
日付 種目

菊地　翔哉(2) 10.84(+1.5) 星　颯人(2) 10.85(+0.7) 佐藤　玲緒(2) 10.86(+0.9) 守屋　蓮(3) 10.91(+1.5) 梅津　祁良(2) 10.99(+1.2) 日下　秀也(2) 11.01(+0.7) 樋口　仁 11.02(+1.5) 佐々木　陽翔(3) 11.05(+0.7)
仙台大 仙台一高 東北学大 柴田高 柴田高 仙台育英学園高 宮城陸協 小牛田農林高
大塚　光陽(2) 1:54.90 鎌田　鋼星(3) 1:57.73 及川　拓真(3) 1:58.32 富田　綾人(3) 1:58.52 北嶋　僚大(3) 1:59.20 畠山　大輝(2) 2:00.03 岡澤　佳津真 2:00.34 樋口　碧生(2) 2:00.42
東北大 仙台大明成高 仙台大 東北大 仙台二高 東北学大 おおさきＲＣ 仙台一高
及川　颯太(3) 9:02.61 三國　陽稀(3) 9:14.92 川口　貴士(3) 9:21.57 安藤　遼(3) 9:28.07 奈良坂　虎太朗(1) 9:30.66 渥美　悠太(1) 9:35.44 高橋　史弥(2) 9:37.73 山口　慶人(3) 9:55.31
蛇田中 東華中 東向陽台中 富沢中 仙台大明成高 仙台大明成高 古川黎明高 増田中
朝倉　和眞 14:31.86 吉田　奏斗(3) 15:06.12 三宅　陸斗 15:14.67 入江　柚安(3) 15:23.08 千石　優太 15:24.46 古山　雄一郎 15:25.74 菱沼　嘉竜 15:26.82 坂本　順(3) 15:26.94
宮城陸協 東北高 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱｽﾘｰﾂ 仙台大明成高 おおさきＲＣ みちのく みやぎTFC 東北大
小倉　悠(1) 16.79
柴田高
太細　龍人(4) 14.56(+0.4) 川口　逸人 14.94(+0.4) 松野　蓮(3) 15.29(+0.4) 鈴木　健大(M2) 15.32(+0.4) 鈴木　惺太(2) 15.53(+1.0) 三宅　敦大(3) 15.57(+0.4) 大冨　智嵩(3) 15.62(+1.0) 佐藤　七瀬(2) 16.00(+1.0)
東北学大 宮城教員クラブ 塩釜高 東北大 仙台東高 仙台育英学園高 柴田高 仙台一高
加地　拓弥(M2) 54.12 岡田　幹太(3) 55.82 小林　舜(3) 56.44 二ノ神　遼(5) 57.20 樋口　武蔵(3) 57.21 二階堂　優陽(3) 57.69 佐藤　好晟(3) 58.23 江端　元樹(3) 58.44
東北大 東北大 仙台大 東北大 仙台育英学園高 東北学院榴ケ岡 柴田高 名取高
吉田　聖奈(2) 21:57.35 小畑　遥琉(3) 22:47.71 吉田　聖也(3) 22:49.86 辻本　隆文(4) 22:58.92 佐藤　友麻(3) 23:27.47 佐藤　翔太(2) 23:28.28 菅野　卓杜(2) 25:44.19 菅野　走太(2) 26:37.35
柴田農林川崎 白石高 柴田高 東北大 柴田農林川崎 柴田高 富谷高 志津川高
東北学大 42.32 柴田高 42.59 仙台育英学園高 42.61 仙台一高 43.31 仙台三高 44.01 古川 44.47 レオクラブA 44.57 仙台西高 44.82
橋本　倫(2) 梅津　祁良(2) 日下　秀也(2) 佐藤　七瀬(2) 菊地　　隼颯(2) 高橋　元喜(3) 佐々木　秀弥 藤原　　魁人(3)
太細　龍人(4) 守屋　蓮(3) 近藤　龍希(1) 星　颯人(2) 相沢　知樹(3) 渡邊　恵人(3) 佐藤　礼 吉村　　空(3)
遠藤　拓磨(2) 國領　秋磨(2) 小松　幸暉(3) 村井　謙心(3) 上田　康太(1) 酒井　晴仁(3) 阿部　祐誠 堀江　　泰生(3)
佐藤　玲緒(2) 佐々木　拓哉(2) 佐々木　清翔(2) 澁谷　優成(3) 七戸　理赳(3) 小野寺　竜(3) 佐藤　勇人 今野　　龍響(3)
東北大 3:17.01 柴田高 3:24.76 仙台育英学園高 3:25.80 TG　RACING 3:30.20 古川工 3:31.49 仙台西高 3:34.68 聖和学園 3:35.47 多賀城 3:38.84
斉藤　宥哉(3) 佐藤　好晟(3) 大友　駿弥(3) 武内　勇輝 佐藤　翔次郎(2) 吉村　　空(3) 齊藤　優太(2) 迎　真琴(3)
佐藤　千仁(4) 和泉　遥哉(3) 樋口　武蔵(3) 村山　大生 栁田　佑太(2) 髙橋　　恵生(3) 高橋　健吾(2) 齋藤　優太(3)
片桐　大智(M1) 遠藤　琉生(2) 遠藤　孔宥(3) 畑中　智貴 阿部　良威希(3) 内藤　　聖仁(3) 佐藤　翔弥(2) 近藤　光(2)
加地　拓弥(M2) 山家　琉希也(3) 岡田　歩(2) 高木　陸太郎 沼倉　巧(3) 堀江　　泰生(3) 土屋　陽斗(3) 佐藤　快(3)
平山　朝陽(2) 1m91 伊藤　圭汰(3) 1m88 嶋崎　雄飛(3) 1m88 佐々木　雄大(2) 1m85 佐藤　匠(4) 1m80 庄司　悠佑 1m80 東城　　新(3) 1m75
東北大 古川学園高 東北大 東北学院榴ケ岡 仙台大 SRA 仙台西高

藤田　想(2) 1m75
東北大
上原　隆矢(3) 1m75
仙台育英学園高

後藤　悠作(3) 3m20 飯田　琉斗(3) 2m60 小笠原　慎人(3) 2m60 庄子　大輝(2) 2m30
佐沼中 寺岡中 中野中 寺岡中
小野寺　晃 4m60 佐藤　康平 4m30 浅野　廉(3) 4m30 星　桂太 4m00 佐藤　航平(3) 3m80 千葉　櫂己(2) 3m40
佐沼PVC MSC 佐沼高 佐沼PVC 東北学院榴ケ岡 佐沼高
小林　遼(3) 5m85(+1.1) 山﨑　公聖(3) 5m58(+0.5) 及川　優貴(3) 5m56(-0.5) 早見　勇希(3) 5m46(+0.9) 瀬川　健太(3) 5m38(+0.2) 伊東　怜遠(2) 5m37(+1.4) 菅原　晴(3) 5m16(+0.6) 菅原　煌雨(3) 5m03(+0.7)
高森中 仙台一中 石巻中 七北田中 増田中 利府西中 幸町中 七郷中
小山　哲哉(4) 7m21(+1.3) 高橋　朝陽(3) 7m03(+4.2) 小野垣　蒼太(2) 7m03(+2.2) 本田　龍之神(4) 7m01(+2.8) 遠藤　隼斗 6m69(+2.5) 我妻　哲 6m65(+3.4) 高橋　昂平 6m61(+3.3) 佐藤　丈治(3) 6m57(+3.5)
東北福祉大 仙台高 公認6m99(+1.5) 東北福祉大 公認5m66(+0.4) 仙台大 公認6m97(+1.3) TG　RACING 公認6m67(-0.4) 宮城教員クラブ 公認6m53(+1.1) 宮城教員クラブ 公認6m37(+1.6) 仙台大 公認6m25(+0.2)

千葉　樹 14m87(-0.8) 朝野　景斗(3) 14m34(-1.4) 藤田　憩(3) 14m15(-1.1) 齋藤　優太(M2) 14m05(-0.1) 大谷　航平(3) 13m98(+0.6) 髙泉　温帆(1) 13m41(+2.3) 柏木　俊希(3) 13m40(-1.5) 香川　覚彦(2) 13m00(+1.5)
スタートライン 白石高 仙台育英学園高 宮教大 東北大 仙台東高 公認12m35(0.0) 東北大 宮教大
阿部　純大(3) 11m80 加藤　那崇(2) 11m73 南條　匠極(3) 11m49 佐久間　大輔(2) 10m87 伊東　亜南(3) 10m28 大庭　柊(3) 8m93 嶺岸　護(3) 8m64 狩野　雅治(2) 7m96
西山中 仙台一中 角田中 利府西中 利府西中 富沢中 七北田中 東北学院中
中野　 太惺(3) 13m01 髙橋　寛(3) 12m61 荒井　康汰(2) 11m97 後藤　樹生(1) 11m33 錦戸　瑠吾(3) 11m08 森田　隼風(2) 7m80 芳賀　輝(3) 7m77 菊地　昊太郎(2) 5m83
仙台二華高 仙台工高 古川工高 仙台東高 古川学園高 仙台高 古川学園高 宮城広瀬高
大野　誠尚(M1) 10m98 佐藤　好浩 9m95
東北大 宮城陸協
阿部　佑樹(1) 32m62 今野　陽翔(1) 24m06
柴田高 利府高
兜森　琉(3) 42m10 佐藤　翼(3) 39m24 佐々木　彩音(2) 31m04 加美山　諒一(3) 27m14 遠藤　涼平(2) 22m45 北原　稜汰(2) 21m75 南部　英太(2) 20m84 山口　達也(2) 19m23
柴田高 仙台向山高 仙台大明成高 古川学園高 仙台向山高 富谷高 角田高 仙台工高
齋　大輝(4) 38m98 堀籠　温大(2) 38m20 荒井　啓希(3) 37m65 貝塚　悠介 35m44 菅井　夏輝(3) 30m72
仙台大 仙台大 仙台大 宮城陸協 仙台大
加藤　翔(3) 54m38 加藤　拓海(3) 49m28 眞壁　春登(3) 45m14 菅原　唯聖(3) 42m20 水戸　翔一(2) 32m37 最上　優(2) 32m21 山内　橙哉(2) 31m86 大宮　優星(2) 20m41
柴田高 角田高 白石高 古川高 白石高 角田高 志津川高 柴田農林川崎
咲間　大輝 49m08 後藤　紘紀(3) 43m20 佐藤　稜(3) 43m08
MSC 仙台大 仙台大
阿部　将平 63m55 金野　延人 61m40 澤田　貴範 56m45 相澤　諭希 55m28 大友　龍成 53m73 髙城　陽(2) 51m54 村上　奨(3) 50m82 川内　蒼馬(2) 43m50
MSC MSC MSC MSC MSC 仙台東高 柴田高 東北大
斉藤　宥哉(3) 34.35 杉山　響輝(3) 34.82 佐藤　千仁(4) 35.22 髙橋　洸成(2) 35.46 橋本　倫(2) 35.52 七戸　理赳(3) 35.58 片桐　大智(M1) 36.03 西尾　陸大(2) 36.32
東北大 仙台大 東北大 仙台大 東北学大 仙台三高 東北大 東北大
峯岸　拓摩(2) 44.15 若生　壱輝(2) 45.69 早坂　翔夢(3) 50.23
宮城農高 多賀城高 古川学園高
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月29日  男子100m

4月30日  男子800m

4月30日 中学･高校男子3000m

4月29日 一般・高校男子5000m

4月29日
少年B男子110mH(0.991m) 

風：+1.6

4月29日  男子110mH(1.067m)

4月30日  男子4X400mR

4月30日 一般・高校男子走高跳

4月30日  男子400mH(0.914m)

4月30日 一般・高校男子5000mW

4月29日  男子4X100mR

4月29日 中学男子棒高跳

4月29日 男子棒高跳

4月29日 中学男子走幅跳

4月29日 男子走幅跳

4月30日  男子三段跳

4月30日 中学男子砲丸投(5.000kg)

4月30日 高校男子砲丸投(6.000kg)

4月30日 一般男子砲丸投(7.260kg)

4月29日 少年B男子円盤投(1.500kg)

4月29日 高校男子円盤投(1.750kg)

4月29日 一般男子円盤投(2.000kg)

4月29日
高校男子ハンマー投

(6.000kg)

4月30日 少年A男子300mH(0.914m)

4月29日
一般男子ハンマー投

(7.260kg)

4月30日  男子やり投(800g)

4月30日  男子300m


