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日付 種目

樋口　仁 10.69 松本　宏二郎 10.81 大垣　京也(3) 10.82 齋藤　　竜宇(3) 10.92 佐藤　皇史郎 10.92 阿部　龍真(3) 10.95 佐々木　琢磨 10.96 三浦　侑真(4) 10.98
宮　城・宮城陸協 宮　城・AC宮城 宮　城・仙台大 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・PGPJT 宮　城・仙台大 宮　城・仙台大ＴＣ 宮　城・東北学大
星　颯人(1) 11.02 日下　秀也(1) 11.19 伊藤　晴登(1) 11.40 梅津　祁良(1) 11.41 石河　太雅(1) 11.52 文屋　総一郎(1) 11.64 山田　旭飛(3) 11.71
宮　城・仙台一高 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・仙台三高 宮　城・柴田高 宮　城・仙台三高 宮　城・泉館山高 宮　城・沖野中
杉山　響輝(2) 21.82 矢吹　慶太(3) 22.10 渡邊　疾風(3) 22.13 西尾　陸大(1) 22.21 菊池　拓哉(1) 22.23 安藤　聖人(3) 22.48 藤井　大祐(3) 22.57
宮　城・仙台大 宮　城・東北高 宮　城・仙台高 宮城・東北大 岩　手・東北福祉大 宮　城・聖和学園高 岩　手・仙台大
菅野　航平(1) 47.63 佐藤　千仁(3) 48.76 内山　琢斗(3) 49.09 髙橋　泰斗(3) 49.60 山谷　響(2) 50.04
宮　城・筑波大 宮城・東北大 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・塩釜高 青　森・東北福祉大
髙梨　有仁(1) 1:54.63 山田　瑞貴(3) 1:56.54 一條　博海 1:56.72 栁田　佑太(2) 1:57.65 山田　悠人(1) 2:01.99
宮　城・関西大 宮　城・聖和学園高 宮　城・あぶくまAC 宮　城・古川工高 宮　城・聖和学園高
木村　大地 3:53.40 髙橋　海童(3) 3:53.57 新田　裕貴 3:54.26 鎌田　鋼星(2) 3:55.37 一條　博海 4:00.58 吉田　奏斗(2) 4:01.78 江口　知秀(3) 4:04.53 齊藤　大空(2) 4:04.60
宮　城・みちのく 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・石巻ＲＣ 宮　城・仙台大明成高 宮　城・あぶくまAC 宮　城・東北高 宮　城・白石高 宮　城・利府高
杉浦　蒼太(1) 8:46.02 水戸　瑛太(1) 8:48.02 阿部　涼大(1) 8:48.10 大濱　逞真(1) 8:51.02 中澤　拓斗(1) 9:10.20 新野　歩武(1) 9:43.95
宮　城・仙台育英学園高 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・東北高
松浦　崇之(M2) 14:27.42 堀　颯介(3) 14:50.14 朝倉　和眞 14:53.24 大西　柊太朗(2) 14:57.66 馬場　大翔(2) 14:57.69 吉田　奏斗(2) 15:06.99 齊藤　大空(2) 15:09.42 髙田　遥斗(2) 15:17.62
宮城・東北大 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・宮城陸協 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・東北高 宮　城・利府高 宮　城・仙台育英学園高
野沢　悠真(3) 31:17.88 大澤　太一 32:08.19 瀬川　莉玖(3) 32:55.52 千賀　颯太(2) 33:04.39 本郷　海琉(2) 33:45.93 石堂　留偉(2) 35:18.85
宮　城・利府高 宮　城・みちのく 宮　城・東京大 宮　城・利府高 宮　城・利府高 宮　城・利府高
菊池　航志(3) 13.95 髙橋　快凜(3) 14.67 阿部　颯太(3) 14.84 髙橋　悠太(3) 15.02 白石　　創(1) 15.24 香川　幹央(1) 15.60 佐藤　蓮真(3) 15.95 鈴木　颯太(2) 16.19
宮　城・仙台三桜高 宮　城・柴田高 宮　城・石巻西高 宮　城・柴田高 宮　城・仙台南高 宮　城・仙台二高 宮　城・柴田高 宮　城・泉館山高
菊池　航志(3) 14.55 川口　逸人 14.60 太細　龍人(3) 14.65 齋藤　晃汰(2) 15.05 阿部　颯太(3) 15.31 柏葉　聡太(1) 15.43 三宅　敦大(2) 15.67 鈴木　惺太(2) 15.98
宮　城・仙台三桜高 宮　城・宮城教員クラブ 宮　城・東北学大 宮城・東北大 宮　城・石巻西高 岩　手・東北学大 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・仙台東高
一條　美竜夢(2) 52.23 加地　拓弥(M1) 52.28 中道　一紗(5) 53.35 二ノ神　遼(4) 54.20 三浦　健瑠(3) 56.27 石川 　陽春(2) 57.72 松野　蓮(2) 57.96
岩　手・東北福祉大 栃木・東北大 宮　城・仙台高専広瀬 宮城・東北大 宮　城・佐沼高 宮　城・仙台二華高 宮　城・塩釜高
櫻井　響(3) 10:07.73 伊藤　光成(2) 10:54.82
宮　城・石巻西高 宮　城・聖和学園高
狩野　圭祐(1) 21:57.11 芳賀　崇斗(1) 22:27.35 佐藤　勇喜(1) 23:51.80
宮　城・明治大 岩　手・岩手大 宮　城・仙台リゾスポ
三井　洸(3) 22:33.74 畠山　朝陽(3) 23:56.22 吉田　聖也(2) 24:07.03 佐藤　友麻(2) 24:30.43 二上　星(3) 25:14.76
宮　城・仙台三高 宮　城・利府高 宮　城・柴田高 柴田農林川崎 宮　城・佐沼高
仙台大 41.26 東北学大 41.42 仙台育英学園高 41.49 東北高 41.96 東北大 41.99 柴田高 42.85 仙台三高 42.86 TG-R 43.02
佐藤　伸太郎(3) 三浦　侑真(4) 寺山　英(2) 末谷　幸士(3) 齋藤　晃汰(2) 梅津　祁良(1) 日野　皓(2) 阿部　誠
大垣　京也(3) 橋本　倫(1) 齋藤　　竜宇(3) 矢吹　慶太(3) 新山　大翔(1) 守屋　蓮(2) 相沢　知樹(2) 村山　大生
本田　龍之神(3) 遠藤　拓磨(1) 小松　幸暉(2) 細川　海知(2) 平井　嘉人(3) 山家　琉希也(2) 伊藤　晴登(1) 大瀧　直也
阿部　龍真(3) 高橋　賢斗(4) 桒名　正道(2) 丸山　智禄(1) 西尾　陸大(1) 國領　秋磨(1) 七戸　理赳(2) 亀井　康夫
東北大 3:13.81 仙台大 3:15.81 柴田高 3:20.11 仙台三高 3:21.32 利府高 3:21.43 仙台育英学園高 3:22.57 東北高 3:24.69 古川工高 3:34.68
斉藤　宥哉(2) 糸井　澪央(3) 山家　琉希也(2) 伊藤　晴登(1) 千葉　海都(3) 大友　駿弥(2) 遠藤　純(1) 佐藤　翔次郎(1)
佐藤　千仁(3) 高橋　洸成(1) 鈴木　大翔(3) 七戸　理赳(2) 木村　剣士朗(3) 樋口　武蔵(2) 細川　海知(2) 沼倉　巧(2)
片桐　大智(4) 小林　舜(2) 佐藤　蓮真(3) 庭木　秀真(2) 江渕　創(3) 遠藤　孔宥(2) 山本　アリーヤカレ(2) 山田　　陽太(2)
加地　拓弥(M1) 菊池　翔哉(1) 守屋　蓮(2) 相沢　知樹(2) 近藤　希(3) 三宅　敦大(2) 丸山　智禄(1) 阿部　良威希(2)
髙橋　佳司郎(2) 2m06 児玉　綺粋(3) 2m00 佐藤　匠(3) 1m97 吉田　優歌(2) 1m94 嶋崎　雄飛(2) 1m91 伊藤　永輝(1) 1m91 中島　大地(M1) 1m91 伊藤　圭汰(2) 1m88
宮　城・日体大 福　島・仙台大 宮　城・仙台大 宮　城・宮城一高 兵庫・東北大 宮　城・仙台大 宮　城・仙台大 宮　城・古川学園高
宮内　敦史(3) 4m80 佐々木　孝行 4m80 小泉　宗士(1) 4m50 後藤　琉希(3) 4m40 青田　諒大(3) 4m30 佐藤　康平 4m30 赤星　栄治(M1) 4m10
山　形・仙台大 宮　城・佐沼PVC 宮　城・福島大 宮　城・佐沼高 宮　城・佐沼高 宮　城・MSC 宮城・東北大
小野寺　晃 4m80
宮　城・佐沼PVC
本田　龍之神(3) 7m35(+2.0) 渡邉　希(3) 7m23(+2.1) 佐藤　丈治(2) 7m23(+1.0) 我妻　哲 7m20(+2.3) 尾形　蒼(3) 7m08(+3.1) 清水嶋　優平(3) 7m06(+2.8) 浅見　功輝(1) 6m81(+1.8) 佐藤　雄太(3) 6m75(+1.8)
宮　城・仙台大 宮　城・仙台西高 公認7m11(+1.4) 宮　城・仙台大 宮　城・宮城陸協 公認7m05(+2.0) 宮　城・聖和学園高 公認6m91(0.0) 宮　城・仙台大 公認6m81(+0.2) 宮　城・仙台大 宮　城・東北学院榴ケ岡高
鎌田　　大地(1) 6m36(+0.6) 川又　宏(3) 6m30(+0.8) 横山　暖人(1) 6m20(+1.0) 村上　琥珀(1) 6m13(+1.0) 村木　海斗(3) 5m89(+0.5) 杵淵　彪冴(1) 5m74(+0.9) 荒川　碧(3) 5m50(+0.8)
宮　城・仙台二華高 宮　城・長町中 宮　城・仙台大明成高 宮　城・東北高 宮　城・長町中 宮　城・東北高 宮　城・山田中
古川 　知征(3) 14m72(+1.4) 渡邉　希(3) 14m67(+1.3) 藤田　憩(2) 14m37(+0.4) 尾形　蒼(3) 14m20(0.0) 朝野　景斗(2) 14m13(+1.7) 大木島　壮(3) 13m92(+0.9) 藤田　想(1) 13m90(+1.6) 大谷　航平(2) 13m80(+1.4)
宮　城・仙台二華高 宮　城・仙台西高 宮　城・仙台育英学園高 宮　城・聖和学園高 宮　城・白石高 愛知・東北大 宮城・東北大 秋田・東北大
阿部　佑樹(3) 13m26 荒井　康汰(1) 12m68 大畑　輝宙(3) 12m53 後藤　樹生(1) 12m07 矢田　　蓮(1) 12m06 松下　典弘(3) 11m67
宮　城・稲井中 宮　城・古川工高 宮　城・長町中 宮　城・仙台東高 宮　城・仙台二華高 宮　城・仙台二華中
佐藤　光晟(3) 13m71 兜森　琉(2) 13m21 三浦　瑶(3) 12m62 奥玉　颯汰(2) 12m11 佐藤　翼(2) 11m88
宮　城・仙台育英学園高 宮　城・柴田高 宮　城・柴田高 宮　城・東陵高 宮　城・仙台向山高
氏家　豪留(4) 15m53 佐藤　敏希(3) 12m12 佐々木　幸太朗(3) 12m02
宮　城・国士舘大 福　島・仙台大 宮　城・筑波大
三浦　瑶(3) 40m50 兜森　琉(2) 39m41 加藤　翔(2) 38m81 佐藤　翼(2) 37m14 小林　聖弥(3) 35m83 佐藤　光晟(3) 35m26 小林　駿介(3) 33m73
宮　城・柴田高 宮　城・柴田高 宮　城・柴田高 宮　城・仙台向山高 宮　城・白石高 宮　城・仙台育英学園高 古川工高
佐藤　貴展 40m22 齋　大輝(3) 39m41 東田　貴仁(3) 38m47 荒井　啓希(2) 37m16 堀籠　温大(1) 36m40 菅井　夏輝(2) 35m02
宮　城・レオクラブ 宮　城・仙台大 青　森・仙台大 宮　城・仙台大 宮　城・仙台大 宮　城・仙台大
加藤　翔(2) 51m85 加藤　拓海(2) 47m38 菅野　陸(3) 47m02
宮　城・柴田高 宮　城・角田高 宮　城・角田高
咲間　大輝 51m85 後藤　紘紀(2) 46m49 柳谷　怜兵 45m40 佐藤　稜(2) 45m35 鈴木　優人(1) 36m84
宮　城・MSC 宮　城・仙台大 宮　城・宮城教員クラブ 宮　城・仙台大 宮　城・宮城教育大
大友　龍成 63m30 金野　延人 62m45 澤田　貴範 61m15 小針　颯太(1) 59m04 小林　匡 58m63 浅野　武人(3) 57m45 南條　元(3) 56m12 千葉　遼平 55m66
宮　城・MSC 宮　城・MSC 宮　城・MSC 宮　城・仙台大 宮　城・MSC 宮　城・小牛田農林高 宮　城・仙台大 宮　城・MSC
杉山　響輝(2) 34.78 西尾　陸大(1) 34.94 矢吹　慶太(3) 35.09 髙橋　泰斗(3) 35.10 斉藤　宥哉(2) 35.18 近藤　希(3) 35.56 内山　琢斗(3) 35.59 山谷　響(2) 35.65
宮　城・仙台大 宮城・東北大 宮　城・東北高 宮　城・塩釜高 茨城・東北大 宮　城・利府高 宮　城・仙台育英学園高 青　森・東北福祉大
荻原　颯汰(3) 39.51 江渕　創(3) 39.53 石川 　陽春(2) 39.79 髙橋　悠太(3) 41.29 佐藤　蓮真(3) 41.55 佐藤　空(3) 41.86 雨宮　琉空(2) 44.62
宮　城・富谷高 宮　城・利府高 宮　城・仙台二華高 宮　城・柴田高 宮　城・柴田高 宮　城・松島高 宮　城・富谷高

凡例 
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2021年度 第76回宮城県陸上競技選手権大会兼第76回国民体育大会兼予選会兼東北陸上競技選手権大会予選会 【21040004】
弘進ゴムアスリートパーク仙台 【43150】 
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月11日
一般男子100m 

風：-0.2

7月12日
少年B男子100m 

風：-1.7

7月12日
一般男子200m 

風：-1.4

7月13日 一般男子400m

7月12日 一般男子800m

7月13日 一般男子1500m

7月13日 少年B男子3000m

7月12日 一般男子5000m

7月13日 一般男子10000m

7月13日
少年共通男子110mH(0.991m) 

風：-0.6

7月11日
一般男子110mH(1.067m) 

風：-0.4

7月13日 一般男子400mH(0.914m)

7月12日 一般男子3000mSC(0.914m)

7月11日 一般男子5000mW

7月11日 少年共通男子5000mW

7月11日 一般男子棒高跳

7月12日 一般男子走幅跳

7月11日 一般男子4X100mR

7月12日 一般男子4X400mR

7月12日 一般男子走高跳

7月11日 少年B男子走幅跳

7月11日 一般男子三段跳

7月12日 少年B男子砲丸投(5.000kg)

7月12日 高校男子砲丸投(6.000kg)

7月12日 一般男子砲丸投(7.260kg)

7月11日 高校男子円盤投(1.750kg)

7月11日 一般男子円盤投(2.000kg)

7月11日 高校男子ハンマー投(6.000kg)

7月11日 一般男子ハンマー投(7.260kg)

7月12日 一般男子やり投(800g)

7月11日 一般男子300m

7月11日 少年A男子300mH(0.914m)


