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日付 種目

古川　知征(1) 11.14 安藤　聖人(1) 11.21 金田　康佑(1) 11.24 菊田　祥矢(1) 11.31 鈴木　大翔(1) 11.42 小松　幸暉(3) 11.43 德永　　朋葉(1) 11.46 鈴木　翔平(1) 11.47
仙台二華高 聖和学園 東北学院高 聖和学園 柴田高 八乙女中学校 仙台南 涌谷高校
遠藤　拓磨(2) 10.94 菊田　斗真(2) 11.01 豊田　凜太郎(3) 11.02 古川　慧泰(2) 11.05 髙橋　陽希(2) 11.17 大角　虎白(2) 11.25 菊池　航志(1) 11.30 松下　武史(2) 11.32
仙台育英学園高 仙台育英学園高 仙台育英学園高 仙台育英学園高 仙台育英学園高 仙台西高 仙台三桜 仙台二華高
小野　優介(2) 11.13 菅原　優斗(2) 11.20 佐藤　丞(3) 11.34 吉田　健(2) 11.41 金　直宏(3) 11.49 真野　伊右(2) 11.58
仙台三高 仙台西高 仙台育英学園高 塩釜高 仙台育英学園高 仙台二華高
矢吹　慶太(1) 11.50 江井 　龍世(2) 11.61 福田　暁土(2) 11.72 上石　颯太(1) 11.72 吉田　賢(1) 11.72 沖　隼輔(2) 11.86
東北高 泉館山高 東北学院榴ケ岡 仙台三高 仙台二華高 東北学院高
佐々木　博務(2) 11.54 今井　裕一(2) 11.79 大場　理主(2) 11.80 工藤　壮哉(2) 11.80 金沢　太陽(1) 11.87
仙台二華高 白石高 仙台三高 仙台三高 宮一高
高橋　彰太(1) 8:50.94 榊原　巧(1) 8:50.95 神田　大地(1) 8:53.81 野沢　悠真(1) 8:59.21 齋藤　颯希(1) 9:05.46 江口　知秀(1) 9:07.73 吉居　駿恭(1) 9:08.50 関根　駿太(1) 9:11.09
東北高 東北高 東北高 利府高 東北高 白石高 仙台育英学園高 仙台育英学園高
伊藤　洸太(3) 16:47.50 川股　佳生(2) 16:49.28 菅原　豪起(3) 17:00.74 狩野　　匠登(1) 17:07.24 佐々木　俊太(1) 17:11.93 下村　旭生(2) 17:18.63 杉本　智紀(1) 17:23.19 髙橋 　惇央(2) 17:23.96
仙台西高 名取北高 仙台西高 泉館山高 仙台二華高 宮一高 仙台二華高 泉館山高
古川　知征(1) 6m73(+0.1) 渡邉　希(1) 6m72(+0.4) 朝野　景斗(3) 6m17(+1.1) 粟野　晴斗(1) 6m10(+1.1) 佐々木　　魁(3) 6m07(-0.7) 荒井　陸人(1) 6m02(-1.0) 粟野　草太(1) 5m85(+1.8) 藤田　憩(3) 5m63(-1.6)
仙台二華高 仙台西高 白石中 仙台西高 涌中 東北高 仙台工業高校 五橋中
齋藤　奏人(2) 6m34(-0.1) 天田　涼介(2) 5m99(+2.0) 髙橋　恭(2) 5m83(+0.1) 蓑輪　好一郎(2) 5m81(+2.3) 佐藤　匠(2) 5m63(+4.1) 渡部　創太(2) 5m53(-1.4) 蔦　光(1) 5m52(-0.9) 女川　勇真(2) 5m33(+2.6)
宮城工 東北学院高 仙台三高 仙台三高 公認5m58(+1.3) 白石高 公認記録なし 仙台西高 名取北高 東北学院高 公認5m30(-0.6)

中野　太惺(3) 12m82 佐藤　光晟(1) 12m58 高橋　涼(1) 12m56
仙台二華 仙台育英学園高 仙台工業高校
三浦　優輝(2) 12m94 塚本　啓明(2) 12m86 樋口　将貴(2) 12m51 堀籠　温大(2) 11m89 川村　健人(2) 11m54 大堀　　拓人(1) 11m42 伊藤 　蒼(2) 10m45 榎本　隆佑(2) 9m95
仙台二華高 仙台育英学園高 東北学院高 仙台育英学園高 東北学院榴ケ岡 泉館山高 泉館山高 宮一高
郷右近　美優(1) 12.22 佐藤　美里(1) 12.35 菅原　真桜(1) 12.56 相原　彩乃(1) 12.78 伊藤　愛莉(1) 12.88 伊藤　史織(3) 13.11 和泉　佳奈(1) 13.18 松田　早希(1) 13.25
常盤木学園高校 常盤木学園高校 仙台育英学園高 常盤木学園高校 常盤木学園高校 仙台二華 宮一高 仙台東高
竹内　心良(2) 12.56 守屋　憧里(2) 12.68 仲丸　泉美(2) 12.84 佐藤　茉里奈(2) 12.95 高橋　桜(2) 13.11 早坂　彩(2) 13.16 畠山　茅(2) 13.18 八重柏　栞音(1) 13.33
常盤木学園高校 常盤木学園高校 仙台二華高 常盤木学園高校 東北高 東北高 仙台三桜 東北学院榴ケ岡
谷村　彩名(2) 13.19 佐藤　美羽(2) 13.21 三浦　杏実(2) 13.31 鴫原　愛麗(2) 13.35 市瀬　百々果(2) 13.36 佐藤　姫菜(1) 13.37 保坂　結貴(2) 13.40 大友　玲奈(2) 13.89
仙台三桜 常盤木学園高校 仙台三高 仙台西高 仙台青陵 仙台三桜 仙台三桜 東北高
菅原　みづき(2) 13.22 石山　彩花(1) 13.24 高澤　あかり(1) 13.40 生井　杏(1) 13.49 太田　菜月(1) 13.67
塩釜高 仙台三桜 名取北高 仙台向山高 仙台三桜
山中　菜摘(1) 4:46.78 佐々木　寧菜(1) 4:49.01 髙橋　華瑠亜(1) 4:49.68 札場　美桜(1) 4:52.32 吉原　あかり(1) 4:59.30 内海　菜羽(1) 5:01.61 渡邊　萩乃(3) 5:03.89 相原　遥南(1) 5:15.34
仙台育英学園高 仙台育英学園高 仙台育英学園高 仙台育英学園高 仙台育英学園高 常盤木学園高校 しらかし台中 利府高
佐藤　晴奈(3) 10:21.39 阿部　ひなた(2) 10:23.03 亀谷　夕寧(3) 10:23.95 有谷　萌(2) 10:37.15 鈴木　るん(1) 10:41.91 伊藤　璃乃(2) 10:53.78 尾方　彩純(2) 11:11.44 鶉橋　麻鈴(2) 11:13.69
常盤木学園高校 常盤木学園高校 常盤木学園高校 仙台二華高 常盤木学園高校 常盤木学園高校 東北学院榴ケ岡 常盤木学園高校
福嶋　唯花(1) 14.68 石川　咲香(1) 14.98 高橋　小晴(1) 15.93 松枝　　美希(1) 16.65 菅原　汐愛来(1) 17.14 佐藤　礼奈(1) 17.52 西野　妃莉(3) 17.59
古川黎明高校 仙台育英学園高 宮一高 泉館山高 常盤木学園高校 仙台西高 福岡中
鈴木　野乃佳(3) 5m11(+1.5) 川村　麻帆(1) 5m07(-0.6) 鈴木　陽(1) 5m06(0.0) 佐々木　智子(1) 4m65(+0.8) 大友　祥(1) 4m59(-0.6) 大槻　葵(1) 4m41(-1.6) 嶺岸　琉楓(1) 4m30(-0.2)
福岡中 仙台青陵 佐沼高 仙台三桜 仙台向山高 利府高 古川学園高
中山　朱理(2) 4m82(-1.0) 伊藤 　美冬(2) 4m75(-0.9) 鈴木　くるみ(2) 4m73(-1.2) 髙橋　美輝(2) 4m67(-1.4) 岩本　菜々果(2) 4m49(+3.0) 曲山　碧海(2) 4m46(+0.7) 菊地 　柚(2) 4m45(+1.6) 木村　海(2) 4m28(-1.0)
仙台三高 泉館山高 利府高 宮一高 東北学院榴ケ岡 公認4m34(+0.4) 仙台三高 泉館山高 仙台三桜
秋葉　珠莉(2) 11m14 工藤　梨帆子(1) 10m17 山口　莉子(1) 8m96 佐々木　優海(2) 8m91 山田　美子(1) 8m25 柏坂　さくら(1) 7m93 熊谷　莉(2) 6m94 後藤　花佳(2) 6m62
白石高 常盤木学園高校 仙台三高 仙台向山高 仙台三桜 仙台三桜 塩釜高 仙台三桜

凡例 

8月24日 少年B女子走幅跳

8月24日 高校女子走幅跳

8月24日 高校女子砲丸投(4.000kg)

8月24日 少年B女子1500m

8月24日 高校女子3000m

8月24日
少年B女子100mH(0.762m) 

風：+2.0

8月24日
高校女子100m 

風：-1.6

8月24日
高校女子100m(2) 

風：-1.3

8月24日
高校女子100m(3) 

風：+2.3

8月24日 少年B男子砲丸投(5.000kg)

8月24日 高校男子砲丸投(6.000kg)

8月24日
少年B女子100m 

風：+1.7

8月24日 高校男子5000m

8月24日 少年B男子走幅跳

8月24日 高校男子走幅跳

8月24日
高校男子100m(3) 

風：+2.8

8月24日
高校男子100m(4) 

風：+4.8

8月24日 少年B男子3000m

8位

8月24日
少年B男子100m 

風：+0.9

8月24日
高校男子100m 

風：+2.6

8月24日
高校男子100m(2) 

風：+2.6
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