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ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾞﾝｾｲ (2) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ (3)

1 16 渡部　万世 仙台第一高 1 880 山田　瑞貴 聖和学園高

ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾔ (3) ﾋｶﾞﾉ ｺｳｷ (2)

2 308 大泉　倫也 仙台西高 2 473 日向野　航希 東北大陸上部

ﾋﾗﾔﾏ ｱｵｲ (1) ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾀﾛｳ (5)

3 631 平山　碧 東北大陸上部 3 4442 小倉　雄太郎 東北大陸上部

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ (3) ｵｶﾞﾀ ﾚｵﾝ (3)

4 1025 小林　秀寿 東北高 4 1574 尾形　礼音 古川工業高

ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ (1) ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ (3)

5 814 髙橋　将輝 仙台西高 5 1571 佐藤　龍之介 古川工業高

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ (1) ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾄ (2)

6 878 山田　悠人 聖和学園高 6 1036 吉田　奏斗 東北高

ﾘｭｳ ﾎﾝｲ (1) ﾆｯﾀ ﾕｳ (2)

7 791 劉　弘義 聖和学園高 7 4475 新田　友海 東北大陸上部

ﾎﾝｺﾞｳ ｶｲﾘ (2) ﾀｶﾊｼ ｹｲ (2)

8 651 本郷　海琉 利府高 8 301 髙橋　恵生 仙台西高

ﾀﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ (3) ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾄ (1)

9 1023 丹野　滉太郎 東北高 9 27 及川　寛人 仙台第一高

ｸｻｶ ﾖｼﾄ (2) ｵｵｳﾁ ﾕｲﾄ (2)

10 981 日下　恵斗 明成高 10 281 大内　唯聖 仙台西高

ﾂﾁﾔ ｱｷﾄ (2) ﾁｶﾞ ｿｳﾀ (2)

11 868 土屋　陽斗 聖和学園高 11 650 千賀　颯太 利府高

ﾋﾗﾀ ｹﾝｽｹ (1) ｳﾐｶﾜ ﾘｭｳｷ (1)

12 875 平田　健介 聖和学園高 12 812 海川　瑠輝 仙台西高

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ (3) ｳﾒﾓﾄ ﾜﾀﾙ (3)

13 289 齋藤　俊弥 仙台西高 13 1577 梅本　亘 古川工業高

ｺﾝﾉ ﾀﾞｲﾁ (3) ﾊｷﾞｶﾜ ｺｳ (1)

14 1578 今野　大地 古川工業高 14 873 萩川　晄 聖和学園高

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳﾀ (2) ﾐﾔｷﾞ ﾕｳﾀ (1)

15 1585 栁田　佑太 古川工業高 15 1605 宮城　勇太 古川工業高

ﾊｼｳﾗ ﾔﾏﾄ (1) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ (3)

16 877 橋浦　大和 聖和学園高 16 1021 高橋　彰太 東北高

ｱﾍﾞ ﾃﾙﾄ (2) ｷﾑﾗ ﾊﾙ (1)

17 1587 阿部　輝翔 古川工業高 17 876 木村　遥琉 聖和学園高

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ (3) ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ (3)

18 290 川端　響 仙台西高 18 293 佐藤　優太郎 仙台西高

ｻｶｲ ｿｳﾄ (1) ｲｼﾄﾞｳ ﾙｲ (2)

19 1568 酒井　走和 古川工業高 19 647 石堂　留偉 利府高

ｻﾄｳ ﾘｮｳ (2) ｾｷﾈ ｼｭﾝﾀ (3)

20 867 佐藤　遼 聖和学園高 20 916 関根　駿太 仙台育英高

ﾑｶｲ ｱﾂｷ (1) ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ (3)

21 1607 向井　敦生 古川工業高 21 1009 早川　拓海 明成高

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ (3) ｵｶｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾀ (3)

22 1024 榊原　　巧 東北高 22 1002 岡崎　文太 明成高

ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ (1) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ (2)

23 874 相澤　雛太 聖和学園高 23 863 高橋　壮太 聖和学園高

ｻｲﾄｳ ｿﾗ (2) ｲﾄｳ ｺｳｾｲ (2)

24 643 齊藤　大空 利府高 24 861 伊藤　光成 聖和学園高

ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ (3) ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾙ (2)

25 1022 神田　大地 東北高 25 8 大久保　観 仙台第一高

ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ (3) ｻｲﾄｳ ｿｳｷ (3)

26 453 阿部　圭宏 東北大陸上部 26 1026 齋藤　颯希 東北高

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾀ (3) ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ (2)

27 935 村上　日向葵 仙台育英高 27 862 菅原　歩夢 聖和学園高

ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾏ (1)

28 22 西田　悠真 仙台第一高
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