
”日清食品カップ” （担当陸協）

第３８回 宮城県小学生陸上競技交流大会

県大会ﾅﾝﾊﾞｰに赤枠黄色が付いた競技者は県大会出場確定です。６月８日までに所属単位で（個人申込み不可）所定の県大会申込み手続きを行ってください。 確定 20220531

県大会 県大会
ﾅﾝﾊﾞｰ 姓 名 ﾅﾝﾊﾞｰ 姓 名

記入例 1 13.50 小林 太郎 5 利府 宮城ジュニア陸上 記入例 2 13.50 佐藤 花子 6 仙台 仙台青葉小学校

181 16.02 優先 飯田　 和久 4 仙台 ランナーズハイ 182 16.90 優先 高橋　 リナコ 4 仙台 STARTLINE
183 16.30 優先 小松　 麟太郎 4 利府 利府ジュニア陸上 184 16.49 優先 田村　 七望 4 利府 大和アカデミー
185 16.16 髙橋　 隆斗 4 仙台 STARTLINE 186 16.77 庄司　 栞理 4 利府 大和アカデミー
187 16.37 福島　 羽琉 4 利府 利府ジュニア陸上 188 16.80 小玉　 円 4 利府 大和アカデミー

男子 189 16.45 千葉　 辰金 4 仙台 ランナーズハイ 女子 190 16.92 佐々木　笑鈴 4 仙台 STARTLINE
４年１００ｍ 191 16.51 尾形　 脩斗 4 仙台 ランナーズハイ ４年１００ｍ 192 16.99 星　 菫花 4 利府 大和アカデミー
（宮城県オープン） 193 16.60 髙橋　 陽登 4 利府 利府ジュニア陸上 （宮城県オープン） 194 17.54 安藤 那桜 4 仙台 郡山陸上

195 16.73 田村　 悠翔 4 利府 利府ジュニア陸上 196 17.67 柿沼 夏希 4 仙台 郡山陸上
197 16.77 鈴木 想大 4 仙台 アスリート仙台 198 17.76 末永　 彩華 4 利府 利府ジュニア陸上
199 15.75 result 田中 蔵馬 4 仙台 STARTLINE 200 16.73 result 佐藤 好香 4 仙台 ランナーズハイ

201 15.24 優先 齋藤　 康佑 5 仙台 芦口小学校 202 14.69 優先 今村　 美咲 5 仙台 STARTLINE
203 15.69 優先 小野　 聡太 5 利府 大和アカデミー 204 15.17 優先 鳥居　 伽帆 5 利府 大和アカデミー
205 15.47 菊地　 遼太郎 5 仙台 STARTLINE 206 14.85 菊池　 真陽春 5 仙台 ランナーズハイ
207 15.67 伊藤　 碧悠 5 仙台 STARTLINE 208 15.75 高野　 望央 5 仙台 ランナーズハイ

男子 209 15.72 竹内　 遥絆 5 仙台 STARTLINE 女子 210 15.85 湯葢　 舞 5 仙台 ランナーズハイ
５年１００ｍ 211 15.75 山家　 伊織 5 仙台 ランナーズハイ ５年１００ｍ 212 16.07 跡邊　 清奈 5 仙台 芦口小学校

213 15.89 木村　 涼誠 5 仙台 STARTLINE 214 16.11 星山　 七梛 5 仙台 ランナーズハイ
215 16.11 高嶋　 楽 5 仙台 ランナーズハイ 216 16.23 渡辺　 心春 5 仙台 ランナーズハイ
217 16.24 佐藤　 有真 5 利府 利府ジュニア陸上 218 16.24 折笠　 一花 5 仙台 STARTLINE
219 16.55 森田　 晋平 5 仙台 STARTLINE 220 16.25 佐藤 葉月綺 5 仙台 アスリート仙台

221 13.28 優先 壱岐　 颯仁 6 仙台 ランナーズハイ 222 14.66 優先 渋谷　 心麗 6 仙台 STARTLINE
223 15.37 優先 戸川　 煌大 6 利府 利府ジュニア陸上 224 14.72 優先 髙橋　 友奈 6 利府 利府ジュニア陸上
225 13.49 菊池　 丈琉 6 仙台 STARTLINE 226 14.79 工藤　 麻央 6 利府 利府ジュニア陸上
227 14.62 玉川　 陽 6 仙台 STARTLINE 228 14.83 寺島　 芭南 6 仙台 ランナーズハイ

男子 229 14.64 近郷　 涼太 6 仙台 テリオス 女子 230 15.06 我妻　 風音 6 仙台 芦口小学校
６年１００ｍ 231 14.87 山内　 悠聖 6 仙台 ランナーズハイ ６年１００ｍ 232 15.14 櫻本　 涼華 6 仙台 STARTLINE

233 14.96 菅原　 稟太郎 6 仙台 ランナーズハイ 234 15.16 佐藤　 千久沙 6 仙台 ランナーズハイ
235 14.97 高宮　 慧 6 仙台 芦口小学校 236 15.32 梶谷　 直子 6 仙台 STARTLINE
237 15.23 柴田　 悠馬 6 仙台 STARTLINE 238 15.32 佐藤　 心晴 6 利府 大和アカデミー
239 15.42 菅原　 駿 6 仙台 芦口小学校 240 15.38 齊藤　 萌可 6 仙台 ランナーズハイ

241 3:18.17 優先 遠藤　 煌　 6 仙台 ランナーズハイ 242 3:52.01 優先 千葉　 みのり 6 仙台 STARTLINE
243 3:23.97 優先 畠山　 琥太郎 6 利府 利府ジュニア陸上 238 3:27.35 優先 佐藤　 心晴 6 利府 大和アカデミー
245 3:22.75 星山　 漱介 6 仙台 ランナーズハイ 246 3:34.00 宮本　 怜 6 利府 利府ジュニア陸上
247 3:22.75 佐藤　 遙人 6 仙台 ランナーズハイ 248 3:35.77 玉木　 柚花 6 利府 利府ジュニア陸上

競技者名
学年

ブロック代表選考報告 仙台 ブロック
仙台市、利府町

種目 記録 ｺﾒﾝﾄ
競技者名

学年 陸協 陸協 所属所属 種目 記録 ｺﾒﾝﾄ



男子 249 3:24.04 小嶋　 士雲 6 利府 利府ジュニア陸上 女子 250 3:52.63 米倉　 葉月 6 利府 大和アカデミー
６年１０００ｍ 251 3:32.19 伊藤　 海翔 6 仙台 テリオス ６年１０００ｍ 252 3:52.77 松原　 昌乃 6 仙台 ランナーズハイ
（宮城県オープン） 253 3:33.02 伊藤　 大駕 6 仙台 ランナーズハイ （宮城県オープン） 254 3:53.20 寒河江　一華 6 仙台 ランナーズハイ

255 3:39.43 小椋 悠月 6 仙台 郡山陸上 256 3:53.56 牛島　 彩結 6 仙台 STARTLINE
257 3:41.84 一関　 晴真 6 仙台 ランナーズハイ 258 4:03.31 山形　 理乃 6 仙台 柳生小学校
259 3:42.87 田村　 朔也 6 利府 大和アカデミー 260 4:05.14 相澤　 麗 6 仙台 ランナーズハイ

県大会 県大会
ﾅﾝﾊﾞｰ 姓 名 ﾅﾝﾊﾞｰ 姓 名

仙台 262 1771 優先 髙橋 花百 6 仙台 白百合ＡＣ
利府 264 1095 石橋 咲花 6 仙台 白百合ＡＣ

仙台ブ 266 738 根子 麻桜子 5 仙台 白百合ＡＣ
仙台ブ 仙台ブ

男子 仙台ブ 女子 仙台ブ
コンバインドＡ 仙台ブ コンバインドＡ 仙台ブ

仙台ブ 仙台ブ
仙台ブ 仙台ブ
仙台ブ 仙台ブ
仙台ブ 仙台ブ

281 1577 優先 饗庭　 輝 5 仙台 ランナーズハイ 282 1410 優先 西澤 朝陽 5 仙台 ランナーズハイ
203 1601 優先 小野 聡太 5 利府 大和アカデミー 284 1137 優先 蓑輪 鈴 5 利府 利府ジュニア陸上
285 1577 早坂 新 6 仙台 ランナーズハイ 212 1240 跡邊 清奈 5 仙台 芦口小学校
287 1524 文屋 龍太 6 利府 大和アカデミー 288 1224 ﾆｰﾙｿﾝ 華衣麗 6 仙台 白百合ＡＣ

男子 289 1513 蝦名 心 6 仙台 ランナーズハイ 女子 290 1080 田上 愛 6 仙台 ランナーズハイ
コンバインドＢ 291 1487 庄司 悠悟 6 利府 大和アカデミー コンバインドＢ 292 932 本城谷 あかり 5 仙台 郡山陸上

293 1390 玉渕 絢都 5 仙台 郡山陸上 仙台ブ
295 1313 佐々木 優成 5 仙台 STARTLINE 仙台ブ
297 1261 猪股 士恩 6 仙台 テリオス 仙台ブ
299 1233 早坂 玲音 5 仙台 ランナーズハイ 仙台ブ

県大会
ﾅﾝﾊﾞｰ 姓 名
237 男１ 柴田　 悠馬 6
225 男２ 菊池　 丈琉 6
227 男友好 玉川　 陽 6
232 女１ 櫻本　 涼華 6
222 女２ 渋谷　 心麗 6
306 女友好 千葉　 実怜 6
249 男１ 小嶋 士雲 6
243 男２ 畠山 琥太郎 6
223 男友好 戸川 煌大 6
226 女１ 工藤 麻央 6
224 女２ 髙橋 友奈 6
246 女友好 宮本 怜 6
231 男１ 山内　 悠聖 6

57.03 仙台 ランナーズハイＡ

陸協

55.51 仙台 STARTLINEＡ

57.76 利府 利府ジュニア陸上

所属

種目 記録 ｺﾒﾝﾄ
競技者名

学年 陸協 所属

種目 記録 ｺﾒﾝﾄ
競技者名

学年種目 記録 ｺﾒﾝﾄ
競技者名

学年 陸協 所属



233 男２ 菅原　 稟太郎 6
241 男友好 遠藤　 煌 6
206 女１ 菊池　 真陽春 5
228 女２ 寺島　 芭南 6
240 女友好 齊藤 萌可 6
287 男１ 文屋 龍太 6
291 男２ 庄司 悠悟 6

320 女１ 相澤 清花 6
322 女２ 大内 里紗 6
204 女友好 鳥居 伽帆 5

男女混合 325 男１ 佐々木 陽馬 6
４ｘ１００ｍＲ 247 男２ 佐藤 遙人 6

245 男友好 星山 漱介 6
216 女１ 渡辺 心春 5
234 女２ 佐藤 千久沙 6
290 女友好 田上 愛 6
235 男１ 高宮 慧 6
239 男２ 菅原 駿 6

230 女１ 我妻 風音 6
334 女２ 伊豆 波音 6

299 男１ 早坂 玲音 5
339 男２ 横山 幸ノ介 6
285 男友好 早坂 新 6
338 女１ 谷口 灯 5
208 女２ 高野 望央 5
342 女友好 菊地 双葉 5
209 男１ 竹内 遥絆 5
205 男２ 菊地 遼太郎 5
207 男友好 伊藤 碧悠 5
236 女１ 梶谷 直子 6
346 女２ 佐々木 絢心 5
348 女友好 安西 結愛 6

男１
男２

男友好
女１
女２

女友好
男１
男２

男友好
女１
女２

仙台ブ

仙台ブ

59.83 仙台 ランナーズハイＣ

59.94 仙台 STARTLINEＢ

59.11 仙台 ランナーズハイＢ

59.57 仙台 芦口小学校

57.03 仙台 ランナーズハイＡ

58.11 利府 大和アカデミー



女友好

仙台ブ


