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決勝記録一覧作成 伊丹　幸治

日付 種目

伊東　湊隼(1) 11.63 岡　厚志(1) 12.08 及川　航輝(1) 12.17 水谷　泰知(1) 12.19 清水　玲臣(1) 12.28 土田　優人(1) 12.34 大久保貴瑛(1) 12.38 國領　天磨(1) 12.49

築館 GR 東向陽台 岩沼西 築館 将監 中山 東華 長町

山田　旭飛(2) 11.73 森　唯斗(2) 11.77 太田　朝日(2) 11.79 藤川　昊誠(2) 11.96 佐藤　宏(2) 12.02 郷古　多聞(2) 12.04 氏家　恭汰(2) 12.16 亀　　佑海(2) 12.18

沖野 五橋 南光台 袋原 矢本第一 古川南 蛇田 県聴覚支援

近藤　龍希(2) 24.22 渡部　廣大(2) 24.50 遠藤　幹太(2) 24.55 安藤　遼心(2) 24.64 上杉　優介(2) 24.67 菊川　幹太(2) 24.75 小濱竜之丞(2) 25.04 菊田　颯斗(2) 25.13

名取二 高砂 高森 八木山 矢本第二 仙台中田 上杉山 多賀城二

北林　優羽(2) 57.04 岩渕　蓮(1) 57.45 佐藤　大地(2) 57.97 佐藤　謙臣(2) 58.34 髙橋　真輝(1) 58.74 阿南太久磨(2) 59.24 及川　正義(2) 59.45 毛利　源(2) 59.51

鳴瀬未来 河南東 白石 古川南 古川黎明 八乙女 八木山 錦ヶ丘

及川　直(2) 2:11.41 大髙　時導(2) 2:13.14 大宮　行雲(1) 2:13.93 白石　晟(2) 2:14.05 佐藤　勇人(2) 2:15.53 佐藤　忠馬(2) 2:17.95 志賀　優樹(1) 2:18.85 永澤　遥樹(2) 2:21.50

登米中田 東北学院 郡山 宮城野 高森 TR5 長町 鶴が丘 しらかし台 TR5

井上　康介(2) 4:25.71 佐々木蓮斗(1) 4:27.19 中村　優李(2) 4:30.76 川端　樹(2) 4:34.65 田中　優輝(2) 4:35.25 奈良坂虎太朗(2) 4:35.33 嶺岸　優羽(2) 4:36.74 渡邊　留唯(2) 4:37.06

広瀬 加茂 八乙女 広瀬 塩竈一 矢本第一 東北学院 南方

前川竜之将(2) 9:18.99 ｸﾛｯｶｰ蘇恩(2) 9:41.12 髙石　眞央(2) 9:42.07 内海　温琉(2) 9:49.60 大宮　新(2) 9:53.57 山道　優大(2) 9:55.59 佐竹　悠哉(2) 10:02.24 原　楓芽(2) 10:07.28

広瀬 しらかし台 TR5 青陵 登米中田 鶴が丘 富沢 TR5 佐沼 上杉山

木村　航和(2) 16.12 小倉　悠(2) 16.98 鈴木　孝太(2) 17.49 村松　徳大(2) 17.77 高橋　春輝(2) 18.35 藤田　青以(2) 18.39 髙橋圭太朗(2) 18.45 田中誠太朗(2) 18.52

長町 増田 長町 鶴が丘 八乙女 仙台二華 中野 仙台一

八木山 46.24 南光台 46.77 古川南 46.97 多賀城二 47.35 長町 47.59 築館 47.65 名取二 48.25

志賀　悠汰(2) 佐藤　志太(2) 柳川　琉龍(2) 浅妻　丈人(2) 國領　天磨(1) 白鳥　翔大(2) 日野　樹(2)

井幡遼太郎(2) 兎澤　瑛士(2) 郷古　多聞(2) 土屋　夏希(2) 木村　航和(2) 水谷　泰知(1) 飯田　悠仁(2)

清野　煌太(2) 白津　蓮(2) 佐藤　謙臣(2) 後藤　漸(2) 千葉　優真(2) 勝　隆舟(2) 菊地　博斗(1)

安藤　遼心(2) 太田　朝日(2) 野地　竜輔(2) 菊田　颯斗(2) 川又　宏(2) 伊東　湊隼(1) 近藤　龍希(2)

向山　琢磨(2) 1m71 島津　綾汰(2) 1m65 堀内　羽琉(2) 1m62 門岡　勇我(2) 1m53 藤井　愛叶(2) 1m50 北島　煌大(2) 1m45 佐藤　隼(2) 1m40 石崎　恭丞(2) 1m35

台原 錦ヶ丘 錦ヶ丘 大沢 石巻 桜丘 八乙女 米山 1回目

鎌田　陸(1) 1m35

南方 1回目

藤原　涼真(2) 3m00 千枝　青(2) 2m90 村上　颯哉(2) 2m50 木村　昇陽(2) 2m30 星野　航世(2) 2m20

佐沼 佐沼 蒲町 中野 蒲町

門脇　聖也(2) 2m30

米山

武田　翔真(2) 5m75(-0.1) 川又　宏(2) 5m73(-0.2) 浅妻　丈人(2) 5m55(0.0) 荒川　碧(2) 5m43(+0.2) 村木　海斗(2) 5m41(-0.5) 清野　煌太(2) 5m41(+0.2) 樋口　匠翔(2) 5m39(-0.1) 加藤　恵太(2) 5m28(0.0)

利府西 長町 多賀城二 山田 長町 八木山 佐沼 青陵

阿部　涼平(1) 7m66 牧野　凌大(1) 7m61 伊東　亜南(1) 7m47 高橋　翔輝(1) 7m18 安積　舜斗(1) 6m96 芳賀　咲太(1) 6m91 森島　綾都(1) 6m73 峰岸　護(1) 6m65

八軒 鳴子 利府西 大河原 矢本第一 仙台二 五橋 七北田

阿部　佑樹(2) 11m88 大畑　輝宙(2) 11m27 森　一繁(2) 10m38 松下　典弘(2) 10m30 黒田三樹雄(2) 10m02 畠山 　　凌(2) 9m90 熊谷　陸(2) 8m95 大泉　宇佑(2) 8m77

稲井 長町 ウルスラ 仙台二華 南光台 高森 愛宕 寺岡

佐々木晴琉(2) 1723点 加藤　寿騎(2) 1647点 庄子　輝(2) 1566点 志賀　天星(2) 1477点 山田一之進(2) 1434点 千葉　遼(1) 1229点 畠山　拓翔(2) 1126点 小島　寿人(2) 1102点

古川黎明 米山 塩竈二 仙台二華 八木山 南方 登米中田 増田

対抗得点 男子総合 長町（仙台市） 40点 八木山（仙台市） 22点 広瀬（仙台市） 21点 佐沼（登米市） 19点 南光台（仙台市） 17点 築館（栗原市） 16点

凡例  DQ:失格 S2:(R168-7)ﾊｰﾄﾞﾙを越えなかった S4:(R168-7(b))故意にﾊｰﾄﾞﾙを倒した GR:大会記録 TR5:規格外シューズ使用

八乙女　　　登米中田　　１５点

小野寺文晃　　玉槻　充

渡辺　常男

鈴木　省三

伊藤　正信

髙橋　幸男　西條　利雄

鈴木　愛子

第39回宮城県中学校新人陸上競技大会 【男子】　　【競技会コード20　04
3003】

キューアンドエー　スタジアムみやぎ　　　【競技場コード　０４１０２０】              2020/10/17 ～ 2020/10/18
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月17日
1年男子100m 

風：+0.1

10月17日
2年男子100m 

風：-0.2

10月17日
共通男子200m 

風：-0.3

10月17日 共通男子400m

10月18日 共通男子800m

10月17日 共通男子1500m

10月17日 共通男子走高跳

10月17日 共通男子棒高跳

10月18日 共通男子3000m

10月17日
共通男子110mH

(0.914m) 　　風：0.0

10月18日 共通男子4X100mR

10月17日 共通男子走幅跳

10月17日 1年男子砲丸投(4kg)

10月17日 共通男子砲丸投(5kg)

19.23(-0.2)-7m40-1m30-59.21 20.42(-0.2)-6m98-1m40-1:03.94 DQ,S4(+0.1)-8m76-1m45-1:01.53 DQ,S2(+0.1)-7m75-1m30-57.5619.53(-0.2)-11m52-1m30-57.32

10月17
日 

～18日
共通男子四種競技

18.99(+0.1)-8m10-1m48-58.43 18.12(+0.1)-10m51-1m40-1:06.45 19.40(-0.2)-8m90-1m40-1:02.17



 


