
決勝　 ﾀｲﾑﾚｰｽ

1-3 881 千葉 凱斗(6)
ﾁﾊﾞ ｶｲ
ﾄ 892 男乕 結衣(6)

ｵﾉﾄﾗ ﾕ
ｲ 902 坂本 くれは(6)

ｻｶﾓﾄ ｸ
ﾚﾊ 891 洞澤  雄(6)

ﾎﾗｻﾜ
ﾕｳ

ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲＡ 1 54秒25 1

2-7 1181 日野 脩杜(6)
ﾋﾉ ｼｭｳ
ﾄ 1191 及川 晟斗(6)

ｵｲｶﾜ
ｾｲﾄ 1272 小嶋 佐英(6)

ｵｼﾞﾏ ｻ
ｴ 1262 石山 すみれ(6)

ｲｼﾔﾏ
ｽﾐﾚ

利府ｼﾞｭﾆｱ陸上 1 55秒90 2

2-4 911 安齋 太智(6)
ｱﾝｻﾞｲ
ﾀｲﾁ 921 菊田 瑛心(6)

ｷｸﾀ ｴｲ
ｼﾝ 912 宮本 有菜(6)

ﾐﾔﾓﾄ ﾕ
ﾅ 922 栗原 虹心(6)

ｸﾘﾊﾗ ﾆ
ｺ

ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲＢ 2 56秒37 3

2-6 331 中村  元(6)
ﾅｶﾑﾗ
ｹﾞﾝ 321 髙橋 聖那(6)

ﾀｶﾊｼ
ｾｲﾅ 322 早坂 心寧(5)

ﾊﾔｻｶ
ｺｺﾈ 312 斎藤 美菜(6)

ｻｲﾄｳ ﾊ
ﾙﾅ

岩沼Jr.RC Ａ 3 56秒60 4

1-4 42 佐藤 椿姫(6)
ｻﾄｳ ﾂ
ﾊﾞｷ 51 高野　惺琉(6)

ﾀｶﾉ ｾｲ
ﾘｭｳ 52 佐久間 玲奈(6)

ｻｸﾏ ﾚ
ｲﾅ 61 山家 徠飛(6)

ﾔﾝﾍﾞ ﾗ
ｲﾄ

大平小学校 2 58秒53 5

1-5 1862 中野 恵理捺(6)
ﾅｶﾉ ｴﾘ
ﾅ 1852 岸  明衣子(6) ｷｼ ﾒｲｺ 1851 石川 弘脩(6)

ｲｼｶﾜ ｺ
ｳｽｹ 1861 及川 雅生(6)

ｵｲｶﾜ
ﾏｻｷ

鹿折小学校 3 59秒11 6

1-2 351 伊藤 大地(6)
ｲﾄｳ ﾀﾞｲ
ﾁ 371 及川 來夢(5)

ｵｲｶﾜ ﾗ
ｲﾑ 362 牛澤  凛(5)

ｳｼｻﾞﾜ
ﾘﾝ 352 寒風澤 玲那(5)

ｻﾌﾞｻﾜ
ﾚﾅ

岩沼Jr.RC Ｂ 4 59秒66 7

2-5 2301 佐藤 希研(6)
ｻﾄｳ ﾏｷ
ﾄ 2291 菅原 勢馴(6)

ｽｶﾞﾜﾗ
ｾﾅ 2292 平山 優奈(6)

ﾋﾗﾔﾏ
ﾕｳﾅ 2282 髙橋  凜(6)

ﾀｶﾊｼ ﾘ
ﾝ

築館小学校 4 59秒86 8

1-8 1201 千葉 悠稀(6)
ﾁﾊﾞ ﾕｳ
ｷ 1292 秋山 海結(6)

ｱｷﾔﾏ ﾐ
ﾕ 1302 川原 優愛(6)

ｶﾜﾊﾗ
ﾕｱ 1211 奥山 琥珀(6)

ｵｸﾔﾏ
ｺﾊｸ

青山小学校 5 1分00秒24 9

1-6 1531 阿部 純也(6)
ｱﾍﾞ ｼﾞｭ
ﾝﾔ 1532 市川 莉緒(5)

ｲﾁｶﾜ ﾘ
ｵ 1521 太田 纏夏(6)

ｵｵﾀ ﾃ
ﾝｶ 1542 相澤 優香(6)

ｱｲｻﾞﾜ
ﾕｳｶ

蛇田陸上スポ少 6 1分00秒89 10

2-8 1581 佐藤 虎雅(5)
ｻﾄｳ ｺｳ
ｶﾞ 1571 梶原 璃音(5)

ｶｼﾞﾜﾗ
ﾘｵﾝ 1582 阿部 優菜(5) ｱﾍﾞ ﾕﾅ 1592 佐藤 ゆの(5) ｻﾄｳ ﾕﾉ 住吉開北スポ少 5 1分04秒57 11

1-7 2632 車塚 心優(5)
ｸﾙﾏﾂｶ
ﾐﾕ 2641 後藤 龍馬(5)

ｺﾞﾄｳ ﾘｮ
ｳﾏ 2622 内海 緋菜(5) ｳﾂﾐ ﾋﾅ 2621 猪股  蓮(5)

ｲﾉﾏﾀ ﾚ
ﾝ

宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上 7 1分04秒77 12

2-2 1482 鈴木 碧羽(5)
ｽｽﾞｷ ｱ
ｵﾊﾞ 1472 佐々木 心花(5)

ｻｻｷ ｺﾉ
ｶ 1471 鴬出 博也(5)

ｳｸﾞﾃﾞ ﾋ
ﾛﾔ 1481 山口 裕盛(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ
ﾕｳｾｲ

石小陸上スポ少 6 1分09秒18 13

＊ビブス番号の末尾１が男子、末尾２が女子

備考

岩沼市陸上競技場　　　令和２年１０月３１日（土）

第３６回宮城県小学生陸上競技交流大会

男女混合 ４×１００ｍＲ

総合
順位

組
順位

組
レーン

所　属 記録
第１走者 第２走者 第３走者 第４走者

走　　　者　　　氏　　　名


