
小学4年男子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

大会記録(GR)                 14.82     岩佐　拓音(宮城・岩沼Jr.RC)           2019 6月26日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:-0.9) 2組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 仙　台 ｸﾒ ﾕｳﾘ 沿　岸

1 3 181 飯田　和久(4) ランナーズハイ 15.70 1 7 361 久米　勇龍(4) 河北陸上スポ少 15.06
ｴﾁｺﾞ ﾔｽﾄ 県　北 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 仙　南

2 6 549 越後　靖翔(4) 中新田小学校 15.82 2 4 13 齋藤　春人(4) 角田小学校 15.20
ｸﾎﾞ ｼﾉﾌﾞ 沿　岸 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｶﾞ 県　北

3 1 369 久保　忍(4) 住吉開北陸上 15.98 3 5 543 千葉　龍雅(4) 築館小 15.62
ﾀﾑﾗ ﾊﾙﾄ 仙　台 ｵｵﾂｷ ﾋﾛﾑ 仙　南

4 7 195 田村　悠翔(4) 利府ジュニア陸上 16.13 4 8 5 大槻　弘夢(4) 船岡小学校 15.92
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾝ 県　北 ｺﾏﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ 仙　台

5 5 557 中山　悠仁(4) 高清水小 16.41 5 6 183 小松　麟太郎(4) 利府ジュニア陸上 16.29
ﾀﾅｶ ｸﾗﾏ 仙　台 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｷ 県　北

6 4 199 田中　蔵馬(4) スタートライン 16.42 6 3 555 吉田　瑛貴(4) 宮野小学校 16.43
ｲﾅｶﾞﾜ ｴｲｽｹ 県　北 ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾏ 沿　岸

7 8 547 稲川　榮佑(4) 涌谷陸上スポ少 17.07 7 2 367 奥田　悠真(4) 住吉開北陸上 16.53
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 沿　岸 ｸﾛｽ ﾘｭｳｷ 県　北

8 2 375 遠藤　優璃(4) 貞山ランナーズ 17.62 8 1 379 黒須　琉玖(4) 蛇田陸上スポ少 17.41

3組 (風:-0.9) 4組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾑ 仙　南 ｺﾝ ﾕｳｾｲ 県　北

1 4 9 柴田　大夢(4) 館腰小 15.01 1 6 541 金　悠聖(4) 石越小学校 15.28
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 仙  南 ﾒｸﾞﾛ ﾊﾙﾄ 仙　南

2 5 1 伊藤　龍之介(4) 白石第二小学校 15.31 2 3 15 目黒　暖翔(4) 桜小 15.63
ｵｵﾄﾓ ｼｭﾝ 仙　南 ｻｻｷ ﾘﾄ 県　北

3 6 19 大友　俊(4) 増田小 15.38 3 4 559 佐々木　莉斗(4) 東郷小学校 15.84
ﾁﾊﾞ ﾀﾂｵ 仙　台 ｵｶﾞﾀ ｼｭｳﾄ 仙　台

4 8 189 千葉　辰金(4) ランナーズハイ 16.07 4 7 191 尾形　脩斗(4) ランナーズハイ 15.93
ﾔﾅｶﾞﾜ ｼﾞｮｳ 県　北 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾄ 仙　台

5 3 551 梁川　丈(4) 登米小学校 16.37 5 5 185 髙橋　隆斗(4) スタートライン 16.01
ﾆﾉﾐﾔ ｶｹﾙ 沿　岸 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 仙　台

6 1 373 二宮　翔(4) 住吉開北陸上 16.71 6 8 193 髙橋　　陽登(4) 利府ジュニア陸上 16.34
ｺﾑﾛ ﾘｵ 仙　南 ｱﾍﾞ ﾘｷ 沿　岸

7 2 3 小室　璃大(4) 大河原小学校 16.75 7 2 371 阿部　吏輝(4) 住吉開北陸上 16.37
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 仙　台 ｸｻｶﾍﾞ ｴﾆｼ 沿　岸

8 7 197 鈴木　想大(4) アスリート仙台 16.78 8 1 377 久坂部　縁士(4) 稲井陸上 16.75

5組 (風:0.0) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸｼﾏ ﾊﾙ 仙　台 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾑ 仙　南

1 6 187 福島　羽琉(4) 利府ジュニア陸上 15.63 1 9 柴田　大夢(4) 館腰小 15.01 -0.9
ｴﾝﾄﾞｳ ｽｽﾞﾉｽｹ 沿　岸 ｸﾒ ﾕｳﾘ 沿　岸

2 2 365 遠藤　涼之介(4) 住吉開北陸上 15.84 2 361 久米　勇龍(4) 河北陸上スポ少 15.06 -1.8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ 県　北 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 仙　南

3 3 545 渡邊　龍(4) 敷玉小学校 15.87 3 13 齋藤　春人(4) 角田小学校 15.20 -1.8
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳｷ 県　北 ｺﾝ ﾕｳｾｲ 県　北

4 4 553 荻原　幸来(4) 瀬峰小 16.08 4 541 金　悠聖(4) 石越小学校 15.28 -0.3
仙　南 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 仙  南

5 7 7 藤澤　伸次(4) 岩沼小学校 16.12 5 1 伊藤　龍之介(4) 白石第二小学校 15.31 -0.9
ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 仙　南 ｵｵﾄﾓ ｼｭﾝ 仙　南

6 5 17 河村　諒芽(4) 角田小学校 16.22 6 19 大友　俊(4) 増田小 15.38 -0.9
ｵｵｻﾜ ﾄｱ 仙　南 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｶﾞ 県　北

7 8 11 大澤　翔空(4) 亘理小学校 17.39 7 543 千葉　龍雅(4) 築館小 15.62 -1.8
ｻﾄｳ ｱｲﾄ 沿　岸 ﾒｸﾞﾛ ﾊﾙﾄ 仙　南

8 1 363 佐藤　藍音(4) 松岩小学校 17.55 8 15 目黒　暖翔(4) 桜小 15.63 -0.3



小学5年男子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)      12.48     松岡　瑠衣(愛知・十四山体育クラブ)    2017
県記録(PR)                   12.68     佐々木　新幸(宮城・新田第二クラブ)    1993 6月26日 09:50 予　選
大会記録(GR)                 13.08     佐々木　新幸(宮城・新田第二クラブ)    1993 6月26日 15:45 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-1.1) 2組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｺﾔﾏ ﾚｵ 仙　南 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 仙　台

1 5 31 横山　礼桜(5) 逢隈小 14.37 q 1 4 201 齋藤　康佑(5) 芦口小 14.63 q
ﾁﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 県　北 ﾏﾂｵｶ ｽｸ 沿　岸

1 6 565 千葉　太陽(5) 古川第二小学校 14.37 q 2 7 381 松岡　好(5) 石巻西陸上 14.95
ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 仙　南 ｺﾞﾄｳ ﾕﾗ 県　北

3 3 39 黒田　啓介(5) 角田小学校 14.87 q 3 5 567 後藤　優空(5) 涌谷陸上スポ少 15.11
ｲﾄｳ ｱｵﾄ 仙　台 ｲﾄｳ ｵｳﾀ 県　北

4 4 207 伊藤　碧悠(5) スタートライン 15.26 4 6 561 伊東　向太(5) 登米小学校 15.16
ﾔﾏｳﾁ ｺｳﾀ 沿　岸 ｽｶﾞﾜ ｾｲｱ 県　北

5 1 389 山内　皇汰(5) 河北陸上スポ少 15.38 5 3 573 菅原　青空(5) 栗駒小 15.39
ｵﾉ ｿｳﾀ 仙　台 ｺﾔﾅｶﾞﾜ ﾚﾝﾀ 沿　岸

6 8 203 小野　聡太(5) 大和アカデミー 15.45 6 1 391 小梁川　蓮太(5) 貞山ランナーズ 15.50
ｸﾘﾊﾞﾗ ｿｳﾀ 仙　南 ﾀｶｼﾏ ﾗｸ 仙　台

7 7 23 栗原　颯大(5) 大河原小学校 16.03 7 8 215 高嶋　楽(5) ランナーズハイ 15.60
ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 県　北 ﾓﾘﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 仙　台

2 399 佐藤　陽(5) 蛇田陸上スポ少 DNS 8 2 219 森田　晋平(5) スタートライン 15.87

3組 (風:-1.5) 4組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾑﾗ ﾘｮｳｾｲ 仙　台 ｸｾ ｺﾀﾛｳ 県　北

1 8 213 木村　涼誠(5) スタートライン 15.37 1 6 563 久瀬　琥太朗(5) 一迫小 14.74 q
ｵｵｳﾁ ﾄｳﾘ 県　北 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 仙　台

2 5 579 大内　瞳李(5) 築館小 15.53 2 7 209 竹内　遥絆(5) スタートライン 14.95
ﾔﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳｽｹ 仙　南 ｻﾄｳ ｴｲｽｹ 沿　岸

3 6 33 山舘　諒輔(5) 舘矢間小学校 15.63 3 2 387 佐藤　瑛祐(5) 河北陸上スポ少 15.21
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ 仙　南 ﾀｶﾊｼ ﾗｲﾄ 県　北

4 4 35 佐藤　優心(5) 枝野小 15.65 4 3 577 髙橋　禮人(5) 若柳小 15.29
ｶﾀｷﾞﾘ ｶｹﾙ 沿　岸 ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝ 沿　岸

5 1 383 片桐　翔(5) 松岩小学校 15.83 5 1 393 髙橋　禅(5) 石小陸上スポ少 15.76
ｼﾅｶﾞﾜ ﾈｵ 県　北 ｵﾔﾏ ｺｳｽｹ 県　北

6 3 571 品川　寧生(5) 東郷小学校 15.84 6 4 569 小山　孔輔(5) 中新田小学校 15.88
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 仙　台 ｷｸﾁ ﾕｲﾄ 県　北

7 7 217 佐藤　有真(5) 利府ジュニア陸上 15.93 7 5 575 菊地　結叶(5) 志波姫小 16.16
ﾀｹﾔﾏ ﾘｸ 沿　岸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 仙  南

8 2 397 武山　凌空(5) 河北陸上スポ少 16.52 8 8 21 小野寺　勇輝(5) 白石第二小学校 16.17

5組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾜｻ ﾀｸﾄ 仙　南

1 4 27 岩佐　拓音(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 14.67 q
ﾅｷﾞｻ ﾘｸ 仙　南

2 6 29 渚　璃空(5) 増田西小 14.82 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾔ 仙　南

3 3 37 渡辺　遥也(5) 岩沼南小学校 14.93 q
ｻｲｼﾞｮｳ ｺｺﾛ 沿　岸

4 7 385 西條　心(5) 河北陸上スポ少 14.95
ﾔﾝﾍﾞ ｲｵﾘ 仙　台

5 8 211 山家　伊織(5) ランナーズハイ 15.25
ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 仙　台

6 5 205 菊地　遼太郎(5) スタートライン 15.27
ｻｸﾗﾊﾞ ｹｲﾄ 仙　南

7 1 25 櫻庭　慶人(5) 船迫小 15.88
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｱﾝ 沿　岸

8 2 395 吉田　朱杏(5) 松岩小学校 16.12

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



小学5年男子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)      12.48     松岡　瑠衣(愛知・十四山体育クラブ)    2017
県記録(PR)                   12.68     佐々木　新幸(宮城・新田第二クラブ)    1993 6月26日 09:50 予　選
大会記録(GR)                 13.08     佐々木　新幸(宮城・新田第二クラブ)    1993 6月26日 15:45 決　勝

決　勝　

(風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾁﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 県　北

1 5 565 千葉　太陽(5) 古川第二小学校 14.31
ﾖｺﾔﾏ ﾚｵ 仙　南

2 6 31 横山　礼桜(5) 逢隈小 14.42
ｲﾜｻ ﾀｸﾄ 仙　南

3 4 27 岩佐　拓音(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 14.49
ｸｾ ｺﾀﾛｳ 県　北

4 8 563 久瀬　琥太朗(5) 一迫小 14.63
ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 仙　台

5 3 201 齋藤　康佑(5) 芦口小 14.74
ﾅｷﾞｻ ﾘｸ 仙　南

6 7 29 渚　璃空(5) 増田西小 14.80
ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 仙　南

7 2 39 黒田　啓介(5) 角田小学校 14.86
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾔ 仙　南

8 1 37 渡辺　遥也(5) 岩沼南小学校 15.00

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



小学6年男子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)      11.72     服部　蓮太郎(奈良・桜井AC)            2018
県記録(PR)                   11.97     伊東　湊隼(宮城・築館小学校)          2019 6月26日 10:50 予　選
大会記録(GR)                 12.26     日下　優介(宮城・増田クラブ)          2000 6月26日 15:55 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-2.6) 2組 (風:-2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷｸﾁ ﾀｹﾙ 仙　台 ｵｵﾏﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 仙　南

1 4 225 菊池　丈琉(6) スタートライン 13.27 q 1 6 49 大町　龍之介(6) 増田西小 13.42 q
ｲｷ ﾊﾔﾄ 仙　台 ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 沿　岸

2 6 221 壱岐　颯仁(6) ランナーズハイ 13.30 q 2 7 409 木村　湊仁(6) 稲井陸上 13.76 q
ﾋﾗﾏ ｼｭﾝ 仙　南 ｽﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 県　北

3 5 55 平間　旬(6) 愛島小 13.84 3 4 587 須藤　颯人(6) 宮崎Jr陸上 13.88
ｶﾂﾏﾀ ｼｮｳｷ 沿　岸 ﾐｳﾗ ﾊﾙﾄ 沿　岸

4 7 401 勝又　祥暉(6) 河北陸上スポ少 14.24 4 8 407 三浦　暖斗(6) 石巻市陸上スポーツ少年団 14.29
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 県　北 ｶﾉ ﾘｷ 県　北

5 3 593 遠藤　優生(6) 南方小学校 14.35 5 3 597 鹿野　カ(6) 佐沼小学校 14.40
ﾄｶﾞﾜ ｺｳﾀ 仙　台 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾀ 仙　南

6 8 223 戸川　煌大(6) 利府ジュニア陸上 15.56 6 5 59 富樫　洸太(6) ゆり小 14.68
ｱﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ 沿　岸 ｵｸﾉ ｺﾀﾛｳ 沿　岸

7 1 419 阿部　竜聖(6) 稲井陸上 16.26 7 2 413 奥野　虎太郎(6) 貞山ランナーズ 15.27
ｻﾄｳ ﾄﾜ 仙　南 ﾀｶﾊｼ ｶﾅﾄ 仙　南

2 43 佐藤　永遠(6) 村田小学校 DNS 8 1 51 高橋　奏音(6) 逢隈小 16.22

3組 (風:-1.6) 4組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ 県　北 ｲﾜｼﾏ ﾌｳﾏ 県　北

1 4 583 佐藤　結心(6) 金成小中 13.26 q 1 5 581 岩嶋　楓馬(6) 南方小学校 13.53 q
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞﾝ 仙　南 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾝ 仙　南

2 3 47 佐藤　勇仁(6) 岩沼西小学校 13.70 q 2 6 53 井上　優心(6) 北郷小 13.76
ﾐｳﾗ ﾊﾔﾄ 県　北 ﾀﾏｶﾜ ﾋﾅﾀ 仙　台

3 5 591 三浦　隼杜(6) 豊里小学校 14.01 3 4 227 玉川　陽(6) スタートライン 14.11
ｶﾓ ﾀｶﾋﾄ 仙　南 ｷﾝｺﾞｳ ﾘｮｳﾀ 仙　台

4 6 45 加茂　敬人(6) 船迫小 14.80 4 3 229 近郷　涼太(6) テリオス宮城 14.46
ｲﾜｻｷ ﾀｲﾁ 県　北 ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾄ 沿　岸

5 2 585 岩崎　泰知(6) 涌谷陸上スポ少 15.20 5 1 411 渋谷　瞭斗(6) 河北陸上スポ少 14.48
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ 仙　台 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾋﾄ 仙　南

6 8 239 菅原　駿(6) 芦口小 15.22 6 8 41 遠藤　理人(6) 大鷹沢小学校 14.69
ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｾｲ 仙　台 ｴﾝﾄﾞｳ ｳﾀ 沿　岸

7 231 山内　悠聖(6) ランナーズハイ DNS 7 2 417 遠藤　歌(6) 稲井陸上 15.72
ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 仙　台

7 233 菅原　稟太郎(6) ランナーズハイ DNS

5組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾄﾞｶ 沿　岸

1 4 405 熊谷　和(6) 階上小学校 13.30 q
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 県　北

2 3 589 菅原　駿之介(6) 築館小 14.37
ﾀｶｷﾞ ﾚﾝﾄ 県　北

3 5 599 髙木　蓮斗(6) 米谷小学校 14.47
ﾀｶﾐﾔ ｻﾄｼ 仙　台

4 8 235 高宮　慧(6) 芦口小 14.53
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 仙　台

5 7 237 柴田　悠馬(6) スタートライン 14.79
ｻﾇｷ ﾊﾙﾄ 県　北

6 2 403 讃岐　遥人(6) ATHLE 15.06
ﾁﾊﾞ ｶｲﾄ 県　北

7 6 595 千葉　海斗(6) 鳴瀬小学校 15.18
ｵｲｶﾜ ﾅｵﾄ 沿　岸

8 1 415 及川　直人(6) 石小陸上スポ少 15.47

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



小学6年男子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)      11.72     服部　蓮太郎(奈良・桜井AC)            2018
県記録(PR)                   11.97     伊東　湊隼(宮城・築館小学校)          2019 6月26日 10:50 予　選
大会記録(GR)                 12.26     日下　優介(宮城・増田クラブ)          2000 6月26日 15:55 決　勝

決　勝　

(風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｷ ﾊﾔﾄ 仙　台

1 3 221 壱岐　颯仁(6) ランナーズハイ 13.06
ｷｸﾁ ﾀｹﾙ 仙　台

2 4 225 菊池　丈琉(6) スタートライン 13.08
ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾄﾞｶ 沿　岸

3 6 405 熊谷　和(6) 階上小学校 13.26
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ 県　北

4 5 583 佐藤　結心(6) 金成小中 13.30
ｵｵﾏﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 仙　南

5 8 49 大町　龍之介(6) 増田西小 13.50
ｲﾜｼﾏ ﾌｳﾏ 県　北

6 7 581 岩嶋　楓馬(6) 南方小学校 13.58
ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 沿　岸

7 2 409 木村　湊仁(6) 稲井陸上 13.63
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞﾝ 仙　南

8 1 47 佐藤　勇仁(6) 岩沼西小学校 13.86

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



小学6年男子1000m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

大会記録(GR)               3:10.84     半沢　幸太郎(宮城・石巻西陸スポ少)    2021 6月26日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾊﾙﾏ 仙  南 ﾎｼﾔﾏ ｿｳｽｹ 仙　台

1 6 61 佐藤　陽真(6) 宮小学校 3:23.67 1 6 245 星山　漱介(6) ランナーズハイ 3:12.52
県　北 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳ 仙　台

2 9 609 髙橋　暖葵(6) 色麻小学校 3:24.36 2 3 241 遠藤　煌(6) ランナーズハイ 3:12.62
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 仙　南 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳﾏ 仙　南

3 8 77 佐藤　良亮(6) 増田西小 3:27.84 3 10 65 山田　颯真(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 3:20.20
ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 県　北 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 仙　台

4 10 607 相澤　尋斗(6) 涌谷陸上スポ少 3:32.31 4 4 251 伊東　海翔(6) テリオス宮城 3:24.31
ｵｸﾞﾗ ﾕﾂﾞｷ 仙　台 ｵｼﾞﾏ ｼｳﾝ 仙　台

5 7 255 小椋　悠月(6) 郡山陸上 3:32.92 5 2 249 小嶋　士雲(6) 利府ジュニア陸上 3:24.32
ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 仙　台 ｵｵｶﾍﾞ ﾄｱ 沿　岸

6 1 253 伊藤　大駕(6) ランナーズハイ 3:33.56 6 11 421 大壁　柊天(6) 石巻西陸上 3:28.58
ｵｵﾓﾘ ｺｳﾍｲ 県　北 ｶﾄｳ ｿｳﾏ 県　北

7 4 617 大森　康平(6) 柳津小学校 3:34.88 7 5 601 加藤　颯真(6) 加賀野小学校 3:29.20
ﾊﾀｹﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 仙　台 ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 沿　岸

8 11 243 畠山　琥太郎(6) 利府ジュニア陸上 3:35.03 8 8 423 佐々木　翔大(6) 気仙沼小 3:33.04
ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 沿　岸 ｵｵﾑﾗ ﾙｲ 県　北

9 5 425 山内　大虎(6) 九条小 3:36.75 9 1 605 大村　流生(6) 沼部小学校 3:45.35
ﾀﾑﾗ ｻｸﾔ 仙　台 ｻｻｷ ﾘｸ 県　北

10 2 259 田村　朔也(6) 大和アカデミー 3:38.15 10 7 613 佐々木　理久(6) 浅水小学校 3:46.93
ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｹﾙ 県　北 ｺｻｶ ﾀｸﾏ 仙　南

11 3 615 小野寺　翔(6) 米山東小学校 3:40.09 11 9 69 小坂　逞馬(6) 山一小 4:17.87

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗﾏ ｼｭﾝ 仙　南 ﾎｼﾔﾏ ｿｳｽｹ 仙　台

1 6 55 平間　旬(6) 愛島小 3:21.27 1 245 星山　漱介(6) ランナーズハイ 3:12.52
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 仙　台 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳ 仙　台

2 2 247 佐藤　遙人(6) ランナーズハイ 3:22.35 2 241 遠藤　煌(6) ランナーズハイ 3:12.62
ｱｶﾞﾂﾏ ｹｲﾄ 仙　南 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳﾏ 仙　南

3 7 73 我妻　慶乙(6) 村田第二小学校 3:22.44 3 65 山田　颯真(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 3:20.20
ｻﾄｳ ﾋﾀﾞｶ 県　北 ﾋﾗﾏ ｼｭﾝ 仙　南

4 4 603 佐藤　日岳(6) 築館小 3:42.09 4 55 平間　旬(6) 愛島小 3:21.27
ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 沿　岸 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 仙　台

5 1 427 伊東　太誓(6) 貞山ランナーズ 3:42.14 5 247 佐藤　遙人(6) ランナーズハイ 3:22.35
ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾏ 仙　南 ｱｶﾞﾂﾏ ｹｲﾄ 仙　南

6 8 75 立石　悠馬(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 3:46.74 6 73 我妻　慶乙(6) 村田第二小学校 3:22.44
ﾋﾗｲｽﾞﾐ ｺｳｼ 仙　南 ｻﾄｳ ﾊﾙﾏ 仙  南

7 11 71 平泉　皓識(6) 丸森小学校 3:50.32 7 61 佐藤　陽真(6) 宮小学校 3:23.67
ｷｸﾁ ﾄﾓｷ 仙　南 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 仙　台

8 3 79 菊地　智貴(6) 桜小 3:50.44 8 251 伊東　海翔(6) テリオス宮城 3:24.31
ｲﾁﾉｾｷ ﾊﾙﾏ 仙　台

9 9 257 一関　晴真(6) ランナーズハイ 4:02.57
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｵﾝ 県　北

5 611 小野寺　玲音(6) 金成小中 DNS
ｻﾄｳ ﾄﾜ 仙　南

10 43 佐藤　永遠(6) 村田小学校 DNS

凡例  DNS:欠場



友好男子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

6月26日 14:25 決　勝

決　勝　4組

1組 (風:0.0) 2組 (風:-3.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 仙　台 ﾐｳﾗ ｺｳｶﾞ 県　北

1 4 237 柴田　悠馬(6) スタートライン 14.74 1 3 701 三浦　煌翔(6) 築館小 15.41
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾘ 県　北 ｵｼﾞﾏ ｼｳﾝ 仙　台

2 5 689 齋藤　優吏(6) 築館小 15.10 2 4 249 小嶋　士雲(6) 利府ジュニア陸上 15.47
ｱｵｷ ｲｯｻ 県　北 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 仙　台

3 1 679 青木　逸茶(6) 宮崎Jr陸上 15.57 3 1 209 竹内　遥絆(5) スタートライン 15.72
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾀ 県　北 ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳｼ 沿　岸

4 6 683 熊谷　颯太(5) 宮崎Jr陸上 15.70 4 5 527 中澤　創志(5) 稲井陸上 16.67
ﾄｳｺﾞｳ ｹｲｻ 仙　南 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 仙　台

5 2 155 東郷　圭朔(6) 角田小学校 16.59 2 233 菅原　稟太郎(6) ランナーズハイ DNS
ｵｲｶﾜ ﾘｮｳ ﾁﾊﾞ ﾄｱｲ 県　北

6 7 695 及川　凌(6) 宝江小学校 16.85 6 709 千葉　叶蒼(6) 若柳小 DNS
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｲﾄ 県　北 ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾝ 仙  南

7 8 471 立花　海翔(6) 蛇田陸上スポ少 19.08 7 125 佐藤　竜慎(6) 白石第一小学校 DNS
ﾋﾉ ｿｳﾏ 沿　岸 ｲﾜｻ ﾀｸﾄ 仙　南

3 485 日野　壮真(6) 河北陸上スポ少 DNS 8 27 岩佐　拓音(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ DNS

3組 (風:-1.4) 4組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｷﾞﾉﾒ ﾂﾊﾞｻ 仙　南 ｲﾄｳ ｱｵ 県　北

1 7 149 杉目　翔夢(6) 逢隈小 14.88 1 3 707 伊藤　亜乙(6) 栗駒小 15.12
ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 県　北 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 県　北

2 3 671 髙橋　稜琥(6) 金成小中 15.49 2 5 607 相澤　尋斗(6) 涌谷陸上スポ少 15.62
ﾊﾔｻｶ ﾚｵ 仙　台 ﾔﾏｳﾁ ｵｳｶﾞ 県　北

3 8 299 早坂　玲音(5) ランナーズハイ 16.96 3 6 491 山内　凰叶(6) ATHLE 17.77
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 沿　岸 ﾀｶﾊｼ ﾗｲﾄ 県　北

4 2 517 熊谷　流星(6) 住吉開北陸上 18.63 2 577 髙橋　禮人(5) 若柳小 DNS
ｻｲｼﾞｮｳ ｺｺﾛ 沿　岸 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 仙　台

4 385 西條　心(5) 河北陸上スポ少 DNS 4 247 佐藤　遙人(6) ランナーズハイ DNS
ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾋｺ 仙　南 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 沿　岸

5 83 熊谷　将彦(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ DNS 7 515 山口　眞琴(6) 石小陸上スポ少 DNS
ｲﾄｳ ｱｵﾄ 仙　台 ﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ 仙　南

6 207 伊藤　碧悠(5) スタートライン DNS 8 157 森　瑠嗣(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ DNS

凡例  DNS:欠場



共通男子コンバインドA
審 判 長：

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)       2445     中村　祐友(兵庫・神崎小学校)          2021
県記録(PR)                    2120     佐藤　春太(宮城・蛇田陸上スポ少)      2021
大会記録(GR)                  2080     高橋　歩蓮(宮城・河北陸上スポ少)      2020

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 80mH 走高跳 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.25 1m35
1 441 -0.5 1827

(735) (1092)
15.25 1m30

2 623 -2.6 1769
(735) (1034)
14.78 1m20

3 83 -0.5 1735
(816) (919)
15.64 1m20

4 621 -2.6 1588
(669) (919)
15.72 1m20

5 627 -0.5 1574
(655) (919)
15.06 1m05

6 625 -2.6 1514
(768) (746)
16.52 1m10

7 443 -0.5 1321
(518) (803)
17.34 1m15

8 81 -0.5 1239
(378) (861)
17.15 1m10

9 631 -0.5 1214
(411) (803)
19.33 1m05

10 633 -0.5 796
(50) (746)

19.36 1m05
10 639 -2.6 796

(50) (746)
17.81

12 635 -2.6 298
(298)
21.00

637 -2.6 0
(0)(6)

(5)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 県　北

藤原　晴音 米山東小学校

(5)
ﾀｲﾗ ﾗｲﾑ 県　北

平　來夢 瀬峰小

(6)
ﾀｶﾊｼ ｹｲﾄ 県　北

高橋　啓人 築館小

(6)
ｲｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 県　北

伊澤　昊汰朗 新田小学校

(6)
ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 県　北

鈴木　翔和 中津山小学校

(6)
ﾆｭｰﾏﾝ ｱﾚｯｸｽ 仙　南

ニューマン　アレックス しろいしＴＦＣ

(6)
ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 県　北

内藤　大耀 蛇田陸上スポ少

(6)
ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ 県　北

高橋　東雅 登米小学校

(6)
ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 県　北

菊地　帝我 志波姫小

(6)
ｱﾗ ﾀｹﾙ 県　北

荒　岳琉 南方小学校

(6)
ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾋｺ 仙　南

熊谷　将彦 岩沼Ｊｒ．ＲＣ

(6)
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 県　北

佐藤　翔太 志波姫小

氏名 所属

ｻﾄｳ ｿｳﾏ 沿　岸

佐藤　颯真 河北陸上スポ少

凡例 



共通男子コンバインドA 80mH
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

県記録(PR)                   12.06     相原　辰吉(宮城・小泉クラブ)          2007 6月26日 12:00 決　勝

1組 (風:-0.5) 2組 (風:-2.6)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾋｺ 仙　南 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 県　北

1 3 83 熊谷　将彦(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 14.78 816 0 3 637 藤原　晴音(6) 米山東小学校 21.00 0 DQ,T7,*FC

ｻﾄｳ ｿｳﾏ 沿　岸 ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ 県　北

2 4 441 佐藤　颯真(6) 河北陸上スポ少 15.25 735 1 5 625 高橋　東雅(6) 登米小学校 15.06 768
ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 県　北 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 県　北

3 2 627 菊地　帝我(6) 志波姫小 15.72 655 2 4 623 佐藤　翔太(6) 志波姫小 15.25 735
ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 県　北 ｱﾗ ﾀｹﾙ 県　北

4 6 443 内藤　大耀(6) 蛇田陸上スポ少 16.52 518 3 7 621 荒　岳琉(6) 南方小学校 15.64 669
ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 県　北 ﾀｲﾗ ﾗｲﾑ 県　北

5 5 631 鈴木　翔和(6) 中津山小学校 17.15 411 4 8 635 平　來夢(5) 瀬峰小 17.81 298
ﾆｭｰﾏﾝ ｱﾚｯｸｽ 仙　南 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾄ 県　北

6 7 81 ニューマン　アレックス(6) しろいしＴＦＣ 17.34 378 5 6 639 高橋　啓人(5) 築館小 19.36 50
ｲｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 県　北

7 8 633 伊澤　昊汰朗(6) 新田小学校 19.33 50

凡例  DQ:失格 T7:(R168-7)ハードル外を通過 *FC:参考記録



共通男子コンバインドA 走高跳
審 判 長：鎌田　孝悦、鈴木　省三

記録主任：遠藤　勝則

県記録(PR)                    1m45     安齋　大地(宮城・八本松クラブ)        2000
県記録(PR)                    1m45     佐藤　克也(宮城・槻木陸上クラブ)      2004 6月26日 09:30  1組

ｻﾄｳ ｿｳﾏ 沿　岸 － － － － ○ ○ ○ × ○

1 13 441 佐藤　颯真(6) 河北陸上スポ少 × × × 1m35 1092
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 県　北 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 7 623 佐藤　翔太(6) 志波姫小 1m30 1034
ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾋｺ 仙　南 － ○ ○ ○ ○ × × ×

3 3 83 熊谷　将彦(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 1m20 919
ｱﾗ ﾀｹﾙ 県　北 － ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 10 621 荒　岳琉(6) 南方小学校 1m20 919
ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 県　北 × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 9 627 菊地　帝我(6) 志波姫小 1m20 919
ﾆｭｰﾏﾝ ｱﾚｯｸｽ 仙　南 － ○ ○ × ○ × × ×

6 5 81 ニューマン　アレックス(6) しろいしＴＦＣ 1m15 861
ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 県　北 － ○ ○ × × ×

7 1 443 内藤　大耀(6) 蛇田陸上スポ少 1m10 803
ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 県　北 － ○ ○ × × ×

7 6 631 鈴木　翔和(6) 中津山小学校 1m10 803
ﾀｶﾊｼ ｹｲﾄ 県　北 － ○ × × ×

9 2 639 高橋　啓人(5) 築館小 1m05 746
ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ 県　北 ○ ○ × × ×

9 8 625 高橋　東雅(6) 登米小学校 1m05 746
ｲｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 県　北 ○ ○ × × ×

9 11 633 伊澤　昊汰朗(6) 新田小学校 1m05 746
ﾀｲﾗ ﾗｲﾑ 県　北 － × × ×

4 635 平　來夢(5) 瀬峰小 0 NM
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 県　北 × × ×

12 637 藤原　晴音(6) 米山東小学校 0 NM

1m35
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m00

1m40

凡例  NM:記録なし



共通男子コンバインドB
審 判 長：

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)       2390     椿　真拓(千葉・桜田小学校)            2019
県記録(PR)                    2225     本田　夏生(宮城・築館小学校)          2019
大会記録(GR)                  2225     本田　夏生(宮城・築館小学校)          2019

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 走幅跳
ジャベ
ボール

投
総合 ｺﾒﾝﾄ

4m10 43m48
1 641 +0.8 1864

(921) (943)
4m06 43m91

2 653 +2.4 1862
(910) (952)
4m06 42m87

3 461 +1.9 1841
(910) (931)
3m99 43m42

4 643 +0.9 1833
(891) (942)
3m44 49m61

5 651 +1.9 1804
(736) (1068)
3m97 40m58

6 659 +2.1 1769
(885) (884)
3m31 47m37

7 285 +0.6 1722
(700) (1022)
3m78 40m20

8 111 +2.3 1709
(832) (877)
4m02 36m03

9 657 +0.7 1691
(899) (792)
3m69 39m57

10 289 +2.2 1670
(806) (864)
4m03 33m78

11 203 +1.5 1648
(902) (746)
3m41 40m62

12 115 +0.7 1613
(728) (885)
3m30 42m04

13 655 +0.5 1611
(697) (914)
3m40 40m41

14 281 +2.1 1606
(725) (881)
3m88 33m50

15 107 +3.0 1601
(860) (741)
3m24 42m23

16 463 +2.0 1598
(680) (918)
3m90 31m08

17 103 +2.0 1556
(865) (691)
3m34 36m54

18 291 +0.8 1510
(708) (802)
3m14 38m09

19 117 +0.2 1486
(652) (834)
3m32 35m23

20 647 +0.3 1479
(703) (776)
3m46 32m49

21 407 +1.3 1462
(742) (720)
3m18 36m25

22 295 +2.1 1460
(664) (796)

氏名 所属

ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾝ 県　北

熊谷　倫 南方小学校

(6)
ｻﾄｳ ｲｯｷ 県　北

佐藤　一騎 西郷小学校

(6)
ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝ 沿　岸

大場　竣 河北陸上スポ少

(6)
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵﾄ 県　北

小野寺　亨斗 栗駒南小

(6)
ﾐｻｵ ﾄｳﾏ 県　北

操　燈磨 築館小

(6)
ﾀｲﾗ ｱｷﾋﾄ 県　北

平　煌仁 瀬峰小

(6)
ﾊﾔｻｶ ｼﾝ 仙　台

早坂　新 ランナーズハイ

(6)
ﾓﾝﾏ ｼﾞｮｳ 仙　南

門間　丈 丸森小学校

(5)
ｼﾗﾊﾀ ﾋﾛﾑ 県　北

白旗　浩武 上沼小学校

(6)
ｴﾋﾞﾅ ｼﾝ 仙　台

蝦名　心 ランナーズハイ

(6)
ｵﾉ ｿｳﾀ 仙　台

小野　聡太 大和アカデミー

(5)
ｱｶﾞﾂﾏ ﾊﾙﾄ 仙　南

我妻　遥斗 船岡小学校

(5)
ｺﾀｹ ｼｭｳﾀ 県　北

小竹　秀太 佐沼小学校

(5)
ｱｲﾊﾞ ﾋｶﾙ 仙　台

饗庭　輝 ランナーズハイ

(5)
ﾏｻﾓﾄ ﾋﾛﾄ 仙　南

正本　禮士 愛島小

(6)
ｻｲｼﾞｮｳ ｲｼﾝ 沿　岸

西城　伊進 九条小

(6)
ﾐﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 仙　南

宮城　輝 船迫小

(6)
ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｺﾞ 仙　台

庄司　悠悟 大和アカデミー

(6)
ｻﾄｳ ﾘｸ 仙　南

佐藤　凛空 大平小学校

(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 県　北

中村　匠臣 涌谷陸上スポ少

(6)
ﾐｳﾗ ﾊﾙﾄ 沿　岸

三浦　暖斗 石巻市陸上スポーツ少年団

(6)
ｻｻｷ ﾕｳｾｲ 仙　台

佐々木　優成 スタートライン

(5)

凡例 



共通男子コンバインドB
審 判 長：

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)       2390     椿　真拓(千葉・桜田小学校)            2019
県記録(PR)                    2225     本田　夏生(宮城・築館小学校)          2019
大会記録(GR)                  2225     本田　夏生(宮城・築館小学校)          2019

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 走幅跳
ジャベ
ボール

投
総合 ｺﾒﾝﾄ氏名 所属

2m85 40m58
23 101 +0.8 1455

(571) (884)
3m69 28m83

24 465 +3.3 1452
(806) (646)
2m86 37m84

25 109 +0.8 1403
(574) (829)
3m62 27m08

26 119 +3.1 1397
(787) (610)
3m06 33m55

27 113 +1.3 1372
(630) (742)
3m14 29m80

28 299 +1.3 1317
(652) (665)
3m15 28m43

29 297 +1.0 1293
(655) (638)
3m29 26m45

30 287 +1.9 1291
(694) (597)
2m43 37m67

31 471 +1.7 1279
(454) (825)
3m50 22m90

32 105 +2.3 1278
(753) (525)
3m60 20m49

33 649 +1.2 1257
(781) (476)
3m23 24m81

34 469 +0.7 1242
(678) (564)
2m88 28m55

35 645 +1.2 1220
(580) (640)
2m47 26m69

36 473 +0.1 1067
(465) (602)
1m62 33m92

37 293 0.0 749
(0) (749)

ｻﾄｳ ﾕｳ 仙  南

佐藤　優宇 白石第二小学校

(6)
ﾜﾀｶ ｺﾀﾛｳ 県　北

和高　虎太郎 蛇田陸上スポ少

(6)
ｾｲﾉ ｹｲﾀ 仙　南

清野　恵汰 山一小

(5)
ﾉｶﾞﾐ ｿｳﾀ 仙　南

野上　颯太 愛島小

(6)
ｵﾀﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 仙　南

小田原　煌羅 横倉小

(6)
ﾊﾔｻｶ ﾚｵ 仙　台

早坂　玲音 ランナーズハイ

(5)
ｲﾉﾏﾀ ｼｵﾝ 仙　台

猪股　士恩 テリオス宮城

(6)
ﾌﾞﾝﾔ ﾘｭｳﾀ 仙　台

文屋　龍太 大和アカデミー

(6)
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｲﾄ 県　北

立花　海翔 蛇田陸上スポ少

(6)
ｲﾉﾏﾀ ﾀｲｶﾞ 仙　南

猪又　彪我 岩沼Ｊｒ．ＲＣ

(6)
ｲﾄｳ ﾘｸﾄ 県　北

伊藤　陸斗 宮崎Jr陸上

(6)
ﾇﾏｻﾞﾜ ﾚﾝ 沿　岸

沼澤　蓮 貞山ランナーズ

(5)
ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｮﾌﾟｲﾁ 県　北

菅原　丈一 古川第二小学校

(5)
ｺﾝﾉ ｱｷﾄ 沿　岸

今野　輝士 気仙沼小

(5)
ﾀﾏﾌﾞﾁ ｱﾔﾄ 仙　台

玉渕　絢都 郡山陸上

(5)

凡例 



共通男子コンバインドB 走幅跳
審 判 長：鎌田　孝悦、鈴木　省三

記録主任：遠藤　勝則

県記録(PR)                    5m08     佐々木　秀人(宮城・石越クラブ)        2003 6月26日 09:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾏﾌﾞﾁ ｱﾔﾄ 仙　台

0 2 293 玉渕　絢都(5) 郡山陸上 *FC
ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾝ 県　北

1 23 641 熊谷　倫(6) 南方小学校
ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝ 沿　岸

2 7 461 大場　竣(6) 河北陸上スポ少
ｻﾄｳ ｲｯｷ 県　北

3 30 653 佐藤　一騎(6) 西郷小学校
ｵﾉ ｿｳﾀ 仙　台

4 4 203 小野　聡太(5) 大和アカデミー
ｼﾗﾊﾀ ﾋﾛﾑ 県　北

5 18 657 白旗　浩武(6) 上沼小学校
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵﾄ 県　北

6 5 643 小野寺　亨斗(6) 栗駒南小
ﾀｲﾗ ｱｷﾋﾄ 県　北

7 32 659 平　煌仁(6) 瀬峰小
ﾐﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 仙　南

8 15 103 宮城　輝(6) 船迫小
ﾏｻﾓﾄ ﾋﾛﾄ 仙　南

9 29 107 正本　禮士(6) 愛島小
ﾓﾝﾏ ｼﾞｮｳ 仙　南

10 16 111 門間　丈(5) 丸森小学校
ｴﾋﾞﾅ ｼﾝ 仙　台

11 28 289 蝦名　心(6) ランナーズハイ
ﾜﾀｶ ｺﾀﾛｳ 県　北

12 14 465 和高　虎太郎(6) 蛇田陸上スポ少
ﾉｶﾞﾐ ｿｳﾀ 仙　南

13 31 119 野上　颯太(6) 愛島小
ｲﾄｳ ﾘｸﾄ 県　北

14 11 649 伊藤　陸斗(6) 宮崎Jr陸上
ｲﾉﾏﾀ ﾀｲｶﾞ 仙　南

15 6 105 猪又　彪我(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ﾐｳﾗ ﾊﾙﾄ 沿　岸

16 25 407 三浦　暖斗(6) 石巻市陸上スポーツ少年団

ﾐｻｵ ﾄｳﾏ 県　北

17 12 651 操　燈磨(6) 築館小
ｱｶﾞﾂﾏ ﾊﾙﾄ 仙　南

18 3 115 我妻　遥斗(5) 船岡小学校
ｱｲﾊﾞ ﾋｶﾙ 仙　台

19 33 281 饗庭　輝(5) ランナーズハイ
ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｺﾞ 仙　台

20 34 291 庄司　悠悟(6) 大和アカデミー
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 県　北

21 22 647 中村　匠臣(6) 涌谷陸上スポ少
ﾊﾔｻｶ ｼﾝ 仙　台

22 8 285 早坂　新(6) ランナーズハイ
ｺﾀｹ ｼｭｳﾀ 県　北

23 13 655 小竹　秀太(5) 佐沼小学校
ﾌﾞﾝﾔ ﾘｭｳﾀ 仙　台

24 17 287 文屋　龍太(6) 大和アカデミー
ｻｲｼﾞｮｳ ｲｼﾝ 沿　岸

25 35 463 西城　伊進(6) 九条小
ﾇﾏｻﾞﾜ ﾚﾝ 沿　岸

26 21 469 沼澤　蓮(5) 貞山ランナーズ
ｻｻｷ ﾕｳｾｲ 仙　台

27 9 295 佐々木　優成(5) スタートライン
ｲﾉﾏﾀ ｼｵﾝ 仙　台

28 10 297 猪股　士恩(6) テリオス宮城
ﾊﾔｻｶ ﾚｵ 仙　台

29 37 299 早坂　玲音(5) ランナーズハイ
ｻﾄｳ ﾘｸ 仙　南

30 24 117 佐藤　凛空(6) 大平小学校
ｵﾀﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 仙　南

31 20 113 小田原　煌羅(6) 横倉小
ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｮﾌﾟｲﾁ 県　北

32 1 645 菅原　丈一(5) 古川第二小学校
ｾｲﾉ ｹｲﾀ 仙　南

33 26 109 清野　恵汰(5) 山一小

+0.9 +1.3 +1.3 652

+1.0 +1.0 655

+0.2 +0.2 652

+2.1 +1.1 +2.1 664

+1.3 +1.3 630

+0.7 0.0 +0.7 678

+2.1 +1.2 +1.2 580

+2.0 +2.0 680

+0.8 +0.9 +0.8 574

+1.9 +1.9 694

+0.5 +3.6 +0.5 697

+0.6 +0.8 +0.6 700

+0.3 +0.1 +0.3 703

+0.8 +0.9 +0.8 708

+2.1 +0.1 +2.1 725

+0.7 +1.2 +0.7 728

2m86 2m84 2m86

+2.1 +1.9 +1.9 736

2m67 2m88 2m88

+1.3 +0.6 +1.3 742

× 3m06 3m06

+2.3 +1.0 +2.3 753

× 3m14 3m14

+1.2 +1.1 +1.2 781

2m98 3m14 3m14

+3.1 +0.5 +3.1 787

× 3m15 3m15

+3.3 +3.3 806

3m18 2m95 3m18

+0.8 +2.2 +2.2 806

3m23 3m08 3m23

+2.3 +1.0 +2.3 832

× 3m24 3m24

+2.3 +3.0 +3.0 860

3m29 × 3m29

+0.7 +2.0 +2.0 865

3m30 3m18 3m30

+2.1 +0.4 +2.1 885

3m31 3m26 3m31

+1.4 +0.9 +0.9 891

3m32 3m28 3m32

+2.1 +0.7 +0.7 899

3m34 3m07 3m34

+0.2 +1.5 +1.5 902

3m40 3m38 3m40

+2.4 +2.4 910

3m41 3m36 3m41

+1.9 +2.0 +1.9 910

3m35 3m44 3m44

+1.7 +0.8 +0.8 921

3m46 3m36 3m46

0.0 0.0 0

3m50 3m48 3m50

1回目 2回目 3回目 記録 得点

3m60 3m53 3m60

× 1m62 1m62

3m62 3m34 3m62

3m93 4m10 4m10

× 3m69 3m69

4m06 4m00 4m06

3m63 3m69 3m69

4m06 × 4m06

3m78 3m45 3m78

3m74 4m03 4m03

3m83 3m88 3m88

3m96 4m02 4m02

3m82 3m90 3m90

3m96 3m99 3m99

3m97 3m69 3m97

凡例  *FC:参考記録



共通男子コンバインドB 走幅跳
審 判 長：鎌田　孝悦、鈴木　省三

記録主任：遠藤　勝則

県記録(PR)                    5m08     佐々木　秀人(宮城・石越クラブ)        2003 6月26日 09:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ1回目 2回目 3回目 記録 得点

ｻﾄｳ ﾕｳ 仙  南

34 36 101 佐藤　優宇(6) 白石第二小学校
ｺﾝﾉ ｱｷﾄ 沿　岸

35 19 473 今野　輝士(5) 気仙沼小
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｲﾄ 県　北

36 27 471 立花　海翔(6) 蛇田陸上スポ少

+0.8 +0.9 +0.8 571

+0.1 +0.9 +0.1 465

+2.6 +1.7 +1.7 454
2m32 2m43 2m43

2m47 2m40 2m47

2m85 2m56 2m85

凡例  *FC:参考記録



共通男子コンバインドB ジャベボール投
審 判 長：伊藤　正信
記録主任：遠藤　勝則

県記録(PR)                   54m72     本田　夏生(宮城・築館小学校)          2019 6月26日 11:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｻｵ ﾄｳﾏ 県　北

1 36 651 操　燈磨(6) 築館小
ﾊﾔｻｶ ｼﾝ 仙　台

2 19 285 早坂　新(6) ランナーズハイ
ｻﾄｳ ｲｯｷ 県　北

3 4 653 佐藤　一騎(6) 西郷小学校
ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾝ 県　北

4 27 641 熊谷　倫(6) 南方小学校
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵﾄ 県　北

5 29 643 小野寺　亨斗(6) 栗駒南小
ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝ 沿　岸

6 18 461 大場　竣(6) 河北陸上スポ少
ｻｲｼﾞｮｳ ｲｼﾝ 沿　岸

7 28 463 西城　伊進(6) 九条小
ｺﾀｹ ｼｭｳﾀ 県　北

8 33 655 小竹　秀太(5) 佐沼小学校
ｱｶﾞﾂﾏ ﾊﾙﾄ 仙　南

9 34 115 我妻　遥斗(5) 船岡小学校
ｻﾄｳ ﾕｳ 仙  南

10 37 101 佐藤　優宇(6) 白石第二小学校
ﾀｲﾗ ｱｷﾋﾄ 県　北

11 20 659 平　煌仁(6) 瀬峰小
ｱｲﾊﾞ ﾋｶﾙ 仙　台

12 12 281 饗庭　輝(5) ランナーズハイ
ﾓﾝﾏ ｼﾞｮｳ 仙　南

13 26 111 門間　丈(5) 丸森小学校
ｴﾋﾞﾅ ｼﾝ 仙　台

14 31 289 蝦名　心(6) ランナーズハイ
ｻﾄｳ ﾘｸ 仙　南

15 5 117 佐藤　凛空(6) 大平小学校
ｾｲﾉ ｹｲﾀ 仙　南

16 15 109 清野　恵汰(5) 山一小
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｲﾄ 県　北

17 2 471 立花　海翔(6) 蛇田陸上スポ少
ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｺﾞ 仙　台

18 3 291 庄司　悠悟(6) 大和アカデミー
ｻｻｷ ﾕｳｾｲ 仙　台

19 13 295 佐々木　優成(5) スタートライン
ｼﾗﾊﾀ ﾋﾛﾑ 県　北

20 6 657 白旗　浩武(6) 上沼小学校
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 県　北

21 16 647 中村　匠臣(6) 涌谷陸上スポ少
ﾀﾏﾌﾞﾁ ｱﾔﾄ 仙　台

22 23 293 玉渕　絢都(5) 郡山陸上
ｵﾉ ｿｳﾀ 仙　台

23 30 203 小野　聡太(5) 大和アカデミー
ｵﾀﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 仙　南

24 14 113 小田原　煌羅(6) 横倉小
ﾏｻﾓﾄ ﾋﾛﾄ 仙　南

25 8 107 正本　禮士(6) 愛島小
ﾐｳﾗ ﾊﾙﾄ 沿　岸

26 25 407 三浦　暖斗(6) 石巻市陸上スポーツ少年団

ﾐﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 仙　南

27 35 103 宮城　輝(6) 船迫小
ﾊﾔｻｶ ﾚｵ 仙　台

28 32 299 早坂　玲音(5) ランナーズハイ
ﾜﾀｶ ｺﾀﾛｳ 県　北

29 24 465 和高　虎太郎(6) 蛇田陸上スポ少
ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｮﾌﾟｲﾁ 県　北

30 7 645 菅原　丈一(5) 古川第二小学校
ｲﾉﾏﾀ ｼｵﾝ 仙　台

31 1 297 猪股　士恩(6) テリオス宮城
ﾉｶﾞﾐ ｿｳﾀ 仙　南

32 17 119 野上　颯太(6) 愛島小
ｺﾝﾉ ｱｷﾄ 沿　岸

33 22 473 今野　輝士(5) 気仙沼小
ﾌﾞﾝﾔ ﾘｭｳﾀ 仙　台

34 10 287 文屋　龍太(6) 大和アカデミー

1回目 2回目 3回目 記録 得点

49m61 44m83 49m61 1068

42m72 47m37 47m37 1022

43m91 × 43m91 952

× 43m48 43m48 943

43m42 41m61 43m42 942

42m87 42m49 42m87 931

41m60 42m23 42m23 918

39m18 42m04 42m04 914

31m84 40m62 40m62 885

39m51 40m58 40m58 884

38m79 40m58 40m58 884

39m29 40m41 40m41 881

32m78 40m20 40m20 877

32m01 39m57 39m57 864

36m45 38m09 38m09 834

34m48 37m84 37m84 829

37m67 37m23 37m67 825

35m52 36m54 36m54 802

35m01 36m25 36m25 796

× 36m03 36m03 792

35m23 32m75 35m23 776

33m92 31m79 33m92 749

33m78 33m28 33m78 746

× 33m55 33m55 742

33m50 32m37 33m50 741

27m65 32m49 32m49 720

31m08 27m94 31m08 691

× 29m80 29m80 665

× 28m83 28m83 646

28m55 27m09 28m55 640

28m43 × 28m43 638

27m02 27m08 27m08 610

26m69 19m14 26m69 602

24m88 26m45 26m45 597



共通男子コンバインドB ジャベボール投
審 判 長：伊藤　正信
記録主任：遠藤　勝則

県記録(PR)                   54m72     本田　夏生(宮城・築館小学校)          2019 6月26日 11:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ1回目 2回目 3回目 記録 得点

ﾇﾏｻﾞﾜ ﾚﾝ 沿　岸

35 21 469 沼澤　蓮(5) 貞山ランナーズ
ｲﾉﾏﾀ ﾀｲｶﾞ 仙　南

36 11 105 猪又　彪我(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ｲﾄｳ ﾘｸﾄ 県　北

37 9 649 伊藤　陸斗(6) 宮崎Jr陸上

24m14 24m81 24m81 564

20m98 22m90 22m90

476

525

20m49 × 20m49



小学4年女子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

大会記録(GR)                 15.03     今村　美咲(宮城・ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ)            2019 6月26日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:-0.8) 2組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗｲ ﾂﾊﾞｷ 県　北 ｲﾄｳ ｼｵﾘ 仙　南

1 5 544 村井　椿(4) 若柳小 15.52 1 5 8 伊藤　汐里(4) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 15.64
ｺﾞﾄｳ ﾘﾎ 沿　岸 ｺﾀﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 仙　台

2 1 364 後藤　凛歩(4) 鹿折小学校 15.99 2 6 188 小玉　円(4) 大和アカデミー 16.08
ﾀﾑﾗ ﾅﾅﾐ 仙　台 ｻｻｷ ｴﾘﾝ 仙　台

3 3 184 田村　七望(4) 大和アカデミー 16.30 3 7 190 佐々木　笑鈴(4) スタートライン 16.30
ﾕｻ ｺｺﾅ 県　北 ｱｼﾅ ﾘﾅ 仙　南

4 4 560 遊佐　心夏(4) 中新田小学校 16.45 4 4 18 芦名　莉來(4) 桜小 16.67
ｺﾝﾉ ﾘｵ 県　北 ﾐｳﾗ ｻﾅ 県　北

5 6 554 今野　梨桜(4) 瀬峰小 16.46 5 3 556 三浦　彩愛(4) 若柳小 16.70
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅｺ 仙　台 ｶｷﾇﾏ ﾅﾂｷ 仙　台

6 8 182 高橋　リナコ(4) スタートライン 16.90 6 8 196 柿沼　夏希(4) 郡山陸上 17.37
ｽｴﾅｶﾞ ｲﾛﾊ 仙　台 ｱﾍﾞ ﾕﾏ 沿　岸

7 7 198 末永　彩華(4) 利府ジュニア陸上 17.66 7 1 378 阿部　結茉(4) 稲井陸上 17.71
ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵ 仙　南 ﾏｲﾔ ﾊﾅﾉ 仙　南

2 4 菅原　那桜(4) 村田小学校 DNS 8 2 6 米谷　春愛乃(4) 船迫小 17.88

3組 (風:-2.9) 4組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼｮｳｼﾞ ｼｵﾘ 仙　台 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 沿　岸

1 3 186 庄司　栞理(4) 大和アカデミー 16.52 1 7 362 遠藤　さくら(4) 河北陸上スポ少 16.25
ｻｻｷ ﾐｳ 県　北 ﾎｼ ｽﾐﾚ 仙　台

2 5 550 佐々木　美祐(4) 金成小中 16.54 2 8 192 星　菫花(4) 大和アカデミー 16.44
ｴﾝﾄﾞｳ ｳﾐ 仙　南 ｽｶﾜ ｱｻﾋ 仙　南

3 4 16 遠藤　優心(4) 枝野小 17.20 3 5 20 須川　あさひ(4) 白石第二小学校 16.52
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 仙　台 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾐ 仙　南

4 8 194 安藤　那桜(4) 郡山陸上 17.28 4 3 14 五十嵐　娜美(4) 藤尾小学校 16.60
ｻﾄｳ ｺﾉｶ 仙　台 ｻｻｷ ﾏﾉ 県　北

5 6 200 佐藤　好香(4) ランナーズハイ 17.38 5 6 552 佐々木　稀乃(4) 高清水小 17.30
ﾅﾘｻﾜ ﾊﾅ 沿　岸 ﾁﾊﾞ ﾋｶﾘ 県　北

6 2 374 成澤　羽菜(4) 住吉開北陸上 17.50 6 4 542 千葉　光莉(4) 錦織小学校 17.51
ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 県　北 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｲﾘ 沿　岸

7 7 546 鈴木　弥柚(4) 鳴子小学校 18.14 7 1 370 小野寺　結莉(4) 九条小 17.62
ｶﾒﾔﾏ ｱﾝﾉ 沿　岸 ｻﾄｳ ﾒｲ 沿　岸

1 372 亀山　杏乃(4) 稲井陸上 DNS 8 2 376 佐藤　芽依(4) 松岩小学校 17.64

5組 (風:-0.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾉ ｼｲﾅ 仙  南 ﾑﾗｲ ﾂﾊﾞｷ 県　北

1 6 2 菅野　詩依奈(4) 宮小学校 15.64 1 544 村井　椿(4) 若柳小 15.52 -0.8
ﾁﾊﾞ ｺﾊﾙ 沿　岸 ｲﾄｳ ｼｵﾘ 仙　南

2 8 366 千葉　心遥(4) 稲井陸上 15.84 2 8 伊藤　汐里(4) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 15.64 -0.4
ｲﾜｻ ﾈﾈ 仙　南 ｶﾝﾉ ｼｲﾅ 仙  南

3 7 12 岩佐　音々(4) 逢隈小 16.16 3 2 菅野　詩依奈(4) 宮小学校 15.64 -0.3
ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾅﾐ 県　北 ﾁﾊﾞ ｺﾊﾙ 沿　岸

4 3 558 菅原　七海(4) 北方小学校 16.69 4 366 千葉　心遥(4) 稲井陸上 15.84 -0.3
ｻｻｷ ﾗﾝ 県　北 ｺﾞﾄｳ ﾘﾎ 沿　岸

5 5 548 佐々木　蘭(4) 中新田小学校 16.98 5 364 後藤　凛歩(4) 鹿折小学校 15.99 -0.8
ﾓｳﾘ ﾏｵ 県　北 ｺﾀﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 仙　台

6 2 368 毛利　稀音(4) 蛇田陸上スポ少 17.12 6 188 小玉　円(4) 大和アカデミー 16.08 -0.4
ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕｳ 沿　岸 ｲﾜｻ ﾈﾈ 仙　南

7 1 380 村上　心優(4) 松岩小学校 17.25 7 12 岩佐　音々(4) 逢隈小 16.16 -0.3
ｵｶﾞﾜ ﾕｱ 仙　南 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 沿　岸

8 4 10 小川　結愛(4) 愛島小 18.13 8 362 遠藤　さくら(4) 河北陸上スポ少 16.25 -1.5

凡例  DNS:欠場



小学5年女子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則
全国小学生大会記録(EGR)      13.04     渡辺　幸穂(埼玉・RUN.ｊｐ)            2018
県記録(PR)                   13.81     山内　七海(宮城・宮崎ジュニア陸上クラブ)2012
県記録(PR)                   13.81     佐藤　いづみ(宮城・槻木陸上クラブ)    2008 6月26日 09:20 予　選
大会記録(GR)                 13.95     山内　七海(宮城・宮崎ジュニア陸上クラブ)2012 6月26日 15:40 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-0.8) 2組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾏﾑﾗ ﾐｻｷ 仙　台 ｶﾏﾔ ﾏｲ

1 5 202 今村　美咲(5) スタートライン 14.30 q 1 5 22 釡谷　真衣(5) 白石第二小学校 14.61 q
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾌﾞｷ 沿　岸 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾋﾅﾉ 県　北

2 6 386 小野寺　美吹(5) 松岩小学校 15.17 q 2 6 580 門傳　ひなの(5) 一迫小 15.53
ﾎｼﾔﾏ ﾅﾅ 仙　台 ﾕｻ ｱｲﾗ 県　北

3 7 214 星山　七梛(5) ランナーズハイ 15.61 3 3 564 遊佐　愛來(5) 築館小 15.58
ﾀｹﾔﾏ ﾎﾉｶ 沿　岸 ｸﾛｶﾜ ｾｲﾗ 沿　岸

4 2 390 武山　ほのか(5) 河北陸上スポ少 15.62 4 2 394 黒川　聖来(5) 住吉開北陸上 15.73
ﾐｳﾗ ﾙﾅ 仙　南 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 仙　台

5 4 34 三浦　瑠奈(5) 角田小学校 15.65 5 8 216 渡辺　心春(5) ランナーズハイ 15.85
ﾐｽﾞﾉ ｺｺﾛ 仙　南 ｱｶﾞﾂﾏ ｺﾊﾙ 仙　南

6 3 38 水野　心結(5) 北郷小 15.65 6 1 30 我妻　小春(5) ゆり小 15.92
ｱﾍﾞ ﾐｲﾅ 仙　南 ｻｸﾏ ﾅﾂｷ 仙　南

7 8 32 阿部　未衣那(5) 坂元小学校 15.99 7 4 40 佐久間　夏稀(5) 枝野小 15.99
ｾｷﾉ ｻﾅ 県　北 ｲﾉﾏﾀ ｱｵｲ 県　北

8 1 400 関野　咲來(5) ATHLE 17.20 7 570 猪股　あおい(5) 宮崎Jr陸上 DNS

3組 (風:-1.8) 4組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾄﾘｲ ｶﾎ 仙　台 ﾄｸﾀﾞ ﾐｵﾘ 仙　南

1 3 204 鳥居　伽帆(5) 大和アカデミー 14.89 q 1 3 28 徳田　美桜里(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 14.67 q
ﾀｶﾉ ﾐｵ 仙　台 ﾕﾌﾞﾀ ﾏｲ 仙　台

2 5 208 高野　望央(5) ランナーズハイ 15.17 2 4 210 湯葢　舞(5) ランナーズハイ 15.17
ｶﾉ ﾊﾝﾅ 県　北 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 沿　岸

3 7 384 鹿野　絆来(5) ATHLE 15.25 3 8 388 長谷川　葵(5) 貞山ランナーズ 15.24
ｻﾄｳ ｺｺﾐ 沿　岸 ｶﾒｲ ｱﾐ 県　北

4 2 392 佐藤　心海(5) 貞山ランナーズ 15.55 4 5 572 亀井　愛心(5) 南方小学校 15.54
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋ 県　北 ｱﾄﾍﾞ ｽｽﾞﾅ 仙　台

5 4 578 鈴木　遙陽(5) 南方小学校 15.89 5 7 212 跡邊　清奈(5) 芦口小 15.80
ｵﾘｶｻ ｲﾁｶ 仙　台 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶｹﾞ 県　北

6 8 218 折笠　一花(5) スタートライン 16.10 6 6 574 山田　千景(5) 東郷小学校 15.84
ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｱ 仙　南 ﾀｹﾔﾏ ｸﾚｱ 沿　岸

7 1 24 半澤　侑空(5) 大河原小学校 16.47 7 1 398 武山　紅愛(5) 河北陸上スポ少 16.36
ｷﾀｳﾗ ﾅﾅ 県　北 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 県　北

6 562 北浦　なな(5) 中津山小学校 DNS 8 2 566 髙橋　瞳緒(5) 古川第二小学校 16.43

5組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷｸﾁ ﾏﾋﾙ 仙　台

1 5 206 菊池　真陽春(5) ランナーズハイ 14.39 q
ｲﾄｳ ｻﾗ 仙　南

2 4 36 伊藤　紗空(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 15.06 q
ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 県　北

3 3 568 大久保　瑠衣(5) 涌谷陸上スポ少 15.09 q
ﾎﾞｰﾀﾞｰｽﾞ ｶﾅ 県　北

4 6 576 ボーダーズ　華奈(5) 登米小学校 15.63
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 沿　岸

5 7 382 山田　桃々華(5) 河北陸上スポ少 15.68
ｽｶﾞﾜﾗ ﾚﾅ 沿　岸

6 1 396 菅原　蓮奈(5) 松岩小学校 16.04
ｻﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 仙　台

7 8 220 佐藤　葉月綺(5) アスリート仙台 16.09
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 仙　南

2 26 鈴木　結衣(5) 船迫小 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



小学5年女子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則
全国小学生大会記録(EGR)      13.04     渡辺　幸穂(埼玉・RUN.ｊｐ)            2018
県記録(PR)                   13.81     山内　七海(宮城・宮崎ジュニア陸上クラブ)2012
県記録(PR)                   13.81     佐藤　いづみ(宮城・槻木陸上クラブ)    2008 6月26日 09:20 予　選
大会記録(GR)                 13.95     山内　七海(宮城・宮崎ジュニア陸上クラブ)2012 6月26日 15:40 決　勝

決　勝　

(風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷｸﾁ ﾏﾋﾙ 仙　台

1 4 206 菊池　真陽春(5) ランナーズハイ 14.26
ｲﾏﾑﾗ ﾐｻｷ 仙　台

2 6 202 今村　美咲(5) スタートライン 14.28
ﾄｸﾀﾞ ﾐｵﾘ 仙　南

3 3 28 徳田　美桜里(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 14.68
ｶﾏﾔ ﾏｲ

4 5 22 釡谷　真衣(5) 白石第二小学校 14.74
ﾄﾘｲ ｶﾎ 仙　台

5 8 204 鳥居　伽帆(5) 大和アカデミー 15.05
ｲﾄｳ ｻﾗ 仙　南

6 7 36 伊藤　紗空(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 15.33
ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 県　北

7 2 568 大久保　瑠衣(5) 涌谷陸上スポ少 15.53
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾌﾞｷ 沿　岸

8 1 386 小野寺　美吹(5) 松岩小学校 15.57

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



小学6年女子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)      12.56     岡林　結衣(高知・まほろば南国)        2021
県記録(PR)                   13.17     郷右近　美優(宮城・利府Ｊｒ陸上クラブ)2015 6月26日 10:20 予　選
大会記録(GR)                 13.34     郷右近　美優(宮城・利府Jｒ陸上クラブ) 2015 6月26日 15:50 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:+1.0) 2組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾌﾞﾔ ﾐﾚｲ 仙　台 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 県　北

1 5 222 渋谷　心麗(6) スタートライン 14.15 q 1 3 590 菅原　夢叶(6) 金成小中 14.41 q
ｻﾄｳ ﾁｸﾞｻ 仙　台 ﾜｶﾞﾂﾏ ｶﾉﾝ 仙　台

2 6 234 佐藤　千久沙(6) ランナーズハイ 14.59 q 2 6 230 我妻　風音(6) 芦口小 14.72
ｸｻｶ ﾋﾏﾘ 仙  南 ｶｼﾞﾀﾆ ﾅｵｺ 仙　台

3 4 42 日下　ひまり(6) 白石第二小学校 14.65 q 3 4 236 梶谷　直子(6) スタートライン 14.96
ﾀｶﾊｼ ﾘﾘｶ 沿　岸 ｵｲｶﾜ ｱﾔﾉ 県　北

4 7 402 高橋　莉々花(6) 河北陸上スポ少 15.17 4 5 582 及川　あやの(6) 加賀野小学校 14.99
ﾀﾝﾉ ﾚﾅ 沿　岸 ｱﾗｶﾜ ﾐｵ 仙　南

5 2 416 丹野　伶來(6) 石巻西陸上 15.46 5 7 46 荒川　実桜(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 15.11
ﾋﾗｲ ﾕｲ 仙　南 ﾊﾀﾔﾏ ﾅﾅ 沿　岸

6 8 56 平井　柚衣(6) 北郷小 15.47 6 1 406 畑山　和来(6) 気仙沼小 15.34
ｼｶﾞ ｱﾔﾒ 仙　南 ｷﾑﾗ ﾕｽﾞﾊ 県　北

7 1 44 志賀　あや芽(6) 船迫小 15.65 7 2 418 木村　柚葉(6) 蛇田陸上スポ少 16.03
ｶﾝﾉ ﾅﾂｷ 仙　南 ﾋﾗﾏ ｻﾅ 仙  南

3 50 菅野　夏希(6) 丸森小学校 DNS 8 8 60 平間　彩夏(6) 宮小学校 16.12

3組 (風:-0.8) 4組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｱ 県　北 ﾃﾗｼﾏ ﾊﾅ 仙　台

1 3 584 菅原　結愛(6) 金成小中 14.23 q 1 4 228 寺島　芭南(6) ランナーズハイ 14.31 q
ｻｲﾄｳ ﾓｶ 仙　台 ｸﾄﾞｳ ﾏｵ 仙　台

2 8 240 齊藤　萌可(6) ランナーズハイ 15.10 2 3 226 工藤　麻央(6) 利府ジュニア陸上 14.61 q
ｵｵｳﾁ ｺｺﾐ 県　北 ｽｽﾞｷ ﾆﾅ 県　北

3 6 594 大内　心美(6) 志波姫小 15.12 3 6 596 鈴木　仁菜(6) 築館小 15.30
ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 仙　台 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 仙　南

4 5 238 佐藤　心晴(6) 大和アカデミー 15.27 4 7 48 岩渕　はな恵(6) 増田西小 15.32
ｸﾗｼﾏ ｶﾘﾝ 県　北 ﾋﾉ ｶﾝﾅ 沿　岸

5 7 586 倉島　果鈴(6) 涌谷陸上スポ少 16.21 5 2 410 日野　栞菜(6) 河北陸上スポ少 15.41
ｺﾝﾉ ｺﾀﾞﾏ 県　北 ｼﾗｲﾜ ﾘｻ 県　北

6 1 404 今野　心珠(6) ATHLE 17.57 6 1 412 白岩　里彩(6) ATHLE 15.44
ﾌﾙｳﾁ ﾌﾐ 沿　岸 ﾎｯﾀ ﾓﾓｶ 仙　南

2 420 古内　史美(6) 九条小 DNS 7 8 54 堀田　桃花(6) 北郷小 15.63
ｼﾌﾞﾔ ﾋﾏﾘ 県　北 ﾐｽﾞﾏ ﾁｻﾄ 県　北

4 588 澁谷　ひまり(6) 宮崎Jr陸上 DNS 8 5 598 水間　知里(5) 宮野小学校 15.70

5組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 仙　台

1 4 224 髙橋　　友奈(6) 利府ジュニア陸上 14.46 q
ｻｸﾗﾓﾄ ｽｽﾞｶ 仙　台

2 5 232 櫻本　涼華(6) スタートライン 14.91
ｻﾄｳ ｶﾅﾎ 仙　南

3 7 52 佐藤　奏歩(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 15.17
ﾀｶﾊｼ ﾘﾘ 沿　岸

4 1 408 髙橋　凛々(6) 石小陸上スポ少 15.18
ｲﾄｳ ｱｺ 仙　南

5 8 58 伊藤　紅子(6) 増田小 15.59
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 沿　岸

6 2 414 鈴木　那緒(6) 稲井陸上 15.70
ｼｽﾞｶﾞﾐ ﾕﾘ 県　北

7 6 600 清水上　優里(6) 瀬峰小 15.80
ｻﾄｳ ﾙｲ 県　北

3 592 佐藤　瑠依(6) 志波姫小 DNF

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 q:記録による通過者



小学6年女子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)      12.56     岡林　結衣(高知・まほろば南国)        2021
県記録(PR)                   13.17     郷右近　美優(宮城・利府Ｊｒ陸上クラブ)2015 6月26日 10:20 予　選
大会記録(GR)                 13.34     郷右近　美優(宮城・利府Jｒ陸上クラブ) 2015 6月26日 15:50 決　勝

決　勝　

(風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｱ 県　北

1 4 584 菅原　結愛(6) 金成小中 14.24
ｼﾌﾞﾔ ﾐﾚｲ 仙　台

2 5 222 渋谷　心麗(6) スタートライン 14.44
ｸﾄﾞｳ ﾏｵ 仙　台

3 2 226 工藤　麻央(6) 利府ジュニア陸上 14.55
ﾃﾗｼﾏ ﾊﾅ 仙　台

4 6 228 寺島　芭南(6) ランナーズハイ 14.56
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 県　北

5 3 590 菅原　夢叶(6) 金成小中 14.63
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 仙　台

6 8 224 髙橋　　友奈(6) 利府ジュニア陸上 14.71
ｸｻｶ ﾋﾏﾘ 仙  南

7 1 42 日下　ひまり(6) 白石第二小学校 15.01
ｻﾄｳ ﾁｸﾞｻ 仙　台

8 7 234 佐藤　千久沙(6) ランナーズハイ 15.02

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 q:記録による通過者



小学6年女子1000m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

大会記録(GR)               3:27.68     山口　愛里紗(宮城・増田小学校)        2021 6月26日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘ ﾊﾙﾉ 仙　南 ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 仙　台

1 9 74 森　晴乃(6) 角田小学校 3:37.15 1 7 238 佐藤　心晴(6) 大和アカデミー 3:19.92 GR
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘﾉ 仙　台 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲ 仙　台

2 7 258 山形　理乃(6) 柳生小 3:37.26 2 10 246 宮本　怜(6) 利府ジュニア陸上 3:34.46
ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 県　北 ﾌﾙｶﾜ ﾘｵ 仙　南

3 10 602 佐藤　七海(6) 佐沼小学校 3:48.67 3 8 70 古川　浬央(6) 角田小学校 3:45.71
ｻｶﾞｴ ｲﾁｶ 仙　台 ﾅｶﾞﾇﾏ ｻｱﾔ 仙　南

4 4 254 寒河江　一華(6) ランナーズハイ 3:53.69 4 4 66 永沼　沙彩(6) 愛島小 3:51.21
ｱｷﾔﾏ ｺｺﾈ 県　北 ﾁﾊﾞ ﾐﾉﾘ 仙　台

5 8 614 秋山　心音(6) 登米小学校 3:55.25 5 1 242 千葉　みのり(6) スタートライン 3:51.65
ｽｽﾞｷ ﾕｱ 県　北 ﾀｶﾗﾀﾞ ｽｽﾞｶ 仙　南

6 1 618 鈴木　夢空(6) 金成小中 4:03.26 6 6 76 宝田　涼花(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 4:00.98
ｵﾉﾊﾗ ｷｮｳｶ 県　北 ｱｲｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 仙　台

7 2 424 小野原　杏桂(6) ATHLE 4:23.04 7 9 260 相澤　麗(6) ランナーズハイ 4:08.03
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｱ 沿　岸 ｻｻｷ ﾉﾄﾞｶ 県　北

8 6 426 遠藤　莉愛(6) 貞山ランナーズ 4:35.85 8 2 606 佐々木　和花(6) 宮崎Jr陸上 4:33.41
ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 仙　南 ｱﾂﾐ ｻｴ 県　北

3 62 伊藤　椛蓮(6) 船岡小学校 DNF 3 610 渥美　紗衣(6) 米岡小学校 DNS
ｵﾉ ｶﾉﾝ 仙　南 ｶﾂﾏﾀ ｶﾘﾅ 仙　南

5 78 小野　華音(6) 舘矢間小学校 DNS 5 72 勝俣　香里奈(6) 桜小 DNS

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｼﾄﾞ ｶﾉﾝ 仙　南 ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 仙　台 GR
1 9 64 宍戸　桜音(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 3:32.68 1 238 佐藤　心晴(6) 大和アカデミー 3:19.92

ﾀﾏｷ ﾕｽﾞｶ 仙　台 ｼｼﾄﾞ ｶﾉﾝ 仙　南

2 1 248 玉木　柚花(6) 利府ジュニア陸上 3:36.91 2 64 宍戸　桜音(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 3:32.68
ﾖﾈｸﾗ ﾊﾂﾞｷ 仙　台 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲ 仙　台

3 7 250 米倉　葉月(6) 大和アカデミー 3:41.57 3 246 宮本　怜(6) 利府ジュニア陸上 3:34.46
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾉ 仙　台 ﾀﾏｷ ﾕｽﾞｶ 仙　台

4 6 252 松原　昌乃(6) ランナーズハイ 3:43.02 4 248 玉木　柚花(6) 利府ジュニア陸上 3:36.91
ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 県　北 ﾓﾘ ﾊﾙﾉ 仙　南

5 2 608 高橋　月華(6) 東郷小学校 3:44.13 5 74 森　晴乃(6) 角田小学校 3:37.15
ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 県　北 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘﾉ 仙　台

6 5 604 高橋　莉緒(6) 宮野小学校 3:45.82 6 258 山形　理乃(6) 柳生小 3:37.26
ｳｼｼﾞﾏ ｻﾕ 仙　台 ﾖﾈｸﾗ ﾊﾂﾞｷ 仙　台

7 8 256 牛島　彩結(6) スタートライン 3:46.28 7 250 米倉　葉月(6) 大和アカデミー 3:41.57
ｶｻﾊﾗ ﾋﾅ 県　北 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾉ 仙　台

8 4 612 笠原　陽菜(6) 若柳小 3:58.05 8 252 松原　昌乃(6) ランナーズハイ 3:43.02
ｳｼﾞｲｴ ｼｵﾘ 仙　南

3 80 氏家　汐梨(6) 藤尾小学校 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DNF:途中棄権



友好女子100m
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

6月26日 14:10 決　勝

決　勝　4組

1組 (風:-2.4) 2組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾀﾞﾐ ﾒｲ 県　北 ｻｲﾄｳ ﾓｶ 仙　台

1 6 714 只見　芽唯(5) 若柳小 16.07 1 3 240 齊藤　萌可(6) ランナーズハイ 15.25
ｻｻｷ ｱｺ 仙　台 ｷｸﾁ ﾌﾀﾊﾞ 仙　台

2 1 346 佐々木　絢心(5) スタートライン 16.45 2 1 342 菊地　双葉(5) ランナーズハイ 15.99
ﾋﾉ ｺﾊﾙ 沿　岸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾎ 県　北

3 2 504 日野　心遥(5) 河北陸上スポ少 17.00 3 4 672 近藤　南帆(6) 金成小中 16.08
ｵｲｶﾜ ﾒｲ 県　北 ﾌｼﾞｲ ﾘﾝ 沿　岸

4 5 708 及川　愛衣(6) 栗駒小 17.73 4 2 516 藤井　稟(5) 石小陸上スポ少 16.87
ｱｻﾉ ｺｺﾅ 県　北 ﾁｸﾞｻ ﾙﾙｱ 県　北

5 4 680 浅野　心那(6) 宮崎Jr陸上 17.97 5 6 702 千種　良々亜(6) 築館小 17.20
ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲ 仙　台 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｱ 仙　台

3 246 宮本　怜(6) 利府ジュニア陸上 DNS 5 348 安西　結愛(6) スタートライン DNS
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｶﾘ 仙　台 ｶﾝﾉ ﾋﾏﾘ 仙  南

7 338 谷口　灯(5) ランナーズハイ DNS 7 126 菅野　陽苺哩(6) 白石第一小学校 DNS
ﾌﾙｶﾜ ﾘｵ 仙　南 ﾄｸﾀﾞ ﾐｵﾘ 仙　南

8 70 古川　浬央(6) 角田小学校 DNS 8 28 徳田　美桜里(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ DNS

3組 (風:-2.2) 4組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾘｲ ｶﾎ 仙　台 ﾀｹﾔﾏ ｸﾚｱ 沿　岸

1 6 204 鳥居　伽帆(5) 大和アカデミー 15.08 1 5 398 武山　紅愛(5) 河北陸上スポ少 16.11
ｶﾉ ﾊﾝﾅ 県　北 ﾀｶｼﾏ ﾕﾉｱ 県　北

2 5 384 鹿野　絆来(5) ATHLE 15.58 2 1 470 髙嶋　優乃彩(6) 蛇田陸上スポ少 16.13
ﾁﾊﾞ ﾐﾚｲ 仙　台 ﾀｶﾊｼ ﾉｱ 沿　岸

3 4 306 千葉　実怜(6) スタートライン 16.04 3 4 528 高橋　乃愛(6) 稲井陸上 16.46
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 仙　台 ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ 仙　南

4 2 216 渡辺　心春(5) ランナーズハイ 16.08 4 7 150 佐藤　姫莉(6) 逢隈小 18.21
ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞｻ 県　北 ﾐｳﾗ ｶﾉﾝ 沿　岸

5 3 626 今川　和沙(5) 涌谷陸上スポ少 17.08 2 446 三浦　花音(6) 住吉開北陸上 DNS
ｷｸﾁ ｶｽﾞﾊ 仙　南 ｾｷﾓﾄ ﾋﾄﾊ 仙　南

6 1 174 菊地　和羽(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 18.41 3 172 関本　一葉(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ DNS
ｻｸﾗｲ ｱｶﾘ 仙　南 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾗﾗ 県　北

7 86 櫻井　明莉(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ DNS 6 690 菅原　きらら(5) 築館小 DNS
ｱﾗｶﾜ ﾕｽﾞﾅ ﾎﾘｴ ｱｽｶ

8 156 荒川　柚那(5) 角田小学校 DNS 8 720 堀江　明日香(5) 志波姫小 DNS

凡例  DNS:欠場



共通女子コンバインドA
審 判 長：

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)       2379     瀧口　瀬奈(静岡・千代田AC)            2021
県記録(PR)                    1897     氏家　心(宮城・古川第二小学校)        2020
大会記録(GR)                  1897     氏家　心(宮城・古川第二小学校)        2020

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 80mH 走高跳 総合 ｺﾒﾝﾄ

14.61 1m25
1 262 -1.2 1821

(845) (976)
16.05 1m25

2 264 -0.1 1575
(599) (976)
16.03 1m15

3 90 -0.1 1463
(602) (861)
16.61 1m20

4 26 -1.8 1422
(503) (919)
17.13 1m20

5 442 -1.3 1333
(414) (919)
16.13 1m05

6 622 -1.2 1331
(585) (746)
16.70 1m10

7 444 -1.8 1291
(488) (803)
17.06 1m10

8 624 -1.3 1229
(426) (803)
17.98 1m10

9 86 -0.1 1072
(269) (803)
17.90 1m05

10 632 -1.8 1028
(282) (746)
18.54 1m05

11 636 -1.2 919
(173) (746)
18.93 1m10

12 640 -0.1 909
(106) (803)
18.77 1m05

13 628 -1.2 880
(134) (746)
19.56 1m10

14 266 -1.8 853
(50) (803)

19.13 1m05
15 666 -1.3 818

(72) (746)
18.81 1m00

16 388 -1.3 815
(127) (688)
21.04 1m05

17 82 -1.3 796
(50) (746)

19.59 1m05
17 446 -1.8 796

(50) (746)
23.25 1m05

17 630 -1.3 796
(50) (746)

22.33 1m00
20 696 -1.2 738

(50) (688)
18.98 0m95

21 626 -0.1 728
(98) (630)

19.44 0m95
22 92 -1.8 680

(50) (630)

氏名 所属

ﾀｶﾊｼ ｶｵ 仙　台

髙橋　花百 白百合AC

(6)
ｲｼﾊﾞｼ ｻﾅ 仙　台

石橋　咲花 白百合AC

(6)
ｵｵﾂｷ ﾅﾅﾐ 仙　南

大槻　奈々海 船迫小

(5)
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 仙　南

鈴木　結衣 船迫小

(5)
ｳｼﾞｲｴ ﾘｻ 県　北

氏家　莉沙 蛇田陸上スポ少

(6)
ｵｵﾉ ｸﾙﾐ 県　北

大野　胡桃 登米小学校

(6)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ 沿　岸

藤原　紗那 貞山ランナーズ

(6)
ｱｷﾔﾏ ﾐｸ 県　北

秋山　美来 一迫小

(6)
ｻｸﾗｲ ｱｶﾘ 仙　南

櫻井　明莉 岩沼Ｊｒ．ＲＣ

(6)
ｵｲｶﾜ ﾐﾅﾐ 県　北

及川　みなみ 築館小

(6)
ｸﾄﾞｳ ｼｽﾞｸ 県　北

工藤　静来 石越小学校

(6)
ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｴ 県　北

小野寺　紗依 瀬峰小

(5)
ｻｻｷ ﾕｳｶ 県　北

佐々木　佑香 一迫小

(6)
ﾈｺ ﾏｵｺ 仙　台

根子　麻桜子 白百合AC

(5)
ｵｵﾊﾞ ﾙｶ 県　北

大場　瑠華 志波姫小

(6)
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 沿　岸

長谷川　葵 貞山ランナーズ

(5)
ﾐﾅｶﾜ ｶﾗ 仙  南

皆川　虹空 白石第二小学校

(5)
ﾐｳﾗ ｶﾉﾝ 沿　岸

三浦　花音 住吉開北陸上

(6)
ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾅ 県　北

髙橋　結菜 柳津小学校

(6)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾗﾑ 県　北

菅原　來夢 鶯沢小

(5)
ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞｻ 県　北

今川　和沙 涌谷陸上スポ少

(5)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ 仙　南

遠藤　真菜 岩沼Ｊｒ．ＲＣ

(5)

凡例  DNS:欠場



共通女子コンバインドA
審 判 長：

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)       2379     瀧口　瀬奈(静岡・千代田AC)            2021
県記録(PR)                    1897     氏家　心(宮城・古川第二小学校)        2020
大会記録(GR)                  1897     氏家　心(宮城・古川第二小学校)        2020

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 80mH 走高跳 総合 ｺﾒﾝﾄ氏名 所属

21.06 0m90
23 94 -1.2 623

(50) (573)
DNS DNS

638 DNS

ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾘ 仙　南

高橋　亜李 船岡小学校

(6)

(5)
ﾀｶﾊｼ ｸﾚｱ 県　北

高橋　紅愛 米岡小学校

凡例  DNS:欠場



共通女子コンバインドA 80mH
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

県記録(PR)                   13.15     佐藤　りな(宮城・登米クラブ)          2012 6月26日 11:40 決　勝

1組 (風:-1.2) 2組 (風:-1.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ｶｵ 仙　台 ｱｷﾔﾏ ﾐｸ 県　北

1 4 262 髙橋　花百(6) 白百合AC 14.61 845 1 2 624 秋山　美来(6) 一迫小 17.06 426
ｵｵﾉ ｸﾙﾐ 県　北 ｳｼﾞｲｴ ﾘｻ 県　北

2 3 622 大野　胡桃(6) 登米小学校 16.13 585 2 5 442 氏家　莉沙(6) 蛇田陸上スポ少 17.13 414
ｸﾄﾞｳ ｼｽﾞｸ 県　北 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 沿　岸

3 7 636 工藤　静来(6) 石越小学校 18.54 173 3 6 388 長谷川　葵(5) 貞山ランナーズ 18.81 127
ｻｻｷ ﾕｳｶ 県　北 ｵｵﾊﾞ ﾙｶ 県　北

4 2 628 佐々木　佑香(6) 一迫小 18.77 134 4 4 666 大場　瑠華(6) 志波姫小 19.13 72
ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾘ 仙　南 ﾐﾅｶﾜ ｶﾗ 仙  南

5 6 94 高橋　亜李(5) 船岡小学校 21.06 50 5 7 82 皆川　虹空(5) 白石第二小学校 21.04 50
ｽｶﾞﾜﾗ ﾗﾑ 県　北 ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾅ 県　北

6 5 696 菅原　來夢(5) 鶯沢小 22.33 50 6 3 630 髙橋　結菜(6) 柳津小学校 23.25 50

3組 (風:-0.1) 4組 (風:-1.8)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾂｷ ﾅﾅﾐ 仙　南 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 仙　南

1 3 90 大槻　奈々海(5) 船迫小 16.03 602 1 3 26 鈴木　結衣(5) 船迫小 16.61 503
ｲｼﾊﾞｼ ｻﾅ 仙　台 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ 沿　岸

2 2 264 石橋　咲花(6) 白百合AC 16.05 599 2 4 444 藤原　紗那(6) 貞山ランナーズ 16.70 488
ｻｸﾗｲ ｱｶﾘ 仙　南 ｵｲｶﾜ ﾐﾅﾐ 県　北

3 5 86 櫻井　明莉(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 17.98 269 3 2 632 及川　みなみ(6) 築館小 17.90 282
ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｴ 県　北 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ 仙　南

4 4 640 小野寺　紗依(5) 瀬峰小 18.93 106 4 7 92 遠藤　真菜(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 19.44 50
ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞｻ 県　北 ﾈｺ ﾏｵｺ 仙　台

5 6 626 今川　和沙(5) 涌谷陸上スポ少 18.98 98 5 6 266 根子　麻桜子(5) 白百合AC 19.56 50
ﾀｶﾊｼ ｸﾚｱ 県　北 ﾐｳﾗ ｶﾉﾝ 沿　岸

7 638 高橋　紅愛(6) 米岡小学校 DNS 6 5 446 三浦　花音(6) 住吉開北陸上 19.59 50

凡例  DNS:欠場



共通女子コンバインドA 走高跳
審 判 長：鎌田　孝悦、鈴木　省三

記録主任：遠藤　勝則

県記録(PR)                    1m33     山根　希乃風(宮城・白百合AC)          2018 6月26日 09:30  1組

ﾀｶﾊｼ ｶｵ 仙　台 － － － － ○ ○ ○ × ○

1 5 262 髙橋　花百(6) 白百合AC × × × 1m25 976
ｲｼﾊﾞｼ ｻﾅ 仙　台 － － ○ ○ ○ ○ × ○ × ○

2 3 264 石橋　咲花(6) 白百合AC × × × 1m25 976
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 仙　南 － － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 20 26 鈴木　結衣(5) 船迫小 1m20 919
ｳｼﾞｲｴ ﾘｻ 県　北 － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 23 442 氏家　莉沙(6) 蛇田陸上スポ少 1m20 919
ｵｵﾂｷ ﾅﾅﾐ 仙　南 － － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

5 9 90 大槻　奈々海(5) 船迫小 1m15 861
ｻｸﾗｲ ｱｶﾘ 仙　南 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

6 6 86 櫻井　明莉(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 1m10 803
ﾈｺ ﾏｵｺ 仙　台 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

6 8 266 根子　麻桜子(5) 白百合AC 1m10 803
ｱｷﾔﾏ ﾐｸ 県　北 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

8 16 624 秋山　美来(6) 一迫小 1m10 803
ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｴ 県　北 － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

9 13 640 小野寺　紗依(5) 瀬峰小 1m10 803
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ 沿　岸 － － ○ × ○ × ○ × × ×

9 22 444 藤原　紗那(6) 貞山ランナーズ 1m10 803
ｸﾄﾞｳ ｼｽﾞｸ 県　北 ○ ○ ○ ○ × × ×

11 2 636 工藤　静来(6) 石越小学校 1m05 746
ｵｲｶﾜ ﾐﾅﾐ 県　北 － － ○ ○ × × ×

11 4 632 及川　みなみ(6) 築館小 1m05 746
ｻｻｷ ﾕｳｶ 県　北 ○ ○ ○ ○ × × ×

11 11 628 佐々木　佑香(6) 一迫小 1m05 746
ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾅ 県　北 － ○ ○ ○ × × ×

11 17 630 髙橋　結菜(6) 柳津小学校 1m05 746
ｵｵﾉ ｸﾙﾐ 県　北 ○ ○ × ○ ○ × × ×

15 10 622 大野　胡桃(6) 登米小学校 1m05 746
ﾐﾅｶﾜ ｶﾗ 仙  南 ○ ○ ○ × ○ × × ×

16 1 82 皆川　虹空(5) 白石第二小学校 1m05 746
ｵｵﾊﾞ ﾙｶ 県　北 ○ ○ ○ × ○ × × ×

16 14 666 大場　瑠華(6) 志波姫小 1m05 746
ﾐｳﾗ ｶﾉﾝ 沿　岸 ○ ○ ○ × ○ × × ×

16 19 446 三浦　花音(6) 住吉開北陸上 1m05 746
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 沿　岸 ○ ○ ○ × × ×

19 15 388 長谷川　葵(5) 貞山ランナーズ 1m00 688
ｽｶﾞﾜﾗ ﾗﾑ 県　北 ○ ○ × ○ × × ×

20 24 696 菅原　來夢(5) 鶯沢小 1m00 688
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ 仙　南 ○ ○ × × ×

21 7 92 遠藤　真菜(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 0m95 630
ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞｻ 県　北 ○ ○ × × ×

21 12 626 今川　和沙(5) 涌谷陸上スポ少 0m95 630
ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾘ 仙　南 ○ × × ×

23 21 94 高橋　亜李(5) 船岡小学校 0m90 573
ﾀｶﾊｼ ｸﾚｱ 県　北

18 638 高橋　紅愛(6) 米岡小学校 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
0m90

1m30

0m95

1m35

1m00

1m40

1m05 1m10 1m15 1m20 1m25
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場



共通女子コンバインドB
審 判 長：

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)       2145     藤本　茉優(石川・かなざわ総合SC)      2021
県記録(PR)                    1821     佐久間　玲愛(宮城・大平小学校)        2021
大会記録(GR)                  1731     高橋　百合(宮城・白百合AC)            2020

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 走幅跳
ジャベ
ボール

投
総合 ｺﾒﾝﾄ

3m50 41m13
1 644 +2.0 1649

(753) (896)
3m39 41m91

2 110 +1.8 1633
(722) (911)
3m60 34m78

3 642 +1.7 1548
(781) (767)
3m72 30m39

4 108 +1.8 1492
(815) (677)
3m28 35m56

5 102 +1.8 1474
(692) (782)
3m23 35m66

6 654 +0.6 1462
(678) (784)
3m35 31m64

7 652 +1.3 1414
(711) (703)
3m59 27m03

8 648 +1.2 1387
(778) (609)
3m31 30m80

9 392 +2.5 1386
(700) (686)
3m08 30m74

10 650 +1.4 1320
(636) (684)
2m96 31m71

11 282 +2.1 1306
(602) (704)
3m40 24m81

12 112 +0.8 1289
(725) (564)
2m98 30m52

13 288 +2.4 1288
(608) (680)
3m27 22m41

14 212 +0.9 1204
(689) (515)
2m48 33m16

15 468 +0.8 1202
(468) (734)
3m32 21m54

16 284 +2.2 1200
(703) (497)
3m37 20m55

17 290 +1.1 1194
(717) (477)
2m91 26m78

18 106 +1.8 1192
(588) (604)
3m11 23m79

19 656 +1.2 1187
(644) (543)
3m07 22m93

20 472 +1.5 1159
(633) (526)
3m39 17m71

21 116 +0.7 1142
(722) (420)
2m85 24m67

22 470 +0.7 1132
(571) (561)(6)

(6)
ﾀｶｼﾏ ﾕﾉｱ 県　北

髙嶋　優乃彩 蛇田陸上スポ少

(6)
ﾁﾊﾞ ﾉｱ 仙　南

千葉　希歩 岩沼Ｊｒ．ＲＣ

(6)
ﾁﾊﾞ ﾊﾙｶ 沿　岸

千葉　陽加 貞山ランナーズ

(6)
ｷﾑﾗ ｶｵ 県　北

木村　佳央 若柳小

(6)
ｼﾌﾞﾔ ﾐﾕ 仙　南

澁谷　光優 船迫小

(6)
ﾀｶﾞﾐ ｱｲ 仙　台

田上　愛 ランナーズハイ

(5)
ﾐﾉﾜ ﾘﾝ 仙　台

蓑輪　鈴 利府ジュニア陸上

(5)
ｼｮｳｼﾞ ﾐｵﾄ 県　北

庄子　心響 ATHLE

(5)
ｱﾄﾍﾞ ｽｽﾞﾅ 仙　台

跡邊　清奈 芦口小

(5)
ﾆｰﾙｿﾝ ｹｲﾗ 仙　台

ニールソン　華衣麗 白百合AC

(5)
ｷﾑﾗ ﾕｲ 仙　南

木村　友泉 岩沼Ｊｒ．ＲＣ

(6)
ﾆｼｻﾞﾜ ｱｻﾋ 仙　台

西澤　朝陽 ランナーズハイ

(5)
ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 県　北

千葉　詩織 佐沼小学校

(6)
ｻﾄｳ ｺｺﾐ 沿　岸

佐藤　心海 貞山ランナーズ

(6)
ｻﾄｳ ｾﾅ 県　北

佐藤　星那 若柳小

(5)
ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 県　北

佐藤　菜月 志波姫小

(5)
ｻﾄｳ ｱｶﾘ 県　北

佐藤　朱莉 金成小中

(5)
ｻｸﾏ ﾘｵﾅ 仙　南

佐久間　璃愛 大平小学校

(6)
ｱｻﾀﾞ ﾒｲ 仙　南

淺田　芽以 岩沼Ｊｒ．ＲＣ

(6)
ｻｻｷ ﾘﾝｶ 県　北

佐々木　凛香 柳津小学校

(6)
ｻﾄｳ ﾘｺ 仙　南

佐藤　莉心 横倉小

氏名 所属

ｱｶﾏ ｱｵｲ 県　北

赤間　葵 瀬峰小

凡例 



共通女子コンバインドB
審 判 長：

記録主任：遠藤　勝則

全国小学生大会記録(EGR)       2145     藤本　茉優(石川・かなざわ総合SC)      2021
県記録(PR)                    1821     佐久間　玲愛(宮城・大平小学校)        2021
大会記録(GR)                  1731     高橋　百合(宮城・白百合AC)            2020

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 走幅跳
ジャベ
ボール

投
総合 ｺﾒﾝﾄ氏名 所属

3m04 20m82
23 646 +0.9 1107

(624) (483)
2m38 28m74

24 114 +3.3 1084
(440) (644)
2m85 22m17

25 292 +2.1 1081
(571) (510)
2m61 22m80

26 658 +1.9 1027
(504) (523)
2m49 22m22

27 660 +1.4 981
(470) (511)
3m06 14m16

28 104 -0.7 977
(630) (347)
3m00 14m06

29 76 +1.1 958
(613) (345)
2m75 14m84

30 464 +1.5 904
(543) (361)
2m61 15m62

31 120 +1.6 881
(504) (377)
2m13 20m73

32 466 +0.6 851
(370) (481)(5)

(6)
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕﾅ 沿　岸

藤村　由奈 気仙沼小

(6)
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ 仙　南

齋藤　優菜 岩沼Ｊｒ．ＲＣ

(6)
ｶﾒﾔﾏ ﾏﾕ 県　北

亀山　真由 ATHLE

(5)
ﾀｶﾗﾀﾞ ｽｽﾞｶ 仙　南

宝田　涼花 岩沼Ｊｒ．ＲＣ

(6)
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 仙　南

鈴木　さくら 大河原小学校

(6)
ﾏｲﾔ ﾋﾖﾘ 県　北

米谷　日和 登米小学校

(5)
ｽｶﾞﾜﾗ ｺｺﾛ 県　北

菅原　心 米山東小学校

(5)
ﾎﾝｼﾞｮｳﾔ ｱｶﾘ 仙　台

本城谷　あかり 郡山陸上

(5)
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 仙  南

高橋　明 白川小学校

ｻｲﾄｳ ﾘﾝｶ 県　北

齋藤　凛花 栗駒南小

凡例 



共通女子コンバインドB 走幅跳
審 判 長：鎌田　孝悦、鈴木　省三

記録主任：遠藤　勝則

県記録(PR)                    4m59     岸浪　拓美(宮城・豊里クラブ)          2007 6月26日 11:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻﾀﾞ ﾒｲ 仙　南

1 5 108 淺田　芽以(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ｻｻｷ ﾘﾝｶ 県　北

2 9 642 佐々木　凛香(6) 柳津小学校
ｻﾄｳ ｾﾅ 県　北

3 20 648 佐藤　星那(6) 若柳小
ｱｶﾏ ｱｵｲ 県　北

4 17 644 赤間　葵(6) 瀬峰小
ｷﾑﾗ ﾕｲ 仙　南

5 1 112 木村　友泉(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ﾁﾊﾞ ﾉｱ 仙　南

6 6 116 千葉　希歩(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ｻﾄｳ ﾘｺ 仙　南

7 21 110 佐藤　莉心(6) 横倉小
ﾀｶﾞﾐ ｱｲ 仙　台

8 22 290 田上　愛(6) ランナーズハイ
ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 県　北

9 12 652 佐藤　菜月(6) 志波姫小
ﾐﾉﾜ ﾘﾝ 仙　台

10 8 284 蓑輪　鈴(6) 利府ジュニア陸上

ｻﾄｳ ｺｺﾐ 沿　岸

11 29 392 佐藤　心海(5) 貞山ランナーズ
ｻｸﾏ ﾘｵﾅ 仙　南

12 23 102 佐久間　璃愛(5) 大平小学校
ｱﾄﾍﾞ ｽｽﾞﾅ 仙　台

13 25 212 跡邊　清奈(5) 芦口小
ｻﾄｳ ｱｶﾘ 県　北

14 3 654 佐藤　朱莉(5) 金成小中 *FC
ｷﾑﾗ ｶｵ 県　北

15 24 656 木村　佳央(6) 若柳小
ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 県　北

16 30 650 千葉　詩織(6) 佐沼小学校
ﾁﾊﾞ ﾊﾙｶ 沿　岸

17 15 472 千葉　陽加(6) 貞山ランナーズ
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 仙　南

18 2 104 鈴木　さくら(5) 大河原小学校
ｻｲﾄｳ ﾘﾝｶ 県　北

19 28 646 齋藤　凛花(5) 栗駒南小
ﾀｶﾗﾀﾞ ｽｽﾞｶ 仙　南

20 4 76 宝田　涼花(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ﾆｰﾙｿﾝ ｹｲﾗ 仙　台

21 31 288 ニールソン　華衣麗(5) 白百合AC
ﾆｼｻﾞﾜ ｱｻﾋ 仙　台

22 18 282 西澤　朝陽(5) ランナーズハイ
ｼﾌﾞﾔ ﾐﾕ 仙　南

23 14 106 澁谷　光優(6) 船迫小
ﾀｶｼﾏ ﾕﾉｱ 県　北

24 26 470 髙嶋　優乃彩(6) 蛇田陸上スポ少
ﾎﾝｼﾞｮｳﾔ ｱｶﾘ 仙　台

25 11 292 本城谷　あかり(5) 郡山陸上
ｶﾒﾔﾏ ﾏﾕ 県　北

26 13 464 亀山　真由(6) ATHLE
ｽｶﾞﾜﾗ ｺｺﾛ 県　北

27 10 658 菅原　心(6) 米山東小学校
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ 仙　南

28 16 120 齋藤　優菜(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ﾏｲﾔ ﾋﾖﾘ 県　北

29 7 660 米谷　日和(6) 登米小学校
ｼｮｳｼﾞ ﾐｵﾄ 県　北

30 19 468 庄子　心響(5) ATHLE
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 仙  南

31 32 114 高橋　明(5) 白川小学校
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕﾅ 沿　岸

32 27 466 藤村　由奈(5) 気仙沼小

3m34 3m60 3m60

3m46 3m59 3m59

3m72 3m67 3m72

3m50 3m36 3m50

1回目 2回目 3回目 記録 得点

× 3m40 3m40

+1.8 +2.4 +1.8 815

3m29 3m39 3m39

+0.1 +1.7 +1.7 781

3m39 × 3m39

+2.3 +1.2 +1.2 778

3m37 3m14 3m37

+2.0 +2.0 +2.0 753

3m35 2m99 3m35

+0.8 +0.8 725

3m32 3m28 3m32

+1.9 +0.7 +0.7 722

3m31 3m29 3m31

+1.8 +1.8 722

2m85 3m28 3m28

+1.1 +1.9 +1.1 717

3m27 × 3m27

+1.3 +1.6 +1.3 711

× 3m23 3m23

+2.2 +0.8 +2.2 703

2m83 3m11 3m11

+2.5 +1.7 +2.5 700

3m08 × 3m08

+2.0 +1.8 +1.8 692

3m07 3m04 3m07

+0.9 +0.9 689

2m90 3m06 3m06

+0.6 +0.6 678

2m86 3m04 3m04

+2.8 +1.2 +1.2 644

× 3m00 3m00

+1.4 +1.4 636

2m94 2m98 2m98

+1.5 +0.7 +1.5 633

2m96 × 2m96

+1.7 -0.7 -0.7 630

2m82 2m91 2m91

+1.8 +0.9 +0.9 624

2m85 2m85 2m85

+1.1 +1.1 613

2m85 2m58 2m85

+1.4 +2.4 +2.4 608

2m75 × 2m75

+2.1 +2.1 602

2m36 2m61 2m61

+2.3 +1.8 +1.8 588

2m61 2m35 2m61

+0.7 +1.3 +0.7 571

2m49 × 2m49

+2.1 +3.2 +2.1 571

2m48 2m47 2m48

+1.5 +1.5 543

2m38 × 2m38

+2.2 +1.9 +1.9 504

2m13 2m09 2m13

+1.6 +2.2 +1.6 504

+0.6 +1.4 +0.6 370

+1.4 +1.4 470

+3.3 +3.3 440

+0.8 +3.5 +0.8 468

凡例  *FC:参考記録



共通女子コンバインドB ジャベボール投
審 判 長：伊藤　正信
記録主任：遠藤　勝則

県記録(PR)                   51m30     阿部　楓(宮城・利府第二小学校)        2018 6月26日 09:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾘｺ 仙　南

1 10 110 佐藤　莉心(6) 横倉小
ｱｶﾏ ｱｵｲ 県　北

2 11 644 赤間　葵(6) 瀬峰小
ｻﾄｳ ｱｶﾘ 県　北

3 3 654 佐藤　朱莉(5) 金成小中
ｻｸﾏ ﾘｵﾅ 仙　南

4 21 102 佐久間　璃愛(5) 大平小学校
ｻｻｷ ﾘﾝｶ 県　北

5 12 642 佐々木　凛香(6) 柳津小学校
ｼｮｳｼﾞ ﾐｵﾄ 県　北

6 2 468 庄子　心響(5) ATHLE
ﾆｼｻﾞﾜ ｱｻﾋ 仙　台

7 8 282 西澤　朝陽(5) ランナーズハイ
ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 県　北

8 7 652 佐藤　菜月(6) 志波姫小
ｻﾄｳ ｺｺﾐ 沿　岸

9 13 392 佐藤　心海(5) 貞山ランナーズ
ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 県　北

10 1 650 千葉　詩織(6) 佐沼小学校
ﾆｰﾙｿﾝ ｹｲﾗ 仙　台

11 19 288 ニールソン　華衣麗(5) 白百合AC
ｱｻﾀﾞ ﾒｲ 仙　南

12 25 108 淺田　芽以(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 仙  南

13 26 114 高橋　明(5) 白川小学校
ｻﾄｳ ｾﾅ 県　北

14 22 648 佐藤　星那(6) 若柳小
ｼﾌﾞﾔ ﾐﾕ 仙　南

15 18 106 澁谷　光優(6) 船迫小
ｷﾑﾗ ﾕｲ 仙　南

16 30 112 木村　友泉(5) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ﾀｶｼﾏ ﾕﾉｱ 県　北

17 32 470 髙嶋　優乃彩(6) 蛇田陸上スポ少
ｷﾑﾗ ｶｵ 県　北

18 16 656 木村　佳央(6) 若柳小
ﾁﾊﾞ ﾊﾙｶ 沿　岸

19 6 472 千葉　陽加(6) 貞山ランナーズ
ｽｶﾞﾜﾗ ｺｺﾛ 県　北

20 4 658 菅原　心(6) 米山東小学校
ｱﾄﾍﾞ ｽｽﾞﾅ 仙　台

21 5 212 跡邊　清奈(5) 芦口小
ﾏｲﾔ ﾋﾖﾘ 県　北

22 31 660 米谷　日和(6) 登米小学校
ﾎﾝｼﾞｮｳﾔ ｱｶﾘ 仙　台

23 27 292 本城谷　あかり(5) 郡山陸上
ﾐﾉﾜ ﾘﾝ 仙　台

24 14 284 蓑輪　鈴(6) 利府ジュニア陸上

ｻｲﾄｳ ﾘﾝｶ 県　北

25 15 646 齋藤　凛花(5) 栗駒南小
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕﾅ 沿　岸

26 28 466 藤村　由奈(5) 気仙沼小
ﾀｶﾞﾐ ｱｲ 仙　台

27 29 290 田上　愛(6) ランナーズハイ
ﾁﾊﾞ ﾉｱ 仙　南

28 20 116 千葉　希歩(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ 仙　南

29 9 120 齋藤　優菜(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ
ｶﾒﾔﾏ ﾏﾕ 県　北

30 24 464 亀山　真由(6) ATHLE
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 仙　南

31 17 104 鈴木　さくら(5) 大河原小学校
ﾀｶﾗﾀﾞ ｽｽﾞｶ 仙　南

32 23 76 宝田　涼花(6) 岩沼Ｊｒ．ＲＣ 345

347

12m35 14m06 14m06

361

× 14m16 14m16

377

14m84 7m81 14m84

420

15m62 12m08 15m62

477

17m71 × 17m71

481

20m55 18m92 20m55

483

20m30 20m73 20m73

497

× 20m82 20m82

510

21m54 17m54 21m54

511

22m17 18m72 22m17

515

22m18 22m22 22m22

523

20m04 22m41 22m41

526

22m80 22m80

543

× 22m93 22m93

561

23m79 21m04 23m79

564

21m23 24m67 24m67

604

24m81 22m49 24m81

609

23m91 26m78 26m78

644

21m02 27m03 27m03

677

28m74 27m15 28m74

680

30m39 29m88 30m39

684

30m40 30m52 30m52

686

28m92 30m74 30m74

703

× 30m80 30m80

704

29m21 31m64 31m64

734

20m44 31m71 31m71

767

31m08 33m16 33m16

782

34m78 33m31 34m78

784

35m56 × 35m56

896

35m66 34m11 35m66

911

36m91 41m13 41m13

40m83 41m91 41m91

1回目 2回目 3回目 記録 得点



共通混合4X100mR
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則
全国小学生大会記録(EGR)      50.39     安城JAC　(愛知・安城JAC)              2019
県記録(PR)                   51.35     くりはらAC(宮城・くりはらAC)          2019
大会記録(GR)                 54.25     岩沼ジュニアクラブ(宮城・岩沼ジュニアクラブ)2019
大会記録(GR)                 54.25     ランナーズハイ(宮城・ランナーズハイ)  2020 6月26日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 タイワアカデミー 322 大内　里紗(6) ｵｵｳﾁ ﾘｻ 57.44 1 3 ランナーズハイA 206 菊池　真陽春(5) ｷｸﾁ ﾏﾋﾙ 56.41
320 相澤　清花(6) ｱｲｻﾞﾜ ｻﾔｶ 228 寺島　芭南(6) ﾃﾗｼﾏ ﾊﾅ
291 庄司　悠悟(6) ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｺﾞ 231 山内　悠聖(6) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｾｲ
287 文屋　龍太(6) ﾌﾞﾝﾔ ﾘｭｳﾀ 241 遠藤　煌(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳ

2 4 築館小A 688 千葉　愛羽(6) ﾁﾊﾞ ﾏﾅﾊ 58.04 2 6 岩沼Ｊｒ．ＲＣ　Ａ 52 佐藤　奏歩(6) ｻﾄｳ ｶﾅﾎ 58.45
589 菅原　駿之介(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 157 森　瑠嗣(6) ﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ
596 鈴木　仁菜(6) ｽｽﾞｷ ﾆﾅ 162 竹澤　佳穂(6) ﾀｹｻﾞﾜ ｶﾎ
603 佐藤　日岳(6) ｻﾄｳ ﾋﾀﾞｶ 159 遠藤　友和(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｶｽﾞ

3 5 スタートラインB 236 梶谷　直子(6) ｶｼﾞﾀﾆ ﾅｵｺ 58.44 3 4 角小A 70 古川　浬央(6) ﾌﾙｶﾜ ﾘｵ 58.98
348 安西　結愛(6) ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｱ 153 河村　旺芽(6) ｶﾜﾑﾗ ｵｳｶﾞ
207 伊藤　碧悠(5) ｲﾄｳ ｱｵﾄ 154 八巻　美月(6) ﾔﾏｷ ﾐﾂｷ
205 菊地　遼太郎(5) ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 151 佐藤　大輝(6) ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ

4 3 ランナーズハイC 338 谷口　灯(5) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｶﾘ 58.91 4 8 涌谷陸上スポ少 586 倉島　果鈴(6) ｸﾗｼﾏ ｶﾘﾝ 59.39
285 早坂　新(6) ﾊﾔｻｶ ｼﾝ 568 大久保　瑠衣(5) ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ
339 横山　幸ノ介(6) ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾉｽｹ 585 岩崎　泰知(6) ｲﾜｻｷ ﾀｲﾁ
208 高野　望央(5) ﾀｶﾉ ﾐｵ 567 後藤　優空(5) ｺﾞﾄｳ ﾕﾗ

5 7 増田小 176 小笠原　莉心(6) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｺ 1:00.06 5 7 ATHLE 489 木村　颯天(6) ｷﾑﾗ ｿｳﾏ 1:00.01

178 伊藤　芽生(6) ｲﾄｳ ﾒｲ 403 讃岐　遥人(6) ｻﾇｷ ﾊﾙﾄ
177 札木　康介(6) ﾌﾀﾞｷ ｺｳｽｹ 412 白岩　里彩(6) ｼﾗｲﾜ ﾘｻ
175 木戸　陽介(6) ｷﾄﾞ ﾖｳｽｹ 404 今野　心珠(6) ｺﾝﾉ ｺﾀﾞﾏ

6 8 岩沼Ｊｒ．ＲＣ　Ｂ 170 池田　京花(5) ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｶ 1:02.78 6 5 築館小B 698 佐々木　彩菜(6) ｻｻｷ ｱﾔﾅ 1:00.32

65 山田　颯真(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳﾏ 699 南條　煌文(6) ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｱ
172 関本　一葉(5) ｾｷﾓﾄ ﾋﾄﾊ 564 遊佐　愛來(5) ﾕｻ ｱｲﾗ
75 立石　悠馬(6) ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾏ 697 伊藤　悠獅(6) ｲﾄｳ ﾕｳｼ

7 2 住吉開北陸上 394 黒川　聖来(5) ｸﾛｶﾜ ｾｲﾗ 1:03.73 7 2 松岩小学校 383 片桐　翔(5) ｶﾀｷﾞﾘ ｶｹﾙ 1:00.99

522 渡部　月(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ 386 小野寺　美吹(5) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾌﾞｷ
521 髙橋　晃太朗(5) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 396 菅原　蓮奈(5) ｽｶﾞﾜﾗ ﾚﾅ
519 初貝　遼(6) ﾊﾂｶﾞｲ ﾘｮｳ 395 吉田　朱杏(5) ﾖｼﾀﾞ ｼｭｱﾝ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 金成小中 584 菅原　結愛(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｱ 54.49 1 6 利府ジュニア陸上A 226 工藤　麻央(6) ｸﾄﾞｳ ﾏｵ 57.63
590 菅原　夢叶(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 224 髙橋　　友奈(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ
611 小野寺　玲音(6) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｵﾝ 223 戸川　煌大(6) ﾄｶﾞﾜ ｺｳﾀ
583 佐藤　結心(6) ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ 243 畠山　琥太郎(6) ﾊﾀｹﾔﾏ ｺﾀﾛｳ

2 4 河北陸上スポ少A 410 日野　栞菜(6) ﾋﾉ ｶﾝﾅ 56.64 2 4 芦口小A 230 我妻　風音(6) ﾜｶﾞﾂﾏ ｶﾉﾝ 57.97
411 渋谷　瞭斗(6) ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾄ 239 菅原　駿(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ
402 高橋　莉々花(6) ﾀｶﾊｼ ﾘﾘｶ 334 伊豆　波音(6) ｲｽﾞ ﾊﾉﾝ
401 勝又　祥暉(6) ｶﾂﾏﾀ ｼｮｳｷ 235 高宮　慧(6) ﾀｶﾐﾔ ｻﾄｼ

3 5 増田西小 48 岩渕　はな恵(6) ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 57.51 3 3 岩沼Ｊｒ．ＲC　C 46 荒川　実桜(6) ｱﾗｶﾜ ﾐｵ 58.83
142 千葉　有紗(6) ﾁﾊﾞ ｱﾘｻ 133 村上　琥珀(5) ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ
139 木村　音陽(6) ｷﾑﾗ ｵﾄﾊﾙ 134 早坂　天響(5) ﾊﾔｻｶ ｱﾏﾈ
49 大町　龍之介(6) ｵｵﾏﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 137 岡田　大翔(6) ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ

4 8 志波姫小 717 松本　郁翔(5) ﾏﾂﾓﾄ ｲｸﾄ 1:00.16 4 5 宝江小学校 693 佐々木　優羽(6) ｻｻｷ ﾕｳﾊ 59.28
575 菊地　結叶(5) ｷｸﾁ ﾕｲﾄ 694 及川　京花(6) ｵｲｶﾜ ｷｮｳｶ
718 大内　心音(6) ｵｵｳﾁ ｺｺﾈ 692 佐藤　未羽(6) ｻﾄｳ ﾐｳ
594 大内　心美(6) ｵｵｳﾁ ｺｺﾐ 691 佐藤　正太郎(6) ｻﾄｳ ｾｲﾀﾛｳ

5 2 石小陸上スポ少 393 髙橋　禅(5) ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝ 1:03.46 5 8 河北陸上スポ少B 390 武山　ほのか(5) ﾀｹﾔﾏ ﾎﾉｶ 1:00.00

515 山口　眞琴(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 441 佐藤　颯真(6) ｻﾄｳ ｿｳﾏ
408 髙橋　凛々(6) ﾀｶﾊｼ ﾘﾘ 382 山田　桃々華(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ
514 平井　美涼(6) ﾋﾗｲ ﾐｽｽﾞ 461 大場　竣(6) ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝ

OP 6 稲井陸上 417 遠藤　歌(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｳﾀ 58.69 6 7 船迫小 44 志賀　あや芽(6) ｼｶﾞ ｱﾔﾒ 1:00.05

414 鈴木　那緒(6) ｽｽﾞｷ ﾅｵ 45 加茂　敬人(6) ｶﾓ ﾀｶﾋﾄ
366 千葉　心遥(4) ﾁﾊﾞ ｺﾊﾙ 130 金子　結芽(6) ｶﾈｺ ﾕﾒ
409 木村　湊仁(6) ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 129 草刈　葵(6) ｸｻｶﾘ ｱｵｲ

7 宮崎Jr陸上 7 2 逢隈小 146 齋　美空(6) ｻｲ ﾐｸ 1:05.36

145 齋藤　空駕(6) ｻｲﾄｳ ｸｳｶﾞ
148 西山　莉那(6) ﾆｼﾔﾏ ﾘﾅ
147 丸山　蒼介(6) ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｽｹ
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共通混合4X100mR
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則
全国小学生大会記録(EGR)      50.39     安城JAC　(愛知・安城JAC)              2019
県記録(PR)                   51.35     くりはらAC(宮城・くりはらAC)          2019
大会記録(GR)                 54.25     岩沼ジュニアクラブ(宮城・岩沼ジュニアクラブ)2019
大会記録(GR)                 54.25     ランナーズハイ(宮城・ランナーズハイ)  2020 6月26日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 スタートラインA 232 櫻本　涼華(6) ｻｸﾗﾓﾄ ｽｽﾞｶ 53.56 GR
222 渋谷　心麗(6) ｼﾌﾞﾔ ﾐﾚｲ
227 玉川　陽(6) ﾀﾏｶﾜ ﾋﾅﾀ
225 菊池　丈琉(6) ｷｸﾁ ﾀｹﾙ

2 5 北方小学校 662 佐藤　唯花(6) ｻﾄｳ ﾕｲｶ 58.45
661 鈴木　颯馬(6) ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ
664 鈴木　小都(6) ｽｽﾞｷ ｺﾄ
663 千葉　凛(6) ﾁﾊﾞ ﾘﾝ

3 4 ランナーズハイB 234 佐藤　千久沙(6) ｻﾄｳ ﾁｸﾞｻ 58.58
245 星山　漱介(6) ﾎｼﾔﾏ ｿｳｽｹ
290 田上　愛(6) ﾀｶﾞﾐ ｱｲ
325 佐々木　陽馬(6) ｻｻｷ ﾊﾙﾏ

4 2 蛇田陸上スポ少 418 木村　柚葉(6) ｷﾑﾗ ﾕｽﾞﾊ 1:00.06

443 内藤　大耀(6) ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ
442 氏家　莉沙(6) ｳｼﾞｲｴ ﾘｻ
465 和高　虎太郎(6) ﾜﾀｶ ｺﾀﾛｳ

5 3 栗駒小 573 菅原　青空(5) ｽｶﾞﾜ ｾｲｱ 1:00.95

704 髙橋　果歩(6) ﾀｶﾊｼ ｶﾎ
706 千葉　莉音(6) ﾁﾊﾞ ﾘｵﾝ
705 菅原　綾斗(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾄ

6 8 若柳小 710 早坂　颯花(6) ﾊﾔｻｶ ﾌｳｶ 1:01.04

577 髙橋　禮人(5) ﾀｶﾊｼ ﾗｲﾄ
712 二階堂　咲琉(6) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｴﾐﾙ
709 千葉　叶蒼(6) ﾁﾊﾞ ﾄｱｲ

7 白石第一小学校

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 スタートラインA 232 櫻本　涼華(6) ｻｸﾗﾓﾄ ｽｽﾞｶ 53.56 GR
222 渋谷　心麗(6) ｼﾌﾞﾔ ﾐﾚｲ
227 玉川　陽(6) ﾀﾏｶﾜ ﾋﾅﾀ
225 菊池　丈琉(6) ｷｸﾁ ﾀｹﾙ

2 金成小中 584 菅原　結愛(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｱ 54.49
590 菅原　夢叶(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ
611 小野寺　玲音(6) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｵﾝ
583 佐藤　結心(6) ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ

3 ランナーズハイA 206 菊池　真陽春(5) ｷｸﾁ ﾏﾋﾙ 56.41
228 寺島　芭南(6) ﾃﾗｼﾏ ﾊﾅ
231 山内　悠聖(6) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｾｲ
241 遠藤　煌(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳ

4 河北陸上スポ少A 410 日野　栞菜(6) ﾋﾉ ｶﾝﾅ 56.64
411 渋谷　瞭斗(6) ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾄ
402 高橋　莉々花(6) ﾀｶﾊｼ ﾘﾘｶ
401 勝又　祥暉(6) ｶﾂﾏﾀ ｼｮｳｷ

5 タイワアカデミー 322 大内　里紗(6) ｵｵｳﾁ ﾘｻ 57.44
320 相澤　清花(6) ｱｲｻﾞﾜ ｻﾔｶ
291 庄司　悠悟(6) ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｺﾞ
287 文屋　龍太(6) ﾌﾞﾝﾔ ﾘｭｳﾀ

6 増田西小 48 岩渕　はな恵(6) ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 57.51
142 千葉　有紗(6) ﾁﾊﾞ ｱﾘｻ
139 木村　音陽(6) ｷﾑﾗ ｵﾄﾊﾙ
49 大町　龍之介(6) ｵｵﾏﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ

7 利府ジュニア陸上A 226 工藤　麻央(6) ｸﾄﾞｳ ﾏｵ 57.63
224 髙橋　　友奈(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ
223 戸川　煌大(6) ﾄｶﾞﾜ ｺｳﾀ
243 畠山　琥太郎(6) ﾊﾀｹﾔﾏ ｺﾀﾛｳ

8 芦口小A 230 我妻　風音(6) ﾜｶﾞﾂﾏ ｶﾉﾝ 57.97
239 菅原　駿(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ
334 伊豆　波音(6) ｲｽﾞ ﾊﾉﾝ
235 高宮　慧(6) ﾀｶﾐﾔ ｻﾄｼ
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