
ト ラ ッ ク 審 判 長 鹿又　政信、森　研二

ス タ ー ト 審 判 長 工藤　和幸、玉槻　充

跳 躍 審 判 長 鎌田　孝悦、鈴木　省三

投 て き 審 判 長 伊藤　正信

招 集 所 審 判 長 西條　利雄、佐藤　秀行

記 録 主 任 遠藤　勝則

日付 種目

柴田　大夢(4) 15.01(-0.9) 久米　勇龍(4) 15.06(-1.8) 齋藤　春人(4) 15.20(-1.8) 金　悠聖(4) 15.28(-0.3) 伊藤　龍之介(4) 15.31(-0.9) 大友　俊(4) 15.38(-0.9) 千葉　龍雅(4) 15.62(-1.8) 目黒　暖翔(4) 15.63(-0.3)
仙　南・館腰小 沿　岸・河北陸上スポ少 仙　南・角田小学校 県　北・石越小学校 仙  南・白石第二小学校 仙　南・増田小 県　北・築館小 仙　南・桜小
千葉　太陽(5) 14.31 横山　礼桜(5) 14.42 岩佐　拓音(5) 14.49 久瀬　琥太朗(5) 14.63 齋藤　康佑(5) 14.74 渚　璃空(5) 14.80 黒田　啓介(5) 14.86 渡辺　遥也(5) 15.00
県　北・古川第二小学校 仙　南・逢隈小 仙　南・岩沼Ｊｒ．ＲＣ 県　北・一迫小 仙　台・芦口小 仙　南・増田西小 仙　南・角田小学校 仙　南・岩沼南小学校
壱岐　颯仁(6) 13.06 菊池　丈琉(6) 13.08 熊谷　和(6) 13.26 佐藤　結心(6) 13.30 大町　龍之介(6) 13.50 岩嶋　楓馬(6) 13.58 木村　湊仁(6) 13.63 佐藤　勇仁(6) 13.86
仙　台・ランナーズハイ 仙　台・スタートライン 沿　岸・階上小学校 県　北・金成小中 仙　南・増田西小 県　北・南方小学校 沿　岸・稲井陸上 仙　南・岩沼西小学校
柴田　悠馬(6) 14.74 齋藤　優吏(6) 15.10 青木　逸茶(6) 15.57 熊谷　颯太(5) 15.70 東郷　圭朔(6) 16.59 及川　凌(6) 16.85 立花　海翔(6) 19.08
仙　台・スタートライン 県　北・築館小 県　北・宮崎Jr陸上 県　北・宮崎Jr陸上 仙　南・角田小学校 宝江小学校 県　北・蛇田陸上スポ少
三浦　煌翔(6) 15.41 小嶋　士雲(6) 15.47 竹内　遥絆(5) 15.72 中澤　創志(5) 16.67
県　北・築館小 仙　台・利府ジュニア陸上 仙　台・スタートライン 沿　岸・稲井陸上
杉目　翔夢(6) 14.88 髙橋　稜琥(6) 15.49 早坂　玲音(5) 16.96 熊谷　流星(6) 18.63
仙　南・逢隈小 県　北・金成小中 仙　台・ランナーズハイ 沿　岸・住吉開北陸上
伊藤　亜乙(6) 15.12 相澤　尋斗(6) 15.62 山内　凰叶(6) 17.77
県　北・栗駒小 県　北・涌谷陸上スポ少 県　北・ATHLE
星山　漱介(6) 3:12.52 遠藤　煌(6) 3:12.62 山田　颯真(6) 3:20.20 平間　旬(6) 3:21.27 佐藤　遙人(6) 3:22.35 我妻　慶乙(6) 3:22.44 佐藤　陽真(6) 3:23.67 伊東　海翔(6) 3:24.31
仙　台・ランナーズハイ 仙　台・ランナーズハイ 仙　南・岩沼Ｊｒ．ＲＣ 仙　南・愛島小 仙　台・ランナーズハイ 仙　南・村田第二小学校 仙  南・宮小学校 仙　台・テリオス宮城
佐藤　颯真(6) 1827点 佐藤　翔太(6) 1769点 熊谷　将彦(6) 1735点 荒　岳琉(6) 1588点 菊地　帝我(6) 1574点 高橋　東雅(6) 1514点 内藤　大耀(6) 1321点 ニューマン　アレックス(6) 1239点
沿　岸・河北陸上スポ少 県　北・志波姫小 仙　南・岩沼Ｊｒ．ＲＣ 県　北・南方小学校 県　北・志波姫小 県　北・登米小学校 県　北・蛇田陸上スポ少 仙　南・しろいしＴＦＣ

熊谷　倫(6) 1864点 佐藤　一騎(6) 1862点 大場　竣(6) 1841点 小野寺　亨斗(6) 1833点 操　燈磨(6) 1804点 平　煌仁(6) 1769点 早坂　新(6) 1722点 門間　丈(5) 1709点
県　北・南方小学校 県　北・西郷小学校 沿　岸・河北陸上スポ少 県　北・栗駒南小 県　北・築館小 県　北・瀬峰小 仙　台・ランナーズハイ 仙　南・丸森小学校

村井　椿(4) 15.52(-0.8) 伊藤　汐里(4) 15.64(-0.4) 菅野　詩依奈(4) 15.64(-0.3) 千葉　心遥(4) 15.84(-0.3) 後藤　凛歩(4) 15.99(-0.8) 小玉　円(4) 16.08(-0.4) 岩佐　音々(4) 16.16(-0.3) 遠藤　さくら(4) 16.25(-1.5)
県　北・若柳小 仙　南・岩沼Ｊｒ．ＲＣ 仙  南・宮小学校 沿　岸・稲井陸上 沿　岸・鹿折小学校 仙　台・大和アカデミー 仙　南・逢隈小 沿　岸・河北陸上スポ少
菊池　真陽春(5) 14.26 今村　美咲(5) 14.28 徳田　美桜里(5) 14.68 釡谷　真衣(5) 14.74 鳥居　伽帆(5) 15.05 伊藤　紗空(5) 15.33 大久保　瑠衣(5) 15.53 小野寺　美吹(5) 15.57
仙　台・ランナーズハイ 仙　台・スタートライン 仙　南・岩沼Ｊｒ．ＲＣ 白石第二小学校 仙　台・大和アカデミー 仙　南・岩沼Ｊｒ．ＲＣ 県　北・涌谷陸上スポ少 沿　岸・松岩小学校
菅原　結愛(6) 14.24 渋谷　心麗(6) 14.44 工藤　麻央(6) 14.55 寺島　芭南(6) 14.56 菅原　夢叶(6) 14.63 髙橋　　友奈(6) 14.71 日下　ひまり(6) 15.01 佐藤　千久沙(6) 15.02
県　北・金成小中 仙　台・スタートライン 仙　台・利府ジュニア陸上 仙　台・ランナーズハイ 県　北・金成小中 仙　台・利府ジュニア陸上 仙  南・白石第二小学校 仙　台・ランナーズハイ
只見　芽唯(5) 16.07 佐々木　絢心(5) 16.45 日野　心遥(5) 17.00 及川　愛衣(6) 17.73 浅野　心那(6) 17.97
県　北・若柳小 仙　台・スタートライン 沿　岸・河北陸上スポ少 県　北・栗駒小 県　北・宮崎Jr陸上
齊藤　萌可(6) 15.25 菊地　双葉(5) 15.99 近藤　南帆(6) 16.08 藤井　稟(5) 16.87 千種　良々亜(6) 17.20
仙　台・ランナーズハイ 仙　台・ランナーズハイ 県　北・金成小中 沿　岸・石小陸上スポ少 県　北・築館小
鳥居　伽帆(5) 15.08 鹿野　絆来(5) 15.58 千葉　実怜(6) 16.04 渡辺　心春(5) 16.08 今川　和沙(5) 17.08 菊地　和羽(6) 18.41
仙　台・大和アカデミー 県　北・ATHLE 仙　台・スタートライン 仙　台・ランナーズハイ 県　北・涌谷陸上スポ少 仙　南・岩沼Ｊｒ．ＲＣ
武山　紅愛(5) 16.11 髙嶋　優乃彩(6) 16.13 高橋　乃愛(6) 16.46 佐藤　姫莉(6) 18.21
沿　岸・河北陸上スポ少 県　北・蛇田陸上スポ少 沿　岸・稲井陸上 仙　南・逢隈小
佐藤　心晴(6) 3:19.92 宍戸　桜音(6) 3:32.68 宮本　怜(6) 3:34.46 玉木　柚花(6) 3:36.91 森　晴乃(6) 3:37.15 山形　理乃(6) 3:37.26 米倉　葉月(6) 3:41.57 松原　昌乃(6) 3:43.02
仙　台・大和アカデミー GR 仙　南・岩沼Ｊｒ．ＲＣ 仙　台・利府ジュニア陸上 仙　台・利府ジュニア陸上 仙　南・角田小学校 仙　台・柳生小 仙　台・大和アカデミー 仙　台・ランナーズハイ
髙橋　花百(6) 1821点 石橋　咲花(6) 1575点 大槻　奈々海(5) 1463点 鈴木　結衣(5) 1422点 氏家　莉沙(6) 1333点 大野　胡桃(6) 1331点 藤原　紗那(6) 1291点 秋山　美来(6) 1229点
仙　台・白百合AC 仙　台・白百合AC 仙　南・船迫小 仙　南・船迫小 県　北・蛇田陸上スポ少 県　北・登米小学校 沿　岸・貞山ランナーズ 県　北・一迫小

赤間　葵(6) 1649点 佐藤　莉心(6) 1633点 佐々木　凛香(6) 1548点 淺田　芽以(5) 1492点 佐久間　璃愛(5) 1474点 佐藤　朱莉(5) 1462点 佐藤　菜月(6) 1414点 佐藤　星那(6) 1387点
県　北・瀬峰小 仙　南・横倉小 県　北・柳津小学校 仙　南・岩沼Ｊｒ．ＲＣ 仙　南・大平小学校 県　北・金成小中 県　北・志波姫小 県　北・若柳小

スタートラインA 53.56 金成小中 54.49 ランナーズハイA 56.41 河北陸上スポ少A 56.64 タイワアカデミー 57.44 増田西小 57.51 利府ジュニア陸上A 57.63 芦口小A 57.97
櫻本　涼華(6) GR 菅原　結愛(6) 菊池　真陽春(5) 日野　栞菜(6) 大内　里紗(6) 岩渕　はな恵(6) 工藤　麻央(6) 我妻　風音(6)
渋谷　心麗(6) 菅原　夢叶(6) 寺島　芭南(6) 渋谷　瞭斗(6) 相澤　清花(6) 千葉　有紗(6) 髙橋　　友奈(6) 菅原　駿(6)
玉川　陽(6) 小野寺　玲音(6) 山内　悠聖(6) 高橋　莉々花(6) 庄司　悠悟(6) 木村　音陽(6) 戸川　煌大(6) 伊豆　波音(6)
菊池　丈琉(6) 佐藤　結心(6) 遠藤　煌(6) 勝又　祥暉(6) 文屋　龍太(6) 大町　龍之介(6) 畠山　琥太郎(6) 高宮　慧(6)

凡例  GR:大会記録

日清食品カップ　第３８回宮城県小学生陸上競技交流大会 
弘進ゴムアスリートパーク仙台 【43150】 
2022/06/26 ～ 2022/06/26

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月26日 小学4年男子100m

6月26日
小学5年男子100m 

風：-0.1

6月26日
小学6年男子100m 

風：-1.2

6月26日
友好男子100m 

風：0.0

6月26日
友好男子100m(2) 

風：-3.0

6月26日
友好男子100m(3) 

風：-1.4

6月26日
友好男子100m(4) 

風：+1.1

6月26日 小学6年男子1000m

15.25(-0.5)-1m35

6月26日 共通男子コンバインドA

15.25(-2.6)-1m30 14.78(-0.5)-1m20 15.64(-2.6)-1m20 15.72(-0.5)-1m20 15.06(-2.6)-1m05 16.52(-0.5)-1m10 17.34(-0.5)-1m15

4m10(+0.8)-43m48

6月26日 共通男子コンバインドB

4m06(+2.4)-43m91 4m06(+1.9)-42m87 3m99(+0.9)-43m42 3m44(+1.9)-49m61 3m97(+2.1)-40m58 3m31(+0.6)-47m37 3m78(+2.3)-40m20

6月26日 小学4年女子100m

6月26日
小学5年女子100m 

風：-1.4

6月26日
小学6年女子100m 

風：-2.0

6月26日
友好女子100m 

風：-2.4

6月26日
友好女子100m(2) 

風：-1.5

6月26日
友好女子100m(3) 

風：-2.2

6月26日
友好女子100m(4) 

風：+1.2

6月26日 小学6年女子1000m

14.61(-1.2)-1m25

6月26日 共通女子コンバインドA

3m28(+1.8)-35m56 3m23(+0.6)-35m66 3m35(+1.3)-31m64

16.05(-0.1)-1m25 16.03(-0.1)-1m15 16.61(-1.8)-1m20 17.13(-1.3)-1m20 16.13(-1.2)-1m05 16.70(-1.8)-1m10

3m59(+1.2)-27m03

6月26日 共通混合4X100mR

17.06(-1.3)-1m10

3m50(+2.0)-41m13

6月26日 共通女子コンバインドB

3m39(+1.8)-41m91 3m60(+1.7)-34m78 3m72(+1.8)-30m39


