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記 録 主 任 遠藤　勝則

日付 種目

齋藤　　竜宇(3) 11.06 古川 　知征(3) 11.10 渡邊　疾風(3) 11.15 安藤　聖人(3) 11.17 矢吹　慶太(3) 11.20 松山　永(3) 11.24 桒名　正道(2) 11.27 守屋　蓮(2) 11.31
仙台育英 仙台二華 仙台 聖和学園 東北 仙台一 仙台育英 柴田
渡邊　疾風(3) 22.04 矢吹　慶太(3) 22.43 金田　康佑(3) 22.46 松山　永(3) 22.48 齋藤　　竜宇(3) 22.49 守屋　蓮(2) 22.51 柴田　陽介(3) 22.76 加藤　茉優(2) 22.98
仙台 東北 東北学院 仙台一 仙台育英 柴田 仙台東 名取
進藤　聡(3) 49.17 井田　泰希(3) 49.85 近藤　希(3) 49.86 内山　琢斗(3) 50.30 齋藤　秀磨(3) 50.34 髙橋　泰斗(3) 50.37 望月　優太(3) 51.05 川口　一光(3) 51.20
泉 宮城広瀬 利府 仙台育英 東北学院 塩釜 仙台三 東北
山田　瑞貴(3) 2:01.00 鎌田　鋼星(2) 2:01.42 加世堂　懸(2) 2:01.53 白鳥　宏武(3) 2:02.04 金　樹(3) 2:02.14 栁田　佑太(2) 2:02.50 小野寺　賢翔(3) 2:02.67 今野　大地(3) 2:02.90
聖和学園 仙台大明成 仙台育英 築館 仙台大明成 古川工 利府 古川工
高橋　彰太(3) 3:52.53 神田　大地(3) 3:53.10 髙橋　海童(3) 3:55.44 加世堂　懸(2) 3:56.99 山田　瑞貴(3) 3:58.96 髙田　遥斗(2) 3:59.41 鎌田　鋼星(2) 4:04.29 齊藤　大空(2) 4:07.81
東北 東北 仙台育英 仙台育英 聖和学園 仙台育英 仙台大明成 利府
野沢　悠真(3) 14:17.71 吉居　駿恭(3) 14:18.39 佐藤　蓮(2) 14:37.43 高橋　彰太(3) 14:37.60 神田　大地(3) 14:41.11 本郷　海琉(2) 15:32.98 江口　知秀(3) 15:34.25 千賀　颯太(2) 15:40.67
利府 仙台育英 仙台育英 東北 東北 利府 白石 利府
菊池　航志(3) 14.72 佐藤　晃成(3) 14.93 阿部　颯太(3) 15.44 三宅　敦大(2) 15.52 髙橋　悠太(3) 15.63 髙橋　快凛(3) 15.64 五十嵐　謙人(3) 15.74 鈴木　惺太(2) 16.38
仙台三桜 GR 仙台三 石巻西 仙台育英 柴田 柴田 宮城工 仙台東
江渕　創(3) 55.81 石川 　陽春(2) 56.19 酒谷　泰生(3) 56.35 三浦　健瑠(3) 56.89 松野　蓮(2) 57.66 江端　元樹(2) 57.80 小原　奏楽(2) 58.06 佐藤　好晟(2) 58.47
利府 仙台二華 仙台二 佐沼 塩釜 名取 宮城聴覚支援 柴田
ﾎﾞﾆﾌｪｽ　ﾑﾃﾁ(3) 9:01.45 齊藤　大空(2) 9:20.24 齋藤　颯希(3) 9:43.39 櫻井　響(3) 9:45.46 髙田　遥斗(2) 9:46.77 丹野　滉太郎(3) 9:49.79 伊藤　光成(2) 10:05.40 尾形　希(3) 10:08.96
仙台育英 利府 東北 石巻西 仙台育英 東北 聖和学園 仙台三
三井　洸(3) 23:20.05 遠藤　潤(3) 24:15.94 二上　星(3) 24:49.12 畠山　朝陽(3) 25:00.18 鉾建　温人(2) 25:23.41 土谷　亮太(3) 25:52.68 吉田　聖永(2) 26:13.01 小畑　遥琉(2) 27:01.50
仙台三 仙台三 佐沼 利府 仙台三 名取北 柴田 白石
仙台育英 41.71 柴田 42.26 東北 42.41 仙台三 42.61 仙台一 42.65 仙台二 42.69 聖和学園 43.08 古川工 43.34
日下　秀也(1) 梅津　祁良(1) 矢吹　慶太(3) 日野　皓(2) 村井　謙心(2) 山本　博健(3) 早坂　斗弥(2) 塚口　遥斗(3)
齋藤　　竜宇(3) 鈴木　大翔(3) 末谷　幸士(3) 上田　泰宏(3) 松山　永(3) 伊藤　翔太朗(3) 菊田　祥矢(3) 日野　優斗(3)
小松　幸暉(2) 國領　秋磨(1) 細川　海知(2) 相沢　知樹(2) 川原　颯太(2) 赤木　龍馬(2) 安藤　聖人(3) 葛西　京也(3)
桒名　正道(2) 守屋　蓮(2) 丸山　智禄(1) 七戸　理赳(2) 星　颯人(1) 錦戸　謙親(3) 尾形　蒼(3) 山谷　空大(3)
仙台三 3:20.34 利府 3:20.86 仙台育英 3:21.32 古川工 3:21.61 東北学院 3:21.93 東北 3:22.43 柴田 3:22.77 仙台二 3:24.77
望月　優太(3) 遊佐　祥太(3) 内山　琢斗(3) 日野　優斗(3) 金田　康佑(3) 川口　一光(3) 守屋　蓮(2) 鏡　武蔵(2)
七戸　理赳(2) 木村　剣士朗(3) 萩原　崇文(3) 山谷　空大(3) 齋藤　秀磨(3) 末谷　幸士(3) 山家　琉希也(2) 錦戸　謙親(3)
庭木　秀真(2) 江渕　創(3) 大友　駿弥(2) 早坂　俊亮(3) 挽地　玲央(3) 丸山　智禄(1) 和泉　遥哉(2) 伊藤　翔太朗(3)
相沢　知樹(2) 近藤　希(3) 齋藤　　竜宇(3) 葛西　京也(3) 阿部　尊(2) 細川　海知(2) 鈴木　大翔(3) 福島　結太(2)
吉田　優歌(2) 2m01 伊藤　圭汰(2) 1m95 佐々木　碧大(3) 1m89 渡邊　遙貴(3) 1m83 小野寺　世穏(3) 1m83 佐々木　雄大(1) 1m80
宮城一 古川学園 東北学院榴岡 富谷 利府 東北学院榴岡

高橋　歩夢(2) 1m95 長根　大祐(3) 1m83
古川黎明 仙台育英

青田　諒大(3) 4m50 後藤　琉希(3) 4m40 後藤　惇輔(3) 4m10 佐藤　潤(3) 3m90 浅野　廉(2) 3m90 佐藤　航平(2) 3m80 門脇　晴也(2) 3m80 佐藤　直哉(3) 3m30
佐沼 佐沼 小牛田農林 仙台工 佐沼 東北学院榴岡 志津川 志津川
渡邉　希(3) 7m43(-1.3) 塩　愛斗(3) 6m98(+0.5) 古川 　知征(3) 6m89(-1.4) 尾形　蒼(3) 6m84(+1.3) 朝野　景斗(2) 6m76(0.0) 藤田　憩(2) 6m68(-0.3) 高橋　朝陽(2) 6m61(-0.5) 清水　瑛生(3) 6m58(-0.5)
仙台西 GR 登米 仙台二華 聖和学園 白石 仙台育英 仙台 泉
渡邉　希(3) 14m76(+1.9) 朝野　景斗(2) 14m53(+4.2) 古川 　知征(3) 14m24(+0.8) 藤田　憩(2) 14m20(+0.4) 堀越　鉄平(3) 13m87(+2.3) 尾形　蒼(3) 13m77(+3.0) 清水　瑛生(3) 13m51(+1.8) 佐藤　大空(3) 13m38(+2.2)
仙台西 白石 公認13m92(+1.5) 仙台二華 仙台育英 仙台二 公認13m66(+1.0) 聖和学園 公認13m46(-1.4) 泉 柴田 公認12m89(+2.0)

佐藤　光晟(3) 14m32 兜森　琉(2) 13m73 中野　 太惺(2) 12m85 三浦　瑶(3) 12m79 佐藤　翼(2) 12m52 菅原　唯聖(2) 12m29 奥玉　颯汰(2) 12m07 小林　駿介(3) 11m71
仙台育英 柴田 仙台二華 柴田 仙台向山 古川 東陵 古川工
三浦　瑶(3) 43m61 兜森　琉(2) 42m07 小林　聖弥(3) 39m83 加藤　翔(2) 37m37 佐藤　翼(2) 36m07 佐藤　光晟(3) 36m05 小林　駿介(3) 35m63 奥玉　颯汰(2) 31m78
柴田 柴田 白石 柴田 仙台向山 仙台育英 古川工 東陵
加藤　翔(2) 51m01 菅野　陸(3) 48m32 加藤　拓海(2) 44m69 中野　 太惺(2) 43m97 兜森　琉(2) 40m87 佐々木　優斗(2) 39m56 菅原　唯聖(2) 38m23 今野　凱斗(2) 36m22
柴田 角田 角田 仙台二華 柴田 中新田 古川 中新田
浅野　武人(3) 60m35 佐藤　達也(3) 55m21 小野寺　啓(3) 55m15 吉野　綱晟(3) 52m92 渡邊　汐音(3) 50m78 松田　桐耶(3) 49m71 髙城　陽(2) 48m75 星　就也(3) 46m85
小牛田農林 小牛田農林 東陵 白石 柴田 一迫商 仙台東 伊具
遊佐　祥太(3) 5545点 千葉　力綺(3) 4862点 佐藤　蓮真(3) 4749点 鈴木　惺太(2) 4682点 大泉　宥太(3) 4231点 鎌田　　大地(1) 4184点 杉浦　大祐(3) 3882点 齋藤　奏空(3) 3619点
利府 古川学園 柴田 仙台東 仙台一 仙台二華 東北学院榴岡 佐沼

男子トラック 仙台育英 53点 東北 33点 利府 30点 仙台三 27点 聖和学園 11点 仙台 10点 仙台二華 10点 柴田 9点
男子フィールド 柴田 32点 小牛田農林 15点 仙台二華 15点 白石 14点 佐沼 13点 仙台育英 12.5点 仙台西 12点 角田 9点

男子総合 仙台育英 65.5点 柴田 45点 利府 36点 東北 33点 仙台三 27点 仙台二華 26点 佐沼 20点 小牛田農林 15点
凡例  GR:大会記録

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 8位

5月29日
男子100m 
風：-2.5

5月31日
男子200m 
風：-1.7

5月28日 男子400m

5月30日 男子800m

5月28日 男子1500m

5月30日 男子5000m

5月31日
男子110mH(1.067m) 

風：-1.6

5月30日 男子400mH(0.914m)

5月31日 男子3000mSC(0.914m)

5月30日 男子走高跳

5月28日 男子棒高跳

5月29日 男子5000mW

5月29日 男子4X100mR

5月31日 男子4X400mR

5月28日 男子走幅跳

5月31日 男子三段跳

5月29日 男子砲丸投(6.000kg)

5月31日 男子円盤投(1.750kg)

5月28日 男子ハンマー投(6.000kg)

5月30日 男子やり投(800g)

15.87(+1.6)-37m03-1m78-5:18.89

11.52(+2.5)-5m28(+1.4)-7m98-53.56

18.94(-1.0)-33m41-1m81-4:52.79

11.04(+0.6)-6m69(+2.4)-12m26-52.78

15.54(-2.5)-47m55-1m78-4:38.10

5月28日 
～29日

男子八種競技
11.58(+2.1)-5m88(+2.7)-11m24-52.03

17.55(+1.6)-41m64-1m81-4:51.18

対抗得点

11.79(+2.5)-6m40(+1.5)-7m64-53.24

18.36(-1.0)-29m26-1m45-4:41.74

11.47(+2.5)-5m73(+0.6)-8m29-55.61

17.91(-1.0)-25m80-1m45-5:09.02

12.24(+2.5)-5m65(+1.6)-7m39-57.25

19.99(-2.5)-28m76-1m50-4:46.56

11.32(+0.6)-5m94(+2.1)-10m22-52.58

16.58(+1.6)-40m12-1m60-4:51.75

11.65(+2.5)-6m02(+1.8)-10m81-54.38


