｼｵﾝ 石巻 鹿又小学校 16.99
198 大場　諒音(5) ｵｵﾊﾞ ﾘｵﾝ 栗原 築館小学校 14.42
199 鎌田　理々華(5) ｶﾏﾀﾞ ﾘﾘｶ 栗原 宮野小学校 15.08
213 鈴木　倖奈(5) ｽｽﾞｷ ﾕｷﾅ 柴田 船迫小 15.36
214 佐藤　夢羽(5) ｻﾄｳ ﾕﾒﾊ 柴田 大河原小 15.51
227 佐々木　瑠那(5) ｻｻｷ ﾙﾅ 利府 利府第二小 15.45

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
2 浅野　月奏(5) ｱｻﾉ ﾙｶ 大崎 古川第四小 14.51
10 田部　一樹(5) ﾀﾍﾞ ｶｽﾞｷ 白石 七ヶ宿ＲＣ 14.7
11 中澤　涼人(5) ﾅｶｻﾞﾜ ｽｽﾞﾋﾄ 白石 白石二小 14.9
24 齋藤　裕翔(5) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 角田 角田クラブ 15.07
34 菊地　真斗(5) ｷｸﾁ ﾏﾅﾄ 角田 丸森クラブ 15.08
41 山田　聖翔(5) ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾄ 加美 色麻小 14.81
47 山口　ひろ(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛ 涌谷 涌谷陸上スポ少 14.86
52 伊藤　玄(5) ｲﾄｳ ｹﾞﾝ 気仙沼 気仙沼Jr.Ac 15.21
53 小山　大輝(5) ｵﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 気仙沼 気仙沼Jr.Ac 15.80
65 伊藤　睦樹(5) ｲﾄｳ ﾑﾂｷ 登米 米山東小学校 15.01
66 山内　瑞貴(5) ﾔﾏｳﾁ ﾐｽﾞｷ 登米 石森小学校 15.20
67 土生　悠斗(5) ﾊﾌﾞ ﾕｳﾄ 登米 佐沼小クラブ 15.30
68 岩淵　岳琉(5) ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｹﾙ 登米 佐沼小クラブ 15.60
100 斉藤　颯太(5) ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 仙台 テリオスＡＣ 14.14
101 近藤　優虎(5) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 仙台 ランナーズハイ 14.49
102 佐々木　晶斗(5) ｻｻｷ ｱｷﾄ 仙台 テリオスＡＣ 14.53
103 谷川　蓮(5) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚﾝ 仙台 テリオスＡＣ 14.57
104 櫻井　航太(5) ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ 仙台 テリオスＡＣ 14.67
139 櫻本　悠一郎(5) ｻｸﾗﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 亘理 亘理小学校 14.69
147 目黒　舜太(5) ﾒｸﾞﾛ ｼｭﾝﾀ 名取 下増田小 15.39
159 加茂　琉靖(5) ｶﾓ ﾘｭｳｾｲ 岩沼 岩沼西小 14.76
167 高橋　歩蓮(5) ﾀｶﾊｼ ｱﾚﾝ 石巻 河北陸上 15.3
168 伊東　隼稀(5) ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 石巻 石小陸上スポ少 15.9
169 佐藤　琉偉(5) ｻﾄｳ ﾙｲ 石巻 石巻市陸上スポ 15.7
170 阿部　優斗(5) ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 石巻 住吉開北スポ少 15.7
171 相澤　武(5) ｱｲｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 石巻 北村小学校 16.9
194 及川　來夢(5) ｵｲｶﾜ ﾗﾑ 栗原 栗駒小学校 14.49
195 二階堂　湊介(5) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｿｳｽｹ 栗原 若柳小学校 14.86
209 佐藤　礼凰(5) ｻﾄｳ ﾗｲｵｳ 柴田 大河原南小 14.43

＊＊＊　小学５年男子１００ｍ　＊＊＊

＊＊＊　小学５年女子１００ｍ　＊＊＊



210 中村　元(5) ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝ 柴田 船岡小 14.86
225 日野　脩杜(5) ﾋﾉ ｼｭｳﾄ 利府 青山小 15.38

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
5 杵渕　華果(6) ｷﾈﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ 大崎 古川第四小 15.42
6 佐々木　陽菜(6) ｻｻｷ ﾊﾙﾅ 大崎 古川第四小 16.42
14 平間　葵(6) ﾋﾗﾏ ｱｵｲ 白石 大鷹沢小 16.4
15 塩田　結衣(6) ｼｵﾀﾞ ﾕｲ 白石 大鷹沢小 16.2
29 大槻　絆(6) ｵｵﾂｷ ｷｽﾞﾅ 角田 角田クラブ 14.51
39 大内　未梨晴(6) ｵｵｳﾁ ﾐﾘﾊ 角田 丸森クラブ 15.96
45 猪股　栞(6) ｲﾉﾏﾀ ｼｵﾘ 加美 色麻小 15.13
51 佐々木　夕月(6) ｻｻｷ ﾕﾂﾞｷ 涌谷 涌谷陸上スポ少 14.63
57 吉田　心温(6) ﾖｼﾀﾞ ｺﾊﾙ 気仙沼 気仙沼Jr.Ac 14.19
58 村上　優碧(6) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾋ 気仙沼 九条小 14.51
73 石川　愛怜(6) ｲｼｶﾜ ｴﾚﾝ 登米 新田小 14.10
74 佐々木　涼華(6) ｻｻｷ ｽｽﾞｶ 登米 上沼小学校 15.01
75 佐藤　心優(6) ｻﾄｳ ﾐﾕ 登米 北方小学校 15.10
76 遠藤　羽衣(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｳｲ 登米 北方小学校 15.20
108 山本　麻夏(6) ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 仙台 仙台陸上倶楽部 14.05
109 佐藤　乃愛(6) ｻﾄｳ ﾉｱ 仙台 テリオスＡＣ 14.20
110 大西　空(6) ｵｵﾆｼ ｿﾗ 仙台 テリオスＡＣ 15.04
111 及川　こころ(6) ｵｲｶﾜ ｺｺﾛ 仙台 西中田小 15.10
112 菊池　恵実(6) ｷｸﾁ ﾒｸﾞﾐ 仙台 泉松陵小 15.23
143 大村　実生(6) ｵｵﾑﾗ ﾐｵ 亘理 山下小学校 14.99
152 高砂　奈月(6) ﾀｶｻｺﾞ ﾅﾂｷ 名取 増田西小 15.87
161 川添　優里(6) ｶﾜｿﾞｴ ﾕｳﾘ 岩沼 岩沼Jr.R.C 14.45
177 大森　心愛(6) ｵｵﾓﾘ ｺｺｱ 石巻 石巻市陸上スポ 14.9
178 廣田　結月(6) ﾋﾛﾀ ﾕﾂﾞｷ 石巻 住吉開北スポ少 15.6
179 髙橋　悠莉(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 石巻 住吉開北スポ少 14.9
180 相澤　咲(6) ｱｲｻﾞﾜ ｻｷ 石巻 蛇田陸上スポ少 15.0
181 大山　莉奈(6) ｵｵﾔﾏ ﾘﾅ 石巻 須江小学校 17.74
200 三浦　麗花(6) ﾐｳﾗ ﾚｲｶ 栗原 一迫小学校 15.18
201 千葉　優音(6) ﾁﾊﾞ ﾕｳﾈ 栗原 金成小学校 15.30
215 若生　萌(6) ﾜｺｳ ﾓｴ 柴田 槻木小 14.86
228 三浦　仁菜(6) ﾐｳﾗ ﾆﾅ 利府 利府Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 14.58

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
3 髙橋　真輝(6) ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 大崎 清滝小 13.19
12 佐藤　優真(6) ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 白石 宮小 14.3
13 一條　遥斗(6) ｲﾁｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 白石 大平小 14.7
25 佐藤　蒼之介(6) ｻﾄｳ ｿｳﾉｽｹ 角田 角田クラブ 14.56
35 齋藤　雄飛(6) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾋ 角田 丸森クラブ
42 太田　北斗(6) ｵｵﾀ ﾎｸﾄ 加美 東小野田小 14.51
48 後藤　琉希(6) ｺﾞﾄｳ ﾘｷ 涌谷 涌谷陸上スポ少 13.67
54 内海　大輔(6) ｳﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ 気仙沼 鹿折小 14.31
55 芳賀　俊甫(6) ﾊｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 気仙沼 大谷小 15.18
69 髙橋　祐治(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 登米 豊里クラブ 13.90
70 千葉　陽斗(6) ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ 登米 錦織クラブ 14.10
71 黒田　ヨハン(6) ｸﾛﾀﾞ ﾖﾊﾝ 登米 西郷小学校 14.10
72 皆川　光(6) ﾐﾅｶﾜ ﾋｶﾙ 登米 上沼小学校 14.30
105 本郷　智樹(6) ﾎﾝｺﾞｳ ﾄﾓｷ 仙台 仙台陸上倶楽部 13.97
106 魚住　優斗(6) ｳｵｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 仙台 チーム仙台 14.03
107 髙橋　佳来(6) ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 仙台 将監小 14.11
108 佐々木　廉杜(6) ｻｻｷ ﾚﾝﾄ 仙台 西中田小 14.42
109 嘉永　昌悟(6) ﾖｼﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 仙台 上杉山通小 14.46
148 大庭　駿之介(6) ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝﾉｽｹ 名取 愛島小 13.80
156 本田　胡汰郎(6) ﾎﾝﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 岩沼 岩沼Jr.R.C 14.88
172 佐藤　琥太郎(6) ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ 石巻 河北陸上 13.0
173 及川　優貴(6) ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 石巻 石小陸上スポ少 15.7
174 木村　心(6) ｷﾑﾗ ｼﾝ 石巻 貞山ランナーズ 14.9
175 瀧口　彩人(6) ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾔﾄ 石巻 稲井陸上スポ少 15.6

＊＊＊　小学６年女子１００ｍ　＊＊＊
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176 遠藤　楓芽(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾌｳｶﾞ 石巻 北村小学校 15.83
196 伊東　湊隼(6) ｲﾄｳ ｿｳﾄ 栗原 築館小学校 12.58
197 沼倉　直幸(6) ﾇﾏｸﾗ ﾅｵﾕｷ 栗原 栗駒南小学校 13.59
211 三浦　大希(6) ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ 柴田 大河原南小 14.09
212 三浦　琉斗(6) ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾄ 柴田 大河原小 14.51
226 長谷部　佑翠(6) ﾊｾﾍﾞ ﾕｳｽｲ 利府 利府Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 14.86

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
5 小関　峯士(5) ｺｾｷ ﾐﾈｼ 大崎 古川第四小 1.01.17
6 中島　海音(5) ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ
7 高橋　杜和(6) ﾀｶﾊｼ ﾄﾜ
8 齋藤　志帆(5) ｻｲﾄｳ ｼﾎ
9 澤口　由依(6) ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｲ

16 橋本　優斗(6) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 白石 白石一小 1.01.3
17 新倉　新太(6) ﾆｲｸﾗ ｱﾗﾀ
20 岩﨑　稀来里(6) ｲﾜｻｷ ｷﾗﾘ
21 鑓水　友稀(6) ﾔﾘﾐｽﾞ ﾕｷ

18 村上　柚乃介(6) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾉｽｹ 白石 白石二小 1.02.1
19 須川　康大(6) ｽｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ
20 半澤　龍牙(6) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾘｮｳｶﾞ
22 神澤　祥(6) ｶﾐｻﾜ ｻｷ
23 高山　絢(6) ﾀｶﾔﾏ ｱﾔ

21 谷口　歩人(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾙﾄ 白石 白川小 1.03.7
22 大野　孝大(6) ｵｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ
24 丹治　眞優花(6) ﾀﾝｼﾞ ﾏﾕｶ
25 遠藤　綾夏(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ
26 宍戸　春香(6) ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ

27 佐藤　凛(6) ｻﾄｳ ﾘﾝ 角田 角田クラブＡ 57.78
28 岡　風翔(6) ｵｶ ﾌｳｶﾞ
31 安齋　えみ加(6) ｱﾝｻｲ ｴﾐｶ
32 大友　天湖(6) ｵｵﾄﾓ ｱｺ

29 大平　征寿(6) ｵｵﾋﾗ ﾕｷﾋｻ 角田 角田クラブＢ 59.77
30 小梨　渉(6) ｺﾅｼ ﾜﾀﾙ
33 杉野　紗南(6) ｽｷﾞﾉ ｻﾅ
34 大石　実夢(6) ｵｵｲｼ ﾐﾕ

31 佐久間　祥綺(6) ｻｸﾏ ﾖｼｷ 角田 角田クラブＣ 1.01.31
32 木村　憲人(6) ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ
35 小檜山　一花(6) ｺﾋﾞﾔﾏ ｲﾁｶ
36 菊地　彩乃(6) ｷｸﾁ ｱﾔﾉ

37 笠井　柊都(6) ｶｻｲ ｼｭｳﾄ 角田 丸森クラブ 59.91
38 八巻　風玖(6) ﾔﾏｷ ﾌｸ
39 窪田　慶志(6) ｸﾎﾞﾀ ｹｲｼ
41 古山　心葉(6) ﾌﾙﾔﾏ ｺｺﾊ
42 山戸田　莉愛(6) ﾔﾏﾄﾀﾞ ﾘﾅ

43 内海　大(6) ｳﾁｳﾐ ﾋﾛ 加美 宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上 56.23
44 千葉　優雅(6) ﾁﾊﾞ ﾕｳｶﾞ
45 畠山　一葉(6) ﾊﾀﾔﾏ ｲﾁﾖｳ
48 尾形　ちひろ(6) ｵｶﾞﾀ ﾁﾋﾛ
49 畠山　凛央(6) ﾊﾀﾔﾏ ﾘｵ
50 藤村　悠加(6) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｶ

58 深川　慶龍(6) ﾌｶｶﾞﾜ ｹｲﾘｭｳ 気仙沼 気仙沼Jr.Ac 58.66
59 小野寺　一煕(6) ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｷ
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60 伊東　将大(6) ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
61 畠山　智花(6) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓｶ
62 中野　みどり(6) ﾅｶﾉ ﾐﾄﾞﾘ
63 畠山　栞奈(6) ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾝﾅ

61 菊池　涼太(6) ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ 気仙沼 気仙沼小 1.00.92
62 坂本　眞太郎(6) ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ
64 石川　花音(6) ｲｼｶﾜ ｶﾉﾝ
65 山本　桃佳(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ
66 畑山　姫来(6) ﾊﾀﾔﾏ ﾋﾅ

63 昆野　那由太(5) ｺﾝﾉ ﾅﾕﾀ 気仙沼 九条小 1.02.29
64 姉崎　眞士(5) ｱﾈｻﾞｷ ﾏﾅﾄ
67 加藤　麻央(5) ｶﾄｳ ﾏｵ
68 菅原　碧海(5) ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾐ

81 鎌田　陸(6) ｶﾏﾀ ﾘｸ 登米 南方小学校 58.8
82 千葉　獅琉(6) ﾁﾊﾞ ｼﾘｭｳ
83 楠木　蓮(6) ｸｽﾉｷ ﾚﾝ
85 千葉　心美(6) ﾁﾊﾞ ｺｺﾐ
86 遠藤　美優(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ
87 高橋　真理(6) ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ

84 工藤　快太(6) ｸﾄﾞｳ ｶｲﾀ 登米 石越クラブ 1.02.60
85 千葉　夢汰(6) ﾁﾊﾞ ﾕﾒﾀ
86 佐藤　裕紀(6) ｻﾄｳ ﾕｳｷ
88 工藤　鈴々(6) ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞ
89 山本　愛来(6) ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾗ
90 沼倉　夏漣(6) ﾇﾏｸﾗ ｶﾚﾝ

87 阿部　鴻憲(6) ｱﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ 登米 加賀野小学校 1.03.10
88 佐藤　佑(6) ｻﾄｳ ﾕｳ
91 菊地　由佳(6) ｷｸﾁ ﾕｶ
92 半田　綺星(6) ﾊﾝﾀﾞ ｷﾗﾘ
93 青木　莉子(6) ｱｵｷ ﾘｺ

89 佐々木　謙伍(5) ｻｻｷ ｹﾝｺﾞ 登米 米山東小学校 1.04.20
90 山内　湊汰(6) ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾀ
91 佐々木　瑛汰(5) ｻｻｷ ｴｲﾀ
94 伊藤　月輝愛(5) ｲﾄｳ ﾙｷｱ
95 豊原　歩美(6) ﾄﾖﾊﾗ ｱﾕﾐ

92 飯塚　風葵(6) ｲｲﾂﾞｶ ﾌｳｷ 登米 佐沼小クラブ 1.05.50
93 名生　悠人(6) ﾐｮｳ ﾕｳﾄ
94 佐藤　壱成(6) ｻﾄｳ ｲｯｾｲ
96 佐久田　愛那(6) ｻｸﾀ ﾏﾅ
97 髙橋　ここな(6) ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ

119 金子　侑叶(6) ｶﾈｺ ﾕｳﾄ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲＡ 56.80
120 志賀　優樹(6) ｼｶﾞ ﾕｳｷ
121 小山　秀悟(6) ｵﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ
123 伊藤　愛菜(6) ｲﾄｳ ｴﾅ
124 安達　野々花(6) ｱﾀﾞﾁ ﾉﾉｶ
125 菅原　小鈴(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾘﾝ

122 渥美　悠斗(6) ｱﾂﾐ ﾊﾙﾄ 仙台 芦口小 57.54
123 千葉　琉生(6) ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ
126 笠原　沙月(6) ｶｻﾊﾗ ｻﾂｷ
127 半澤　奏(6) ﾊﾝｻﾞﾜ ｶﾅﾃ

124 及川　輝琉(6) ｵｲｶﾜ  ﾋｶﾙ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲＢ 57.90
125 安齋　太智(5) ｱﾝｻﾞｲ ﾀｲﾁ
126 菊田　瑛心(5) ｷｸﾀ ｴｲｼﾝ
128 宮城　春咲(6) ﾐﾔｷﾞ ﾊﾙｻ
129 男乕　結衣(5) ｵﾉﾄﾗ ﾕｲ
130 小川　栞奈(6) ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ



127 西村　悠汰(6) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 仙台 八幡小 59.40
128 森本　響(6) ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ
129 神田　健人(6) ｶﾝﾀﾞ ｹﾝﾄ
131 佐藤　心海(6) ｻﾄｳ ｺｺﾐ
132 檜森　友寧(6) ﾋﾓﾘ ﾄﾓﾈ

130 富岡　巧翔(6) ﾄﾐｵｶ ﾀｸﾄ 仙台 蒲町小 59.79
131 阿部　拓真(6) ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ
133 佐々木　由奈(6) ｻｻｷ ﾕﾅ
134 倉持　成美(6) ｸﾗﾓﾁ ﾅﾙﾐ

132 増子　輝翔(6) ﾏｽｺ  ｷﾗﾄ 仙台 柳生小 1.00.26
133 小野寺　葉留(6) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙ
135 阿部　海紗(6) ｱﾍﾞ ﾐｻ
136 早坂　仁花(6) ﾊﾔｻｶ ｷﾐｶ

134 枝松　一仁(6) ｴﾀﾞﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾄ 仙台 八木山小 1.00.30
135 南條　晴(6) ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾊﾙ
137 佐藤　和花(6) ｻﾄｳ ﾜｶ
138 三浦　菜未(6) ﾐｳﾗ ﾅﾐ

136 寺川　空希(6) ﾃﾗｶﾜ ｿﾗｷ 仙台 東四郎丸小 1.02.59
137 菅井　杏澄(6) ｽｶﾞｲ ｱｽﾞﾏ
139 浅野　美捺(6) ｱｻﾉ ﾐｵ
140 小野寺　咲紀(6) ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ

140 成毛　優太(6) ﾅﾙｹ ﾕｳﾀ 亘理 長瀞小学校Ａ 58.46
142 大橋　琉生(6) ｵｵﾊｼ ﾙｲ
144 渋谷　唯花(6) ｼﾌﾞﾔ ﾕｲｶ
147 海老澤　亜葵(6) ｴﾋﾞｻﾜ ｱｵｲ

141 渡邉　諒介(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 亘理 長瀞小学校Ｂ 1.01.34
143 山本　恭太朗(6) ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ
145 門脇　華衣雅(6) ｶﾄﾞﾜｷ ﾊｲﾋﾞ
146 高橋　咲空(6) ﾀｶﾊｼ ｷﾗ

150 高沢　獅音(6) ﾀｶｻﾜ ｼｵﾝ 名取 増田小Ａ 1.04.27
151 阿部　大河(6) ｱﾍﾞ ﾀｲｶﾞ
154 野﨑　万悠莉(6) ﾉｻﾞｷ ﾏﾕﾘ
155 佐藤　あずさ(6) ｻﾄｳ ｱｽﾞｻ

152 布田　望斗(6) ﾌﾀﾞ ﾓﾄ 名取 増田小Ｃ 59.83
153 札木　紳一郎(6) ﾌﾀﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ
156 小野寺　由奈(6) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾅ
157 山﨑　あい(6) ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲ

157 及川　航輝(6) ｵｲｶﾜ ｺｳｷ 岩沼 岩沼Jr.R.C 55.65
158 高橋　大翔(6) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ
162 鴫原　逢夏(6) ｼｷﾞﾊﾗ ｱｲｶ
163 合川　舞(6) ｱｲｶﾜ ﾏｲ

160 對馬　悠(6) ﾂｼﾏ ﾕｳ 岩沼 玉浦小 58.53
161 近藤　誓(6) ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲ
165 布田　ここみ(6) ﾌﾀﾞ ｺｺﾐ
166 猪股　奈未(6) ｲﾉﾏﾀ ﾅﾐ

186 高橋　琉偉(6) ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 石巻 河北陸上 58.8
187 及川　颯太(6) ｵｲｶﾜ ﾊﾔﾀ
190 馬場　ももな(6) ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾓﾅ
191 高橋　真佳(6) ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｶ

188 千葉　蒼真(6) ﾁﾊﾞ ｿｳﾏ 石巻 石巻西陸上スポ 1.05.00
189 小松　悠成(6) ｺﾏﾂ ﾕｳｾｲ
192 半沢　めい(6) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾒｲ
193 松本　彩希(6) ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ

190 鈴木　淳大(6) ｽｽﾞｷ ｱﾂﾋﾛ 石巻 広渕小学校 1.04.7



191 髙橋　智也(5) ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ
194 本田　こころ(6) ﾎﾝﾀﾞ ｺｺﾛ
195 熊谷　ふみの(6) ｸﾏｶﾞｲ ﾌﾐﾉ

202 清和　陸(6) ｾｲﾜ ﾘｸ 栗原 志波姫小学校 57.99
203 菅原　銀太(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾞﾝﾀ
204 三浦　倖太郎(6) ﾐｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ
206 白鳥　優妃(6) ｼﾛﾄﾘ ﾕｷ
207 工藤　倫花(6) ｸﾄﾞｳ ﾘﾝｶ
208 及原　春奏(6) ｵｲﾊﾗ ｶｽｶﾞ

205 鈴木　想梧(6) ｽｽﾞｷ ｿｳｺﾞ 栗原 若柳小学校 59.16
206 松井　友平(6) ﾏﾂｲ ﾕｳﾍｲ
207 髙橋　翔生(6) ﾀｶﾊｼ ｶｲ
209 黒木　にこり(6) ｸﾛｷ ﾆｺﾘ
210 石原　琉奈(6) ｲｼﾊﾗ ﾙﾅ
211 遠藤　千春(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾊﾙ

217 安喰　智哉(6) ｱｼﾞｷ ﾄﾓﾔ 柴田 金ケ瀬小 56.13
218 内池　遥陽(6) ｳﾁｲｹ ﾊﾙﾋ
219 佐藤　瞭成(6) ｻﾄｳ ｱｷﾅﾘ
219 柴崎　智捺(6) ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾁﾅﾂ
220 牟田　朝陽(6) ﾑﾀ ｱｻﾋ
221 平間　美結(6) ﾋﾗﾏ ﾐｳ

220 米谷　煌愛(6) ﾏｲﾔ ｺｳｱ 柴田 船迫小 1.03.48
221 瀬野尾　鉄生(6) ｾﾉｵ ﾃｯｼｮｳ
222 西島　依咲(6) ﾆｼｼﾞﾏ ｲｻｷ
223 千川　瑠那(6) ﾁｶﾜ ﾙﾅ

222 小野　冴空萊(5) ｵﾉ ｻｸﾗ 柴田 船岡小 1.05.30
223 中森　来翔(5) ﾅｶﾓﾘ ﾗｲﾄ
224 佐々木　日可吏(5) ｻｻｷ ﾋｶﾘ
225 土井　海羽(5) ﾄﾞｲ ﾐｳ

229 木村　光希(6) ｷﾑﾗ ｺｳｷ 利府 利府Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 59.55
230 小野　優希(6) ｵﾉ ﾕｳｷ
230 熊谷　彩葉(6) ｸﾏｶﾞｲ ｲﾛﾊ
231 小山内　みゆ(6) ｵｻﾅｲ ﾐﾕ

231 勝又　現暉(6) ｶﾂﾏﾀ ｹﾞﾝｷ 利府 利府小 1.03.18
232 耳塚　千紘(6) ﾐﾐﾂﾞｶ ﾁﾋﾛ
232 小山　穂乃花(6) ｵﾔﾏ ﾎﾉｶ
233 今野　蘭(6) ｺﾝﾉ ﾗﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
7 氏家　心(5) ｳｼﾞｲｴ ｼﾝ 大崎 古川第二小 1392
16 千葉　咲良(5) ﾁﾊﾞ ｻｸﾗ 白石 白石一小 823
17 髙子　真乃(5) ﾀｶｺ ﾏﾉ 白石 白石一小 1196
46 畠山　七呼(5) ﾊﾀﾔﾏ ﾅﾅｺ 加美 宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上 283
77 伊藤　藍織(6) ｲﾄｳ ｱｲﾘ 登米 南方小学校 1600
78 佐々木　柚和(6) ｻｻｷ ﾕﾅ 登米 浅水小 1239
79 千葉　結菜(6) ﾁﾊﾞ ﾕｲﾅ 登米 加賀野小学校 1170
80 千葉　紗羽(6) ﾁﾊﾞ ｻﾜ 登米 西郷小学校 1155
113 ﾆｰﾙｿﾝ　美杏果(6) ﾆｰﾙｿﾝ ﾋﾞｱﾝｶ 仙台 白百合ＡＣ 1595
114 横田　朱音(6) ﾖｺﾀ ｱｶﾈ 仙台 八本松小 1375
115 星　音羽(6) ﾎｼ ｵﾄﾊ 仙台 岡田ＡＣ 1207
116 永野　心結(6) ﾅｶﾞﾉ ﾐﾕ 仙台 白百合ＡＣ 1136
117 南部　結衣(6) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｲ 仙台 白百合ＡＣ 1068
148 塚部　美來(6) ﾂｶﾍﾞ ﾐﾗｲ 亘理 長瀞小学校 1181
158 菅原　ももな(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾓﾓﾅ 岩沼 岩沼Jr.R.C 1053
182 梶原　京華(6) ｶｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ 石巻 河北陸上 1538
183 藤原　俐那(6) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾅ 石巻 貞山ランナーズ 1194
184 布施　亜沙美(6) ﾌｾ ｱｻﾐ 石巻 蛇田陸上スポ少 1468
202 菅原　未玖(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｸ 栗原 栗駒小学校 1614

＊＊＊　小学女子コンバインドＡ　＊＊＊



203 青野　未莉(6) ｱｵﾉ ﾐﾘ 栗原 鶯沢小学校 1521
216 髙橋　花(6) ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 柴田 金ケ瀬小 1636
217 最上　湖羽(6) ﾓｶﾞﾐ ｺﾊﾈ 柴田 大河原小 903

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
73 千葉　遼(6) ﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 登米 東郷クラブ 1879
74 高橋　幸也(6) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾔ 登米 南方小学校 1675
75 鈴木　陽世(6) ｽｽﾞｷ ﾖｳｾｲ 登米 石森小学校 1658
76 髙橋　希世暉(6) ﾀｶﾊｼ ｷｾｷ 登米 登米小 1364
110 下權谷　宗慧(6) ｼﾓｺﾞﾝﾔ ﾑﾈｻﾄ 仙台 八木山小 1612
111 佐藤　蓮彪(6) ｻﾄｳ ﾚﾝﾄ 仙台 東仙台小 1369
112 安藤　遼(6) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 仙台 仙台陸上倶楽部 845
113 田口　武士(6) ﾀｸﾞﾁ ﾀｹｼ 仙台 郡山小 790
144 小野　智暁(6) ｵﾉ ﾄﾓｱｷ 亘理 逢隈小学校 1675
177 山崎　璃久(5) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｸ 石巻 河北陸上 846
178 津田　航誠(6) ﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ 石巻 住吉開北スポ少 673
179 菅松　禎生(6) ｽｶﾞﾏﾂ ﾖｼｷ 石巻 住吉開北スポ少 961
180 佐々木　詩季(6) ｻｻｷ ｼｷ 石巻 和渕小学校 1849
198 鈴木　俐玖(6) ｽｽﾞｷ ﾘｸ 栗原 金成小学校 1567
199 佐々木　悠斗(6) ｻｻｷ ﾕｳﾄ 栗原 金成小学校 1565
213 朝倉　友秋(6) ｱｻｸﾗ ﾄﾓｱｷ 柴田 大河原南小 1682
214 針生　大夢(6) ﾊﾘｳ ﾋﾛﾑ 柴田 船迫小 1318
227 渋谷　樹(6) ｼﾌﾞﾔ ｲﾂｷ 利府 菅谷台小 788

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
18 川村　日乃香(6) ｶﾜﾑﾗ ﾋﾉｶ 白石 白石一小 1413
19 髙橋　綾乃(5) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾉ 白石 白川小 1062
30 池田　琉月(6) ｲｹﾀﾞ ﾙﾙ 角田 角田クラブ 1055
40 川端　若菜(6) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾜｶﾅ 角田 丸森クラブ 1281
47 伊藤　優姫(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾋ 加美 色麻小 1218
59 及川　亜美(6) ｵｲｶﾜ ｱﾐ 気仙沼 気仙沼小 1165
60 畠山　柚香(6) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｽﾞ 気仙沼 津谷小 937
81 服部　ことめ(6) ﾊｯﾄﾘ ｺﾄﾒ 登米 佐沼小クラブ 1460
82 星　成美(6) ﾎｼ ﾅﾙﾐ 登米 西郷小学校 1412
83 芳賀　光(6) ﾊｶﾞ ﾋｶﾘ 登米 登米小 1326
84 髙橋　詩波(6) ﾀｶﾊｼ ｳﾀﾊ 登米 新田小 1321
118 大友　愛結(6) ｵｵﾄﾓ ｱﾕ 仙台 八本松小 1510
119 高橋　美百(6) ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 仙台 白百合ＡＣ 1389
120 佐竹　唯(6) ｻﾀｹ ﾕｲ 仙台 テリオスＡＣ 1271
121 川村　茉奈(6) ｶﾜﾑﾗ ﾏﾅ 仙台 南中山小 1253
122 奥野　心結(6) ｵｸﾉ ﾐﾋﾛ 仙台 八木山小 1219
149 砂金　遥(6) ｲｻｺﾞ ﾊﾙｶ 亘理 山下第二小学校 1463
153 高橋　美桜(6) ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 名取 増田小 1233
159 菅野　依莉(6) ｶﾝﾉ ｲﾏﾘ 岩沼 岩沼Jr.R.C 1327
185 佐藤　咲良(5) ｻﾄｳ ｻｸﾗ 石巻 河北陸上 1039
186 今野　海結(6) ｺﾝﾉ ﾐﾕ 石巻 河北陸上 1186
187 黒澤　羚衣(6) ｸﾛｻﾜ ﾚｲ 石巻 貞山ランナーズ 1084
188 榊　小万智(6) ｻｶｷ ｺﾏﾁ 石巻 蛇田陸上スポ少 1270
189 高橋　舞(5) ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 石巻 石巻西陸上スポ 1018
204 狩野　友花(6) ｶﾉ ﾄﾓｶ 栗原 築館小学校 1628
205 細川　桃愛(6) ﾎｿｶﾜ ﾓｱ 栗原 築館小学校 1366
218 八島　苺楓(6) ﾔｼﾏ ｲﾁｶ 柴田 村田小 1410
229 高橋　心優(6) ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ 利府 菅谷台小 1355

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
4 戸羽　崚(6) ﾄﾊﾞ ﾘｮｳ 大崎 田尻小 1583
14 角張　颯斗(6) ｶｸﾊﾞﾘ ﾊﾔﾄ 白石 白石二小 1514
15 大庭　琉我(6) ｵｵﾊﾞ ﾙｶﾞ 白石 大鷹沢小 1666
26 鈴木　澪於(6) ｽｽﾞｷ ﾚｵ 角田 角田クラブ 1700

＊＊＊　小学女子コンバインドＢ　＊＊＊

＊＊＊　小学男子コンバインドＢ　＊＊＊

＊＊＊　小学男子コンバインドＡ　＊＊＊



36 結城　璃久(6) ﾕｳｷ ﾘｸ 角田 丸森クラブ 1479
49 中村　光希(6) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 涌谷 涌谷陸上スポ少 743
56 浅野　開登(6) ｱｻﾉ ｶｲﾄ 気仙沼 階上小 1577
57 三浦　颯天(6) ﾐｳﾗ ﾊﾔﾃ 気仙沼 気仙沼小 1551
77 山田　祐大(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 登米 東郷クラブ 1780
78 髙橋　唯人(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾄ 登米 豊里クラブ 1780
79 濱田　理大(6) ﾊﾏﾀﾞ ﾘｵ 登米 中津山クラブ 1752
80 布施　穂高(6) ﾌｾ ﾎﾀﾞｶ 登米 加賀野小学校 1696
114 山邉　航太郎(6) ﾔﾏﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 仙台 柳生小 1835
115 三浦　涼真(6) ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾏ 仙台 八木山小 1784
116 黒政　斗杏(6) ｸﾛﾏｻ ﾄｱ 仙台 芦口小 1735
117 菅原　尚幸(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾕｷ 仙台 芦口小 1634
118 及川　瑛粋(5) ｵｲｶﾜ ｴｰｽ 仙台 八木山小 1581
145 渡部　陽翔(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾄ 亘理 長瀞小学校 1682
149 菊地　博斗(6) ｷｸﾁ ﾊｸﾄ 名取 増田西小 1734
154 佐藤　蓮叶(6) ｻﾄｳ ﾚﾝﾄ 岩沼 岩沼Jr.R.C 1511
181 麻生　悠希(6) ｱｿｳ ﾕｳｷ 石巻 貞山ランナーズ 1823
182 木村　星(6) ｷﾑﾗ ｼｮｳ 石巻 石巻市陸上スポ 1388
183 及川　策久(5) ｵｲｶﾜ ｻｸ 石巻 石巻市陸上スポ 1308
184 髙橋　直志(6) ﾀｶﾊｼ ﾁｶｼ 石巻 住吉開北スポ少 1452
185 棚木　拓哉(5) ﾀﾅｷ ﾀｸﾔ 石巻 蛇田陸上スポ少 1305
200 本田　夏生(6) ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂｷ 栗原 築館小学校 1856
201 竹ヶ原　吏久斗(6) ﾀｹｶﾞﾊﾗ ﾘｸﾄ 栗原 志波姫小学校 1734
215 星　碧斗(6) ﾎｼ ｱｵﾄ 柴田 大河原小 1623
216 髙橋　洸哉(6) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾔ 柴田 東船岡小 1578
228 中山　幸祐(6) ﾅｶﾔﾏ ｺｳｽｹ 利府 利府Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 1254


