
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
236 佐久間　夏稀(4) ｻｸﾏ ﾅﾂｷ 角田 枝野小
238 髙橋　美咲希(4) ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ 角田 北郷小
254 天野　蒼唯(4) ｱﾏﾉ ｱｵｲ 角田 小斎小
280 今村　美咲(4) ｲﾏﾑﾗ ﾐｻｷ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
282 菊池　真陽春(4) ｷｸﾁ ﾏﾋﾙ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
284 谷口　灯(4) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｶﾘ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
286 星山　七梛(4) ﾎｼﾔﾏ ﾅﾅ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
288 渡辺　心春(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
290 跡邊　清奈(4) ｱﾄﾍﾞ ｽｽﾞﾅ 仙台 芦口小学校
342 高野　望央(4) ﾀｶﾉ ﾐｵ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
344 田中　智咲(4) ﾀﾅｶ ﾁｻｷ 仙台 芦口小学校
462 佐藤　心海(4) ｻﾄｳ ｺｺﾐ 石巻 貞山ランナーズ
464 阿部　希美(4) ｱﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 石巻 石巻西陸スポ
466 半沢　ゆい(4) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｲ 石巻 石巻西陸スポ
468 長谷川　葵(4) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 石巻 貞山ランナーズ
788 大久保　瑠衣(4) ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 涌谷 涌谷陸上スポ少
824 小川　愛依(4) ｵｶﾞﾜ ﾒｲ 加美 色麻小学校
2 釜谷　真衣(4) ｶﾏﾔ ﾏｲ 白石 白石第二小学校
4 佐久間　璃愛(4) ｻｸﾏ ﾘｵﾅ 白石 大平小学校
6 永山　美咲(4) ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｻｷ 白石 白石第二小学校
558 小野寺　美吹(4) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾌﾞｷ 気仙沼 松岩小
560 米倉　悠夏(4) ﾖﾈｸﾗ ﾕﾅ 気仙沼 津谷小
562 菅原　桃愛(4) ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｱ 気仙沼 鹿折小
60 渡邊　陽葵(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾏﾘ 柴田 船岡小学校
156 徳田　美桜里(4) ﾄｸﾀﾞ ﾐｵﾘ 名取 下増田小
158 中川　遥音(4) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾉﾝ 名取 愛島小
192 小泉　花怜(4) ｺｲｽﾞﾐ ｶﾚﾝ 亘理 山下第一小
194 遠藤　朱華(4) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｶ 亘理 逢隈小
120 木村　友泉(4) ｷﾑﾗ ﾕｲ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
122 関本　一葉(4) ｾｷﾓﾄ ﾋﾄﾊ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
688 門傳　ひなの(4) ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾋﾅﾉ 栗原 一迫小
690 遊佐　愛來(4) ﾕｻ ｱｲﾗ 栗原 築館小
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
235 黒田　啓介(4) ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 角田 角田小
237 佐藤　優心(4) ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ 角田 枝野小
255 佐山　三栞(4) ｻﾔﾏ ﾐｶﾝ 角田 小斎小
279 齋藤　康佑(4) ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 仙台 芦口小学校
281 蒲原　雅和(4) ｶﾓﾊﾗ ﾏｻﾄ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
283 竹内　遥絆(4) ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 仙台 スタートライン
285 菊地　遼太郎(4) ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 仙台 スタートライン
287 永瀬　翔(4) ﾅｶﾞｾ ｶｹﾙ 仙台 芦口小学校
289 佐々木　悠汰(4) ｻｻｷ ﾕｳﾀ 仙台 スタートライン
339 安原　翔央(4) ﾔｽﾊﾗ ﾅｵ 仙台 スタートライン
341 上部　琥太郎(4) ｳﾜﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
461 西條　心(4) ｻｲｼﾞｮｳ ｺｺﾛ 石巻 河北陸上スポ少
463 髙橋　禅(4) ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝ 石巻 石小陸スポ
465 髙橋　晃太朗(4) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 石巻 住吉開北スポ
467 小梁川　蓮太(4) ｺﾔﾅｶﾞﾜ ﾚﾝﾀ 石巻 貞山ランナーズ
759 千葉　太陽(4) ﾁﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 大崎 古川二小
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761 菅原　丈一(4) ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｮｳｲﾁ 大崎 古川二小
787 後藤　優空(4) ｺﾞﾄｳ ﾕﾗ 涌谷 涌谷陸上スポ少
823 菅原　健生(4) ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾙ 加美 色麻小学校
1 佐藤　仁哉(4) ｻﾄｳ ｼﾞﾝﾔ 白石 永野小学校
3 樽見　晴向(4) ﾀﾙﾐ ﾊﾙﾑ 白石 宮小学校
561 佐藤　逞真(4) ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 気仙沼 津谷小
563 齊藤　大晴(4) ｻｲﾄｳ ﾋﾛｾ 気仙沼 松岩小
565 片桐　翔(4) ｶﾀｷﾞﾘ ｶｹﾙ 気仙沼 松岩小
155 馬場　煌介(4) ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｽｹ 名取 増田小
157 大坂　有仁(4) ｵｵｻｶ ﾕｳﾄ 名取 増田西小
191 船山　友絆(4) ﾌﾅﾔﾏ ﾄﾓｷ 亘理 亘理小
193 横山　礼桜(4) ﾖｺﾔﾏ ﾚｵ 亘理 逢隈小
119 岩佐　拓音(4) ｲﾜｻ ﾀｸﾄ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
121 渡辺　遥也(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾔ 岩沼 岩沼南小
687 菅原　青空(4) ｽｶﾞﾜﾗ ｾｲｱ 栗原 栗駒小
689 久瀬　琥太朗(4) ｸｾ ｺﾀﾛｳ 栗原 一迫小

32名

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
232 古川　浬央(5) ﾌﾙｶﾜ ﾘｵ 角田 角田小
234 平井　柚衣(5) ﾋﾗｲ ﾕｲ 角田 北郷小
252 菅野　夏希(5) ｶﾝﾉ ﾅﾂｷ 角田 丸森小
292 我妻　風音(5) ﾜｶﾞﾂﾏ ｶﾉﾝ 仙台 芦口小学校
294 田上　愛(5) ﾀｶﾞﾐ ｱｲ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
296 宮崎　真子(5) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺ 仙台 白百合AC
298 佐藤　千久沙(5) ｻﾄｳ ﾁｸﾞｻ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
300 木村　理子(5) ｷﾑﾗ ﾘｺ 仙台 白百合AC
302 伊豆　波音(5) ｲｽﾞ ﾊﾉﾝ 仙台 芦口小学校
394 工藤　麻央(5) ｸﾄﾞｳ ﾏｵ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
396 高橋　友奈(5) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
398 宮本　怜(5) ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
400 佐藤　心晴(5) ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 利府 大和アカデミー
470 髙橋　凛々(5) ﾀｶﾊｼ ﾘﾘ 石巻 石小陸スポ
472 佐々木　璃帆(5) ｻｻｷ ﾘｵ 石巻 石巻西陸スポ
474 鈴木　那緒(5) ｽｽﾞｷ ﾅｵ 石巻 稲井陸スポ
476 木村　柚葉(5) ｷﾑﾗ ﾕｽﾞﾊ 石巻 蛇田陸スポ
758 浅野　吏紅(5) ｱｻﾉ ﾘｱ 大崎 古川四小
790 倉島　果鈴(5) ｸﾗｼﾏ ｶﾘﾝ 涌谷 涌谷陸上スポ少
826 畠山　夢望(5) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾒﾉ 加美 宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
8 平間　彩夏(5) ﾋﾗﾏ ｻﾅ 白石 宮小学校
10 髙橋　季希音(5) ﾀｶﾊｼ ﾄｷﾈ 白石 七ヶ宿RC
550 畑中　和来(5) ﾊﾀﾔﾏ ﾅﾅ 気仙沼 気仙沼小
552 畠山　千春(5) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁﾊﾙ 気仙沼 気仙沼T＆F
554 中野　ことり(5) ﾅｶﾉ ｺﾄﾘ 気仙沼 気仙沼T＆F
64 志賀　あや芽(5) ｼｶﾞ ｱﾔﾒ 柴田 船迫小学校
160 伊藤　紅子(5) ｲﾄｳ ｱｺ 名取 増田小
162 千葉　有紗(5) ﾁﾊﾞ ｱﾘｻ 名取 増田西小
196 櫻本　涼華(5) ｻｸﾗﾓﾄ ｽｽﾞｶ 亘理 亘理小
198 三浦　紘奈(5) ﾐｳﾗ ﾋﾛﾅ 亘理 逢隈小
124 荒川　実桜(5) ｱﾗｶﾜ ﾐｵ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
126 宍戸　桜音(5) ｼｼﾄﾞ ｶﾉﾝ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
692 菅原　夢叶(5) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 栗原 金成小
694 佐藤　瑠依(5) ｻﾄｳ ﾙｲ 栗原 志波姫小
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
231 河村　旺芽(5) ｶﾜﾑﾗ ｵｳｶﾞ 角田 角田小
233 井上　優心(5) ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾝ 角田 北郷小
253 三浦　拓也(5) ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ 角田 舘矢間小
291 山内　悠聖(5) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｾｲ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
293 菅原　稟太郎(5) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
295 菅原　駿(5) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ 仙台 芦口小学校
297 梅津　悠司(5) ｳﾒﾂ ﾋｻｼ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
299 高宮　慧(5) ﾀｱﾐﾔ ｻﾄｼ 仙台 芦口小学校
301 庄司　悠悟(5) ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｺﾞ 仙台 大和ｱｶﾃﾞﾐｰ
393 戸川　煌大(5) ﾄｶﾞﾜ ｺｳﾀ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
395 小嶋　士雲(5) ｵｼﾞﾏ ｼｳﾝ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
397 坂内　聡介(5) ﾊﾞﾝﾅｲ ｿｳｽｹ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
469 渋谷　瞭斗(5) ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾄ 石巻 河北陸上スポ少
471 大場　竣(5) ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝ 石巻 河北陸上スポ少
473 勝又　祥睴(5) ｶﾂﾏﾀ ｼｮｳｷ 石巻 河北陸上スポ少
475 木村　湊仁(5) ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 石巻 稲井陸スポ
763 岩崎　泰知(5) ｲﾜｻｷ ﾀｲﾁ 大崎 古川二小
789 相澤　尋斗(5) ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 涌谷 涌谷陸上スポ少
825 須藤　颯人(5) ｽﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 加美 宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
5 原田　航大(5) ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 白石 白石第一小学校
7 岩間　啓太(5) ｲﾜﾏ ｹｲﾀ 白石 宮小学校
9 岩間　悠太(5) ｲﾜﾏ ﾕｳﾀ 白石 宮小学校
549 熊谷　和(5) ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾄﾞｶ 気仙沼 階上小
551 小野寺　優(6) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ 気仙沼 階上小
553 吉田　龍(5) ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳ 気仙沼 階上小
61 芳賀　匠真(5) ﾊｶﾞ ﾀｸﾏ 柴田 船岡小学校
159 菊池　丈琉(5) ｷｸﾁ ﾀｹﾙ 名取 増田小
161 大町　龍之介(5) ｵｵﾏﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 名取 増田西小
195 佐瀬　拓都(5) ｻｾ ﾀｸﾄ 亘理 逢隈小
197 髙橋　奏音(5) ﾀｶﾊｼ ｶﾅﾄ 亘理 逢隈小
123 渡邊　優陽(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾋ 岩沼 玉浦小
125 岡田　大翔(5) ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
691 熊谷　大雅 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｶﾞ 栗原 金成小
693 三浦　尊 ﾐｳﾗ ﾀｹﾙ 栗原 若柳小
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
228 海川　彩乃(6) ｳﾐｶﾜ ｱﾔﾉ 角田 横倉小
230 大平　永優(6) ｵｵﾋﾗ ﾅﾕ 角田 桜小
250 富倉　友萌(6) ﾄﾐｸﾗ ﾕﾒ 角田 大内小
304 佐藤　綾音(6) ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 仙台 スタートライン
306 及川　希望(6) ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
308 栫井　和撫(6) ｶｺｲ ｶｽﾞﾅ 仙台 八幡小学校
310 岩崎　心花(6) ｲﾜｻｷ ｺﾉｶ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
312 佐藤　心優希(6) ｻﾄｳ ｺﾕｷ 仙台 上杉山通小学校
314 藤澤　寧莉(6) ﾌｼﾞｻﾜ ﾈｲﾘ 仙台 芦口小学校
402 滝田　葉湖(6) ﾀｷﾀﾞ ﾊｺ 利府 菅谷台小
404 大関　結希香(6) ｵｵｾﾞｷ ﾕｷｶ 利府 利府第三小
406 石山　紗羅(6) ｲｼﾔﾏ ｻﾗ 利府 利府第三小
408 千葉　陽彩(6) ﾁﾊﾞ ﾋｲﾛ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
478 狩野　優来(6) ｶﾘﾉ ﾕﾗ 石巻 河北陸上スポ少
480 黒川　愛来(6) ｸﾛｶﾜ ｱｲﾗ 石巻 住吉開北スポ
482 豊島　愛李子(6) ﾄﾖｼﾏ ｱｷｺ 石巻 住吉開北スポ
484 内海　菜々香(6) ｳﾂﾐ ﾅﾅｺ 石巻 石小陸スポ
792 八木　紅樺(6) ﾔｷﾞ ｱｲｶ 涌谷 涌谷陸上スポ少
828 細谷　莉奈(6) ﾎｿﾔ ﾘﾅ 加美 中新田小学校
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556 佐藤　莉幸(6) ｻﾄｳ ﾘｺ 気仙沼 松岩小
54 横山　芽依(6) ﾖｺﾔﾏ ﾒｲ 柴田 槻木小学校
66 玉山　実優(6) ﾀﾏﾔﾏ ﾐﾋﾛ 柴田 船迫小学校
68 齋藤　芽依(6) ｻｲﾄｳ ﾒｲ 柴田 船迫小学校
70 太田　依吹(6) ｵｵﾀ ｲﾌﾞｷ 柴田 船迫小学校
164 金澤　凛音(6) ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｵﾝ 名取 スタートライン
166 柴田　暖心(6) ｼﾊﾞﾀ ｱｺ 名取 ゆりが丘小
200 清野　さくら(6) ｾｲﾉ ｻｸﾗ 亘理 山下第一小
202 追木　咲耶(6) ｵｲｷ ｻｸﾔ 亘理 亘理小
128 寒風澤　玲那(6) ｻﾌﾞｻﾜ ﾚﾅ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
696 都筑　陽菜乃(6) ﾂﾂﾞｷ ﾋﾅﾉ 栗原 築館小
698 二階堂　柚花(6) ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕｽﾞｶ 栗原 金成小

31名

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
227 井上　鉄将(6) ｲﾉｳｴ ﾃｯｼｮｳ 角田 横倉小
229 上田　凌瑛(6) ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｴｲ 角田 角田小
251 平塚　晃太(6) ﾋﾗﾂｶ ｺｳﾀ 角田 筆甫小
303 榊原　慈温(6) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 仙台 スタートライン
305 泰田　宇宙(6) ﾀｲﾃﾞﾝ ｿﾗ 仙台 スタートライン
307 森川　雄貴(6) ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｷ 仙台 スタートライン
309 物井　旺(6) ﾓﾉｲ ｵｳ 仙台 上杉山通小学校
311 織戸　瑳久(6) ｵﾘﾄﾞ ｻｸ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
313 大内　朝日(6) ｵｵｳﾁ ｱｻﾋ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
399 酒井　遼大(6) ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 利府 利府第三小
477 松岡　裕(6) ﾏﾂｵｶ ﾕｳ 石巻 石巻西陸スポ
479 千葉　麗雅(6) ﾁﾊﾞ ｳﾙｶﾞ 石巻 石巻西陸スポ
481 中川　大司(6) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼ 石巻 住吉開北スポ
483 庄子　泰生(6) ｼｮｳｼﾞ ｶﾅｳ 石巻 石巻陸スポ
757 髙橋　駿(6) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 大崎 古川北小
827 小松　煌寿(6) ｺﾏﾂ ｺｳｼﾞｭ 加美 宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
11 村上　創哉(6) ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾔ 白石 永野小学校
13 菊池　翔空(6) ｷｸﾁ ﾄｱ 白石 福岡小学校
555 我妻　蓮(6) ｱｶﾞﾂﾏ ﾚﾝ 気仙沼 気仙沼小
557 金野　流生(6) ｺﾝﾉ ﾙｲ 気仙沼 津谷小
53 伊庭野　海音(6) ｲﾊﾞﾉ ﾐｵﾝ 柴田 岩沼ｼﾞｭﾆｱＲＣ
55 久保田　徠冬(6) ｸﾎﾞﾀ ﾗｲﾄ 柴田 槻木小学校
65 工藤　楓汰(6) ｸﾄﾞｳ ﾌｳﾀ 柴田 船迫小学校
67 菊地　晴(6) ｷｸﾁ ﾊﾙ 柴田 船迫小学校
167 大庭　天佑(6) ｵｵﾊﾞ ﾃﾝﾕｳ 名取 愛島小
169 鈴木　颯真(6) ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 名取 愛島小
199 我妻　陽斗(6) ｱｶﾞﾂﾏ ﾊﾙﾄ 亘理 逢隈小
201 吉成　颯(6) ﾖｼﾅﾘ ｿｳ 亘理 山下第一小
695 佐々木　亮介(6) ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 栗原 栗駒小
697 神崎　朔也(6) ｶﾝｻﾞｷ ｻｸﾔ 栗原 栗駒南小

30名

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
316 佐藤　那々子(6) ｻﾄｳ ﾅﾅｺ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
318 弓田　裕梨(6) ﾕﾐﾀ ﾕﾘ 仙台 上杉山通小学校
320 野村　玲奈(6) ﾉﾑﾗ ﾚﾅ 仙台 上杉山通小学校
486 男澤　結愛(6) ｵﾄｺｻﾞﾜ ﾕｱ 石巻 石巻西陸スポ
488 遠藤　愛香俐(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 石巻 住吉開北スポ
12 樋口　千智(6) ﾋｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 白石 円田小学校
14 制野　心春(6) ｾｲﾉ ｺﾊﾙ 白石 白石第二小学校

＊＊＊　６年男子１００ｍ　＊＊＊

＊＊＊　６年女子１０００ｍ　＊＊＊



62 作間　心春(6) ｻｸﾏ ｺﾊﾙ 柴田 船岡小学校
72 藤波　莉生(6) ﾌｼﾞﾅﾐ ﾘｵ 柴田 船迫小学校
168 木野　謡(6) ｷﾉ ｳﾀｲ 名取 那智が丘小
170 山口　愛里彩(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾘｻ 名取 増田小
204 菊地　ひより(6) ｷｸﾁ ﾋﾖﾘ 亘理 亘理小
206 小野　由依(6) ｵﾉ ﾕｲ 亘理 逢隈小
136 石川　瑛(6) ｲｼｶﾜ ｱｷ 岩沼 岩沼西小

14名

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
315 山田　伊織(6) ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
317 渡部　真成人(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
319 工藤　一晟(6) ｸﾄﾞｳ ｲｯｾｲ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
343 色川　大駕(6) ｲﾛｶﾜ ﾀｲｶﾞ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
345 小野　巧人(6) ｵﾉ ﾀｸﾄ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
485 半沢　幸太郎(6) ﾊﾝｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 石巻 石巻西陸スポ
487 須田　朔也(6) ｽﾀﾞ ｻｸﾔ 石巻 石小陸スポ
489 髙橋　斗悟(6) ﾀｶﾊｼ ﾄｳｺﾞ 石巻 蛇田陸スポ
799 中村　光(6) ﾅｶﾑﾗ ｺｳ 涌谷 涌谷陸上スポ少
831 尾形　陸斗(6) ｵｶﾞﾀ ﾘｸﾄ 加美 宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
15 皆川　翔雲(6) ﾐﾅｶﾜ ｼｮｳｳﾝ 白石 白石第二小学校
17 榊原　元翔(6) ｻｷﾊﾞﾗ ｹﾞﾝﾄ 白石 白石第一小学校
567 三浦　幸祐(6) ﾐｳﾗ ﾕｷﾋﾛ 気仙沼 津谷小
69 阿部　彪雅(6) ｱﾍﾞ ﾋｭｳｶﾞ 柴田 船迫小学校
71 砂金　壮虎(6) ｲｻｺﾞ ﾀｹﾄﾗ 柴田 船迫小学校
73 明間　優摩(6) ｱｹﾏ ﾕｳﾏ 柴田 船迫小学校
163 菊地　結太(6) ｷｸﾁ ﾕｲﾀ 名取 増田西小
165 畠山　将遙(6) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 名取 愛島小
203 佐藤　大翔(6) ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 亘理 逢隈小
205 鹿野　颯汰(6) ｼｶﾉ ｿｳﾀ 亘理 逢隈小
127 及川　來夢(6) ｵｲｶﾜ ﾗｲﾑ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
129 新田　悠月(6) ﾆｯﾀ ﾕｳｷ 岩沼 岩沼南小

22名

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
242 小島　百叶(6) ｵｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 角田 桜小
244 芦名　星來(6) ｱｼﾅ ｾﾅ
243 半沢　悠星(5) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ
245 岩佐　瑞稀(5) ｲﾜｻ ﾐｽﾞｷ

246 庄司　百伽(6) ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓｶ 角田 西根小
248 村上　愛美(6) ﾑﾗｶﾐ ﾏﾅﾐ
247 伏見　航太郎(6) ﾌｼﾐ ｺｳﾀﾛｳ
249 目黒　瑠輝亜(6) ﾒｸﾞﾛ ﾙｷｱ

260 八島　詩央(6) ﾔｼﾏ ｼｵﾝ 角田 丸森小
262 池田　明果(6) ｲｹﾀﾞ ﾒｲｶ
264 齋藤　悠心(5) ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾝ
259 石川　敬規(6) ｲｼｶﾜ ﾄｼｷ
261 佐藤　淳矢(6) ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ
263 窪田　紘大(5) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄ

336 安達　菜々咲(6) ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅｻ 仙台 ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ
338 作山　円心(6) ｻｸﾔﾏ ﾏﾙｺ
340 笹原　夕梨乃(6) ｻｻﾊﾗ ﾕﾘﾉ

＊＊＊　６年男子１０００ｍ　＊＊＊

＊＊＊　男女混合４ｘ１００ｍＲ　＊＊＊



333 堤　煌(6) ﾂﾂﾐ ﾋｶﾙ
335 壱岐　颯仁(5) ｲｷ ﾊﾔﾄ
337 佐藤　志皇(6) ｻﾄｳ ｼｵｳ

410 相澤　清花(5) ｱｲｻﾞﾜ ｻﾔｶ 利府 大和アカデミー
412 大内　里紗(5) ｵｵｳﾁ ﾘｻ
413 文屋　龍太(5) ﾌﾞﾝﾔ ﾘｭｳﾀ
415 髙橋　颯希(6) ﾀｶﾊｼ ｿｳｷ

494 林　優花(6) ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 石巻 住吉開北スポ
496 阿部　優菜(6) ｱﾍﾞ ﾕﾅ
503 梶原　璃音(6) ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｵﾝ
505 佐藤　虎雅(6) ｻﾄｳ ｺｳｶﾞ

498 市川　莉緒(6) ｲﾁｶﾜ ﾘｵ 石巻 蛇田陸スポ
500 氏家　莉沙(5) ｳｼﾞｲｴ ﾘｻ
502 齋藤　良夢(6) ｻｲﾄｳ ﾗﾑ
507 坪　亮太(6) ﾂﾎﾞ ﾘｮｳﾀ
509 日野　理史(6) ﾋﾉ ﾖｼﾌﾐ
511 千葉　涼央(6) ﾁﾊﾞ ﾘｮｳ

796 五十里　和心(5) ｲｿﾘ ﾅｺﾞﾐ 涌谷 涌谷陸上スポ少
798 高橋　萌依(5) ﾀｶﾊｼ ﾒｲ
793 菊池　蒼(5) ｷｸﾁ ｱｵｲ
795 千葉　駿矢(5) ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾔ 
797 大村　流生(5) ｵｵﾑﾗ ﾙｲ

20 日下　結愛(6) ｸｻｶ ﾕｲﾅ 白石 福岡小学校
22 髙田　紗那(6) ﾀｶﾀﾞ ｻﾅ
25 阿部　奏介(6) ｱﾍﾞ ｿｳｽｹ
27 和山　惺南(6) ﾜﾔﾏ ｾﾅ
29 橋本　琉生(5) ﾊｼﾓﾄ ﾙｲ

24 渡邉　玲菜(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾅ 白石 白石第一小学校
26 森　理乃(6) ﾓﾘ ﾘﾉ
28 本郷  心晴(6) ﾎﾝｺﾞｳ ｺﾊﾙ
31 原　悠斗(6) ﾊﾗ ﾕｳﾄ
33 半田　俊(6) ﾊﾝﾀﾞ ｼｭﾝ
35 川村　聖徠(6) ｶﾜﾑﾗ ｾﾗ

30 藤田　羽葵(5) ﾌｼﾞﾀ ｳｷ 白石 白石第二小学校
32 南　桃華(5) ﾐﾅﾐ ﾓﾓｶ
37 八木　颯介(5) ﾔｷﾞ ｿｳｽｹ
39 三浦　拓斗(5) ﾐｳﾗ ﾀｸﾄ

564 石渡　瑞希(6) ｲｼﾜﾀ ﾐｽﾞｷ 気仙沼 松岩小Ａ
566 梶原　未来(6) ｶｼﾞﾜﾗ ﾐｸ
569 小松　咲々(6) ｺﾏﾂ ｻｻ
571 齋藤　太一(6) ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ

568 吉田　優希(6) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 気仙沼 松岩小Ｂ
570 熊谷　結心(6) ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｱ
573 熊谷　朔人(6) ｸﾏｶﾞｲ ｻｸﾄ
575 千葉　洋助(6) ﾁﾊﾞ ﾖｳｽｹ

572 内海　亜依(6) ｳﾂﾐ ｱｲ 気仙沼 鹿折小
574 村上　静那(6) ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾅ
577 佐藤　唯人(6) ｻﾄｳ ﾕｲﾄ
579 日出　陸斗(6) ﾋﾉﾃﾞ ﾘｸﾄ



56 五十幡　紗羽(6) ｲｿﾊﾀ ｻﾜ 柴田 船岡小学校
58 大津　友莉香(6) ｵｵﾂ ﾕﾘｶ
57 後藤　煌吏(6) ｺﾞﾄｳ ｷﾗﾘ
59 菊地　陽稀(6) ｷｸﾁ ﾊﾙｷ

172 針生　湖々(6) ﾊﾘｳ ｺｺ 名取 増田小
174 山縣　みちる(6) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐﾁﾙ
171 芳賀　飛元(6) ﾊｶﾞ ﾋｹﾞﾝ
173 秋田　一侍(6) ｱｷﾀ ﾋﾄｼﾞ

138 川島　楓(5) ｶﾜｼﾏ ﾌｳ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
140 山田　萌花(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾓｴｶ
142 布田　にこ(6) ﾌﾀﾞ ﾆｺ
135 佐藤　祐太(6) ｻﾄｳ ﾕｳﾀ
137 猪又　彪我(5) ｲﾉﾏﾀ ﾀｲｶﾞ
139 神林　玲央(6) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾚｵ

144 栗原　里緒(6) ｸﾛﾊﾗ ﾘｵ 岩沼 岩沼南小
146 山﨑　陽央(6) ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
141 関川　佑大(6) ｻｷｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ
143 鈴木　尋也(6) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ

708 星　優夢(6) ﾎｼ ﾕﾒ 栗原 若柳小
710 髙橋　莉音(6) ﾀｶﾊｼ ﾘﾉ
712 二階堂　咲琉(5) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｴﾐﾙ
707 三浦　諒大(6) ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾀ
709 髙橋　奏太(6) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ
711 佐藤　来夢(5) ｻﾄｳ ﾗｲﾑ

714 佐藤　愛華(6) ｻﾄｳ ｱｲｶ 栗原 築館小
716 佐藤　百華(6) ｻﾄｳ ﾓｶ
718 佐藤　彩華(6) ｻﾄｳ ｱﾔｶ
713 佐藤　颯舜(6) ｻﾄｳ ｿｳｼｭﾝ
715 菅野　颯斗(6) ｶﾝﾉ ﾊﾔﾄ
717 佐藤　惺也(6) ｻﾄｳ ｾｲﾔ

20チーム

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
332 髙橋　花百(5) ﾀｶﾊｼ ｶｵ 仙台 白百合AC
334 石橋　咲花(5) ｲｼﾊﾞｼ ｻﾅ 仙台 白百合AC
414 大和　桃子(6) ﾔﾏﾄ ﾓﾓｺ 利府 大和アカデミー
416 福島　碧衣(6) ﾌｸｼﾏ ｱｵｲ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
700 佐藤　百々花(6) ｻﾄｳ ﾓﾓｶ 栗原 若柳小
702 今井　夢(6) ｲﾏｲ ﾕﾒ 栗原 築館小

7名

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
401 疋田　和(6) ﾋｷﾀ ｱｴﾙ 利府 利府第三小
403 蓑輪　天(6) ﾐﾉﾜ ﾃﾝ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
491 佐藤　春太(6) ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 石巻 蛇田陸スポ
493 佐藤　颯真(5) ｻﾄｳ ｿｳﾏ 石巻 河北陸上スポ少
63 鈴木　陸翔(6) ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 柴田 船岡小学校
175 佐藤　真吾(6) ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 名取 増田小
177 佐藤　良亮(5) ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 名取 増田西小

＊＊＊　男子コンバインドＡ　＊＊＊

＊＊＊　女子コンバインドＡ　＊＊＊



699 齋藤　丈瑠(5) ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ 栗原 栗駒南小
701 小泉　慧知(5) ｺｲｽﾞﾐ ｹｲﾄ 栗原 栗駒小

9名

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
240 佐藤　莉心(5) ｻﾄｳ ﾘｺ 角田 横倉小
256 目黒　栞南(6) ﾒｸﾞﾛ ｶﾝﾅ 角田 丸森小
258 武田　幸花菜(6) ﾀｹﾀﾞ ｺﾊﾅ 角田 丸森小
322 越後　彩(6) ｴﾁｺﾞ ｱﾔ 仙台 アスリート仙台
324 大野　葵衣(6) ｵｵﾉ ｱｵｲ 仙台 白百合AC
326 末永　明音(6) ｽｴﾅｶﾞ ｱｶﾈ 仙台 白百合AC
328 庄司　優音波(6) ｼｮｳｼﾞ ﾕﾈﾊ 仙台 白百合AC
330 佐藤　えれな(6) ｻﾄｳ ｴﾚﾅ 仙台 白百合AC
418 佐々木　琴乃(6) ｻｻｷ ｺﾄﾉ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
420 阿部　仁美(6) ｱﾍﾞ ﾋﾄﾐ 利府 大和アカデミー
422 濱田　結依(6) ﾊﾏﾀﾞ ﾕｲ 利府 利府第三小
424 大和田　彩華(6) ｵｵﾜﾀﾞ ｻﾔｶ 利府 利府第三小
490 坂井　里菜(6) ｻｶｲ ﾘﾅ 石巻 貞山ランナーズ
492 秋山　楓空(6) ｱｷﾔﾏ ｶｴﾗ 石巻 河北陸上スポ少
794 五島　るみ(6) ｺﾞｼﾏ ﾙﾐ 涌谷 涌谷陸上スポ少
16 佐久間　玲愛(6) ｻｸﾏ ﾚｲﾅ 白石 大平小学校
18 菊池　野乃香(6) ｷｸﾁ ﾉﾉｶ 白石 白石第一小学校
132 中野　ゆな(6) ﾅｶﾉ ﾕﾅ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
134 木村　日南(6) ｷﾑﾗ ｶﾅ 岩沼 岩沼Ｊｒ.ＲＣ
704 千葉　妃莉(6) ﾁﾊﾞ ﾋﾏﾘ 栗原 瀬峰小
706 佐々木　美聡(6) ｻｻｷ ﾐｻﾄ 栗原 高清水小

21名

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
239 井上　大煌(6) ｲﾉｳｴ ﾀｲｷ 角田 北郷小
241 小梨　淳希(6) ｺﾅｼ ｱﾂｷ 角田 角田小
257 平間　翔太(5) ﾋﾗﾏ ｼｮｳﾀ 角田 丸森小
321 躍場　柊(6) ｵﾄﾞﾘﾊﾞ ｼｭｳ 仙台 アスリート仙台
323 津田　桜雅(6) ﾂﾀﾞ ｵｳｶﾞ 仙台 ﾋﾟｰﾁｬﾝｽﾞ
325 橋本　晃尚(6) ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾋｻ 仙台 スタートライン
327 大山　翔大(6) ｵｵﾔﾏ ｶｹﾙ 仙台 ﾋﾟｰﾁｬﾝｽﾞ
329 小平　翔愛(6) ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅﾙ 仙台 ﾋﾟｰﾁｬﾝｽﾞ
331 沖村　碧(6) ｵｷﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ 仙台 ﾋﾟｰﾁｬﾝｽﾞ
405 阿部　蒼大(6) ｱﾍﾞ ｿｳﾀ 利府 利府第三小
407 畠山　琥太郎(5) ﾊﾀｹﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 利府 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
409 橋本　和弥(6) ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 利府 スタートライン
411 山本　駿汰(6) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 利府 スタートライン
495 今野　悠真(6) ｺﾝﾉ ﾊﾙﾏ 石巻 蛇田陸スポ
497 千葉　真大(6) ﾁﾊﾞ ﾏﾋﾛ 石巻 蛇田陸スポ
499 一迫　太陽(6) ｲﾁﾊｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ 石巻 貞山ランナーズ
501 立花　海翔(5) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｲﾄ 石巻 蛇田陸スポ
765 遠藤　秀龍(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾙ 大崎 高倉小
791 中村　匠臣(5) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 涌谷 涌谷陸上スポ少
829 矢瀧　だいち(6) ﾔﾀｷ ﾀﾞｲﾁ 加美 宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
19 渋谷　悠生(6) ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｾｲ 白石 福岡小学校
21 佐藤　凛空(5) ｻﾄｳ ﾘｸ 白石 大平小学校
23 山田　煌大(6) ﾔﾏﾀﾞ ｵｳﾀ 白石 福岡小学校
559 西城　伊進(5) ｻｲｼﾞｮｳ ｲｼﾝ 気仙沼 気仙沼T＆F
179 中野　陽真(5) ﾅｶﾉ ﾊﾙﾏ 名取 増田小
181 野上　颯太(5) ﾉｶﾞﾐ ｿｳﾀ 名取 愛島小

＊＊＊　女子コンバインドＢ　＊＊＊

＊＊＊　男子コンバインドＢ　＊＊＊



207 佐藤　大和(6) ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ 亘理 長瀞小
131 佐藤　旬(6) ｻﾄｳ ｼｭﾝ 岩沼 岩沼南小
133 大島　瞬(6) ｵｵｼﾏ ｼｭﾝ 岩沼 玉浦小
703 氏家　颯(6) ｳｼﾞｲｴ ﾘｭｳ 栗原 一迫小
705 菅原　昂太(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 栗原 一迫小

31名


