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記 録 主 任 遠藤　勝則

日付 種目

佐藤　美里(3) 12.39 エネ　ｼﾞｪﾆﾌｧｰ(2) 12.64 郷右近　美優(3) 12.75 黒丸　朝日(2) 12.98 寺田　莉菜(2) 12.98 菊地　志乃(3) 13.29 中村　美杜(2) 13.48
常盤木学園 仙台育英 常盤木学園 常盤木学園 聖和学園 仙台二 宮城一
佐藤　美里(3) 24.56 郷右近　美優(3) 25.60 寺田　莉菜(2) 25.64 菅原　真桜(3) 25.66 佐藤　姫菜(3) 25.86 名取　優杏(2) 26.06 菊地　志乃(3) 26.65 梅田　かなえ(3) 27.34
常盤木学園 GR 常盤木学園 聖和学園 仙台育英 仙台三桜 常盤木学園 仙台二 仙台一
伊藤　ののか(3) 58.35 石山　彩花(3) 59.18 佐藤　結華(2) 59.85 佐藤　聖(2) 59.90 八重柏　栞音(3) 1:00.29 澤村 　奈南(2) 1:00.32 加藤　杏菜(3) 1:00.44 赤間　未優(2) 1:00.98
常盤木学園 仙台三桜 常盤木学園 宮城一 東北学院榴岡 仙台二華 仙台一 常盤木学園
壁谷　衿奈(1) 2:14.58 新　楓菜(1) 2:17.84 長坂　柊花(2) 2:18.63 鈴木　るん(3) 2:19.32 及川　愛依(2) 2:19.64 富田　奈津実(3) 2:20.08 山崎　奈結(1) 2:22.94 庄司　麗(3) 2:30.31
仙台育英 仙台育英 仙台育英 常盤木学園 常盤木学園 東北 聖和学園 聖和学園
米澤　奈々香(3) 4:28.40 渡邉　来愛(1) 4:29.86 千葉　未来(3) 4:41.14 橘山　莉乃(1) 4:41.36 渡邉　なちる(3) 4:42.83 鈴木　るん(3) 4:46.15 内海　菜羽(3) 4:48.49 山崎　奈結(1) 4:52.56
仙台育英 仙台育英 聖和学園 仙台育英 東北 常盤木学園 常盤木学園 聖和学園
米澤　奈々香(3) 9:29.58 杉森　心音(2) 9:29.82 吉原　あかり(3) 9:41.41 千葉　未来(3) 9:56.07 渡邉　なちる(3) 9:57.08 力丸　楓(2) 10:10.28 山﨑　めい(2) 10:15.50 佐藤　結唯(3) 10:22.41
仙台育英 仙台育英 仙台育英 聖和学園 東北 仙台一 常盤木学園 東北
福嶋　唯花(3) 14.70 伊藤　愛莉(3) 14.95 千田　遥花(2) 15.54 高橋　小晴(3) 15.68 岡　希実(2) 15.79 髙橋　那月(2) 16.11 芳賀　美咲(3) 16.13 相澤　杏路(3) 16.59
古川黎明 常盤木学園 聖和学園 宮城一 仙台一 古川黎明 角田 石巻西
日下　あやな(3) 1:02.76 福嶋　唯花(3) 1:06.21 八重柏　栞音(3) 1:06.56 芳賀　美咲(3) 1:07.27 太田　菜月(3) 1:07.32 會澤　美音(3) 1:09.02 菊地　真優(2) 1:09.02 本田　紗菜(3) 1:09.36
常盤木学園 古川黎明 東北学院榴岡 角田 仙台三桜 塩釜 利府 迫桜
太田　陽菜(3) 26:51.76 我孫子　優奈(1) 29:06.79 平塚　悠月(2) 29:10.69 吉岡　利紗(2) 29:57.21 松岡　恋乃美(2) 30:45.21 佐藤　花恋(2) 31:41.59 高橋　歩未(1) 32:52.65 三浦　志音(1) 33:07.37
白石 柴田農林川崎 白石 古川黎明 柴田農林川崎 常盤木学園 仙台二 古川黎明
常盤木学園 47.04 仙台育英 47.68 仙台二 49.74 宮城一 49.90 柴田 50.05 仙台一 50.26 古川黎明 50.78 東北 50.80
浅野　結(1) 佐藤　くるみ(3) 金森　美紀(1) 佐藤　聖(2) 佐藤　結月(2) 岡　希実(2) 坂本　優奈(2) 阿部　咲来(1)
佐藤　美里(3) 秋山　七海(3) 菊地　志乃(3) 高橋　小晴(3) 鵜澤　希妃(2) 梅田　かなえ(3) 髙橋　那月(2) 髙橋　ルナ(3)
郷右近　美優(3) 菅原　真桜(3) 内田　有咲(3) 中村　美杜(2) 藤野　希(3) 服部　叶佳(2) 大場　朱莉(2) 石川　礼愛(2)
黒丸　朝日(2) エネ　ｼﾞｪﾆﾌｧｰ(2) 墨谷　友美(1) 和泉　佳奈(3) 栗原　花歩(3) 千葉　史織(1) 福嶋　唯花(3) 西城　伽音(2)
常盤木学園 3:50.28 仙台三桜 4:01.17 仙台育英 4:02.79 仙台一 4:05.21 宮城一 4:05.45 柴田 4:05.83 仙台二華 4:07.19 仙台向山 4:13.20
伊藤　ののか(3) 太田　菜月(3) 宮森　みな実(2) 梅田　かなえ(3) 梶谷　麻衣(3) 栗原　花歩(3) 宇都宮　佳奈(3) 末永　うらら(2)
日下　あやな(3) 石山　彩花(3) 秋山　七海(3) 加藤　杏菜(3) 中村　美杜(2) 佐々木　稚夏(3) 澤村 　奈南(2) 小原　梨紗(2)
郷右近　美優(3) 菅野　麻優(3) 菅原　真桜(3) 千葉　史織(1) 堤　華穂(2) 鵜澤　希妃(2) 佐藤 　若葉(1) 佐藤　瑠菜(1)
佐藤　美里(3) 佐藤　姫菜(3) 佐藤　くるみ(3) 佐藤　公美(3) 佐藤　聖(2) 藤野　希(3) 髙橋　 葵(1) 橋谷田　聖乃(3)
富澤　瑠(3) 1m62 草刈　柚希(3) 1m59 山口　葵(1) 1m56 玉澤　七海(2) 1m56 和村　華果(2) 1m53 高田 　七菜子(3) 1m53 丸山　京華(3) 1m50 佐藤　菜花(3) 1m50
古川学園 仙台育英 宮城一 東北 泉館山 仙台二華 仙台育英 仙台青陵
山内　サクラ(3) 2m90 田崎　沙英(3) 2m80 塚辺　真理子(3) 2m60 髙橋　歩実(3) 2m50 渡邉　紅梅(2) 2m40
志津川 石巻 古川 桜坂 仙台工
伊藤　愛莉(3) 5m49(-0.6) 川村　麻帆(3) 5m21(+1.5) 布施　亜弥乃(1) 5m21(+2.7) 中澤　里緒(2) 5m14(+1.0) 服部　叶佳(2) 5m06(-2.0) 小野　舞奈香(3) 5m06(-2.3) 岩澤　花菜(2) 4m95(+2.0) 佐々木　智子(3) 4m94(-0.9)
常盤木学園 仙台青陵 石巻好文館 公認4m99(-0.7) 東北 仙台一 仙台二 聖和学園 仙台三桜
川村　麻帆(3) 11m39(+1.9) 大槻　葵(3) 11m21(+1.2) 中澤　里緒(2) 11m07(+3.0) 相原　彩乃(3) 10m91(+1.3) 佐々木　智子(3) 10m88(+1.4) 佐々木　咲笑(2) 10m79(+2.9) 小野　舞奈香(3) 10m77(+1.8) 丸山　京華(3) 10m75(+1.2)
仙台青陵 利府 東北 公認11m06(+1.9) 常盤木学園 仙台三桜 東北 公認10m44(+2.0) 仙台二 仙台育英
加藤　杏菜(2) 11m75 長野　智佳(3) 11m41 古藤　千穂(2) 11m07 氏家　遥香(2) 10m72 工藤　梨帆子(3) 10m50 髙橋　優月(2) 9m91 鈴木　恵菜(1) 9m19 棚木　麻心(1) 9m06
常盤木学園 利府 仙台一 利府 常盤木学園 利府 常盤木学園 柴田
工藤　梨帆子(3) 37m93 長野　智佳(3) 35m96 氏家　遥香(2) 35m33 古藤　千穂(2) 34m54 加藤　杏菜(2) 32m46 三浦　真子(3) 30m89 佐藤　琴美(3) 29m62 鈴木　恵菜(1) 28m16
常盤木学園 利府 利府 仙台一 常盤木学園 気仙沼 白石 常盤木学園
阿部　奈緒(3) 46m00 長野　智佳(3) 39m29 松野　結愛(3) 39m17 佐藤　琴美(3) 36m67 髙橋　優月(2) 35m14 名久井　京珠(3) 33m50 樫崎　なつ(3) 31m16 原田　あゆみ(2) 22m03
志津川 利府 柴田 白石 利府 利府 仙台向山 東北学院榴岡
樋口　萌杏(3) 36m78 照喜名　真優(2) 36m35 今野　紗綺(3) 35m85 澁谷　明日花(3) 34m91 佐藤　りな(3) 34m84 関　夏芽(3) 33m40 菅原　菜央(3) 33m33 高橋　碧(2) 32m77
仙台一 気仙沼 石巻工 古川工 佐沼 中新田 利府 仙台
武田　莉奈(2) 6:52.26 木村　優香(2) 7:10.60 内海　菜羽(3) 7:12.37 本多　瑞妃(3) 7:22.09 相原　遥南(3) 7:31.61 渡部　麗穏(2) 7:42.97 馬場　ひなた(1) 7:45.17 柳澤　真緒那(3) 7:51.44
仙台育英 GR 仙台育英 常盤木学園 常盤木学園 利府 仙台三 常盤木学園 古川黎明
阿部　真梨渚(3) 3407点 安藤　七香(2) 3210点 伊藤　綺音(3) 3145点 久慈　未来(2) 3106点 亀谷　ほのか(3) 3014点 加瀨谷　優心(2) 2952点 中川　碧(3) 2747点 加藤　つばさ(2) 2729点
東北生文大 仙台西 塩釜 聖和学園 仙台東 岩ケ崎 仙台一 佐沼

女子トラック 常盤木学園 65点 仙台育英 61点 聖和学園 17点 古川黎明 15点 仙台三桜 14点 宮城一 11点 白石 10点 柴田農林川崎 7点
女子フィールド 利府 31点 常盤木学園 25点 仙台一 15点 志津川 12点 仙台青陵 11点 東北 11点 古川学園 6点 気仙沼 6点

女子総合 常盤木学園 90点 仙台育英 66点 利府 31点 仙台一 22点 聖和学園 20点 仙台三桜 16点 古川黎明 15点 宮城一 15点
凡例  GR:大会記録

17.44(+2.1)-1m25-6m49-29.19(+0.7)

3m88(+0.5)-22m69-3:00.52

対抗得点

18.02(+0.5)-1m20-7m34-28.33(+0.7)

4m22(+0.5)-23m85-2:43.43

19.51(+0.5)-1m30-7m33-29.33(+1.5)

4m09(0.0)-30m13-2:46.09

19.02(+2.1)-1m47-5m48-28.48(+0.7)

4m06(-0.3)-13m31-2:51.18

16.94(+2.1)-1m35-6m72-28.67(+1.5)

4m26(+3.1)-24m33-2:45.45

17.75(+2.1)-1m20-7m06-28.27(+1.5)

4m42(+1.8)-25m70-2:40.61

19.05(+0.5)-1m53-8m38-30.16(+1.5)

4m41(+0.3)-19m56-2:48.14

5月28日 女子やり投(600g)

5月31日 女子2000mSC(0.762m)

17.95(+2.1)-1m44-7m35-28.48(+1.5)

4m61(+0.9)-25m30-2:40.89

5月30日 
～31日

女子七種競技

5月31日 女子砲丸投(4.000kg)

5月29日 女子円盤投(1.000kg)

5月28日 女子ハンマー投(4.000kg)

5月28日 女子棒高跳

5月29日 女子走幅跳

5月30日 女子三段跳

5月29日 女子4X100mR

5月31日 女子4X400mR

5月29日 女子走高跳

5月31日
女子100mH(0.838m) 

風：-2.2

5月30日 女子400mH(0.762m)

5月28日 女子5000mW

5月31日 女子800m

5月29日 女子1500m

5月31日 女子3000m

8位

5月29日
女子100m 
風：-4.9

5月31日
女子200m 
風：-0.8

5月28日 女子400m

令和3年度宮城県高等学校総合体育大会陸上競技大会 
弘進ゴムアスリートパーク仙台 
2021/05/28 ～ 2021/05/31

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


