
日付 種目

森　美悠 12.13(+0.7) 千葉　安珠(1) 12.17(+0.7) 名取　優杏(3) 12.22(+0.7) エネ　ｼﾞｪﾆﾌｧｰ(3) 12.23(+0.7) 浅野　結(2) 12.29(+0.7) 野中　愛子(2) 12.45(-0.1) 鵜澤　希妃(3) 12.63(-0.1) 細川　叶(2) 12.90(-0.1)
七十七銀行 常盤木学園高 常盤木学園高 仙台育英学園高 常盤木学園高 仙台育英学園高 柴田高 仙台育英学園高
菅田　理乃(2) 2:15.57 八幡　紗彩(4) 2:16.31 伊東　奏音(2) 2:17.15 及川　愛依(3) 2:23.99 山崎　奈結(2) 2:24.44 氏家　心(2) 2:27.72 馬場　ひなた(2) 2:30.01 荒井　沙織(3) 2:30.61
東北大 仙台大 仙台二高 常盤木学園高 聖和学園高 古川東中 常盤木学園高 聖和学園高
力丸　楓(3) 9:50.17 山﨑　めい(3) 10:12.97 横山　綺星(3) 10:16.60 木下　柚葵(3) 10:18.41 渡邊　　楓佳(1) 10:18.75 佐々木　彩那(3) 10:21.77 鶴谷　ことみ(2) 11:00.58 中山　千尋(1) 11:30.03
仙台一高 常盤木学園高 東北高 仙台大明成高 常盤木学園高 聖和学園高 利府西中 古川黎明高
千葉　悠里奈 18:11.44 髙橋　里奈(2) 18:35.34 阿部　柚佳(4) 19:17.38 小山　麻妃(3) 21:09.58
石巻RC 石巻専修大 東北大 東北大
佐藤　柚希(3) 15.00(-2.6) 菅原　夢華(3) 16.13(-2.6) 佐藤　　結芽(1) 16.64(-2.6) 早坂　すみれ(1) 17.94(-2.2) 鈴木　菜央(1) 19.23(-2.6) 三浦　亜紗美(1) 19.96(-2.2) 佐藤　美桜(3) 20.64(-2.2) 大垣　芹乃(1) 21.34(-2.6)
八乙女中 長町中 常盤木学園高 東北学院榴ケ岡 東北学院榴ケ岡 聖和学園高 南中山中 柴田高
髙橋　那月(3) 15.15(+0.8) 千田　遥花(3) 15.55(+0.8) 安藤　　七香(3) 15.68(+0.8) 浅野　結菜(2) 15.94(+0.8) 伊藤　美陽(4) 16.33(-0.6) 佐藤　美咲(3) 16.43(+0.8) 佐藤　結月(3) 16.68(+0.8) 髙橋　陽奈子(2) 16.83(+0.8)
古川黎明高 聖和学園高 仙台西高 古川学園高 宮教大 白石高 柴田高 仙台三高
山崎　萌々子(4) 1:04.86 山口　友愛(3) 1:06.84 遠藤　彩夏(3) 1:06.86 赤間　未優(3) 1:07.24 森　　優名(2) 1:08.50 宮森　みな実(3) 1:10.13 草野　らら(3) 1:10.53 柄澤　菜々美(M2) 1:10.62
東北大 利府高 仙台大 常盤木学園高 仙台西高 仙台育英学園高 常盤木学園高 東北大
庄子　理菜(2) 25:32.93 佐藤　花恋(3) 26:46.01 薄木　陽香(2) 27:07.22 安達　萌夏(2) 27:33.53 我孫子　優奈(2) 27:41.83 淡路　凜(3) 28:20.19 吉岡　利紗(3) 29:29.04 三浦　志音(2) 29:31.19
常盤木学園高 常盤木学園高 白石高 泉高 柴田農林川崎 塩釜高 古川黎明高 古川黎明高
常盤木学園高 47.74 仙台育英学園高 50.36 仙台一高 51.16 柴田高 51.19 仙台向山高 51.27 聖和学園 51.91 古川黎明 52.26 宮教 52.27
千葉　安珠(1) 萩原　まりん(1) 伊東　詩月(2) 錦織　葉音(3) 倉田　あかり(2) 阿部　愛理(2) 五島　祭(2) 松川　凜香(2)
浅野　結(2) 野中　愛子(2) 千葉　史織(2) 佐藤　妃花(2) 小原　梨紗(3) 寺田　莉菜(3) 髙橋　那月(3) 藤代　彩佳(4)
名取　優杏(3) 若生　姫香(3) 服部　叶佳(3) 佐藤　結月(3) 菊地　璃音(1) 岩澤　花菜(3) 佐々木　美紗希(1) 伊藤　美陽(4)
板橋　瑠花(2) 佐藤　愛佳里(2) 須藤　優里花(2) 鵜澤　希妃(3) 佐藤　瑠菜(2) 千田　遥花(3) 大場　朱莉(3) 針生　美桜(3)
常盤木学園高 3:57.04 東北大 4:03.62 聖和学園 4:11.75 仙台向山高 4:15.68 石巻好文館 4:45.69 白石高 4:47.27 泉松陵 4:52.86
名取　優杏(3) 柄澤　菜々美(M2) 阿部　愛理(2) 倉田　あかり(2) 中野　花香(2) 根岸　美紗(2) 熊谷　遥奈(3)
佐藤　結華(3) 山崎　萌々子(4) 寺田　莉菜(3) 佐藤　瑠菜(2) 上屋敷　晏佳(2) 佐藤　美咲(3) 今野　綾音(2)
浅野　結(2) 原田　萌々子(2) 草野　りり(1) 小原　梨紗(3) 遠藤　真衣(2) 小川　愛加(3) 千葉　優井(2)
板橋　瑠花(2) 菅田　理乃(2) 山崎　奈結(2) 末永　うらら(3) 阿部　和香(2) 櫻井　さき(2) 熊谷　彩奈(2)
井上　綾香 1m59 佐々木　直実(3) 1m59 山口　葵(2) 1m59 久慈　未来(3) 1m56 原田　萌々子(2) 1m56 和村　華果(3) 1m56 小原　大空(3) 1m50 荒井　陽花(3) 1m45
MRC 古川学園高 宮城一高 聖和学園高 東北大 泉館山高 聖和学園高 富谷高
津田　望尋(3) 2m20
中野中
佐藤　百華 2m70 渡邉　紅梅(3) 2m40 加藤　穂香(2) 2m00 千葉　くるみ(2) 1m80
佐沼PVC 仙台工高 志津川高 東北学院榴ケ岡
川村　茉奈(3) 4m99(+2.2) 佐藤　世理(3) 4m62(+1.8) 佐々木　のぞみ(3) 4m62(+1.4) 木村　瑚子(3) 4m29(+3.0) 若林　明香寧(3) 4m23(+3.9) 太田　優月(3) 4m20(+1.3) 石丸　紗奈(3) 4m19(+3.0) 菅原　知里(3) 4m10(+1.7)
青陵中 公認4m68(+1.8) 仙台一中 古川東中 仙台一中 公認3m86(+2.0) 七北田中 公認3m85(+1.7) 増田中 七郷中 公認3m80(+1.6) 中野中
本田　姫星(2) 5m73(+1.0) 三藤　祐梨子 5m65(+1.5) 佐々木　明日香 5m56(+0.2) 都築　純美加(4) 5m18(+0.5) 服部　叶佳(3) 5m00(+1.5) 布施　亜弥乃(2) 5m00(+0.3) 伊藤　未空(3) 5m00(+1.4) 原　姫羽(2) 4m87(+0.4)
仙台大 七十七銀行 七十七銀行 東北学大 仙台一高 石巻好文館高 東北大 仙台東高
宮本　ひより(2) 4m72(+0.6) アンダーソン菅原　ティアラ(1) 4m39(+0.9) 稲吉　　美詞(3) 4m31(+0.5) 大久保　柚貴(2) 4m26(0.0) 津田　　遥花(1) 4m22(+0.4) 下山　藍(2) 4m12(+0.1) 大森　こはる(2) 4m08(+0.7) 村上　文香(2) 4m01(+0.2)
仙台三桜高 仙台東高 仙台西高 泉館山高 常盤木学園高 仙台向山高 石巻好文館高 白石高
中澤　里緒(3) 11m24(+1.7) 鈴木　明花音(3) 10m70(+3.9) 岩澤　花菜(3) 10m54(+3.3) 須藤　桃由(2) 10m28(+2.4) 橋本　穂香(2) 10m15(+1.4)
東北高 仙台三桜高 公認10m34(+0.4) 聖和学園高 公認10m34(+1.3) 東北大 公認9m93(+1.9) 常盤木学園高
中尾　優(3) 11m31 橋本　千明(3) 8m13 中尾　さや(3) 7m56 佐藤　紬(3) 6m89 佐藤　ちひろ(3) 6m84 伊藤　結衣(3) 6m17 千代　紗衣(2) 6m13 遠藤　唯(3) 6m11
岩沼中 仙台一中 富沢中 仙台一中 宮城学院中 宮城学院中 増田中 富沢中
加藤　杏菜(3) 12m41 畠山　千果(4) 10m31 鈴木　恵菜(2) 10m24 荒川　　芽生(1) 9m50 永沼　愛恵(2) 7m78 鈴木　めぐ(1) 7m37 齋藤　心結(2) 5m63
常盤木学園高 東北大 常盤木学園高 常盤木学園高 仙台向山高 聖和学園高 仙台高
針生　楓夏(1) 17m35 沼倉　颯希(3) 15m48
利府高 中野中
氏家　遥香(3) 37m20 古藤　千穂(3) 35m60 田近　嵯季(2) 33m99 伏見　菜乃花(2) 22m95 加来　礼佳(2) 19m52 渡來　瑠菜(2) 17m42
利府高 仙台一高 仙台大 宮城一高 石巻好文館高 仙台三桜高
佐藤　はるか(4) 45m50 髙橋　優月(3) 40m99 平谷　めるも(1) 39m25 加藤　凜(3) 37m66 佐々木　優海(2) 34m11 原田　あゆみ(2) 32m65 嶺岸　ほのか(2) 30m66 畠山　優衣(3) 28m03
仙台大 利府高 東北大 古川黎明高 宮教大 東北学院榴ケ岡 富谷高 塩釜高
棚木　麻心(2) 38m22 長崎　澄嶺(3) 36m54 伊東　詩月(2) 34m05 高橋　碧(3) 28m01 山口　楓夏(3) 25m61 伊藤　藍(2) 25m04 遠藤　梨緒(3) 22m86 藤原　喬(2) 19m73
柴田高 角田高 仙台一高 仙台高 宮城工高 角田高 古川学園高 宮城学院高
相澤　七稀(3) 41.21 佐藤　結華(3) 41.26 板橋　瑠花(2) 41.31 千葉　史織(2) 41.51 白鳥　名花(2) 42.54 細谷　真優(2) 42.57 菅原　有咲(4) 42.80
仙台大 常盤木学園高 常盤木学園高 仙台一高 仙台二高 常盤木学園高 東北学大

黒丸　朝日(3) 41.31
常盤木学園高

髙橋　ユリヤ(3) 48.90
常盤木学園高

凡例 

2022年度宮城県春季陸上競技選手権大会 【1】 
弘進ゴムアスリートパーク 【43150】 
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月29日  女子100m

4月30日  女子800m

4月30日 中学･高校女子3000m

4月29日 一般女子5000m

4月29日 少年B女子100mH(0.762m)

4月29日  女子100mH(0.838m)

4月30日  女子400mH(0.762m)

4月30日 一般・高校女子5000mW

4月29日  女子4X100mR

4月30日  女子4X400mR

4月30日 一般・高校女子走高跳

4月29日 中学女子棒高跳

4月29日 一般・高校女子棒高跳

4月30日 中学女子走幅跳

4月29日 一般・高校女子走幅跳

4月29日 一般・高校女子走幅跳(2)

4月30日  女子三段跳

4月30日 中学女子砲丸投(2.721kg)

4月30日  女子砲丸投(4.000kg)

4月29日 少年B女子円盤投(1.000kg)

4月29日
一般・高校女子円盤投

(1.000kg)

4月30日 少年A女子300mH(0.762m)

4月29日  女子ハンマー投(4.000kg)

4月30日  女子やり投(600g)

4月30日  女子300m


