
小学4年男子100m

1 伊藤　龍之介 白石第二小学校
3 小室　璃大 大河原小学校
5 大槻　弘夢 船岡小学校
7 藤澤　伸次 岩沼小学校
9 柴田　大夢 館腰小
11 大澤　翔空 亘理小学校
13 齋藤　春人 角田小学校
15 目黒　暖翔 桜小
17 河村　諒芽 角田小学校
19 大友　俊 増田小
181 飯田　和久 ランナーズハイ
183 小松　麟太郎 利府ジュニア陸上
185 髙橋　隆斗 スタートライン
187 福島　羽琉 利府ジュニア陸上
189 千葉　辰金 ランナーズハイ
191 尾形　脩斗 ランナーズハイ
193 髙橋　　陽登 利府ジュニア陸上
195 田村　悠翔 利府ジュニア陸上
197 鈴木　想大 アスリート仙台
199 田中　蔵馬 スタートライン
361 久米　勇龍 河北陸上スポ少
363 佐藤　藍音 松岩小学校
365 遠藤　涼之介 住吉開北陸上
367 奥田　悠真 住吉開北陸上
369 久保　忍 住吉開北陸上
371 阿部　吏輝 住吉開北陸上
373 二宮　翔 住吉開北陸上
375 遠藤　優璃 貞山ランナーズ
377 久坂部　縁士 稲井陸上
379 黒須　琉玖 蛇田陸上スポ少
541 金　悠聖 石越小学校
543 千葉　龍雅 築館小
545 渡邊　龍 敷玉小学校
547 稲川　榮佑 涌谷陸上スポ少
549 越後　靖翔 中新田小学校
551 梁川　丈 登米小学校
553 荻原　幸来 瀬峰小
555 吉田　瑛貴 宮野小学校
557 中山　悠仁 高清水小
559 佐々木　莉人 東郷小学校

小学5年男子100m

21 小野寺　勇輝 白石第二小学校
23 栗原　颯大 大河原小学校
25 櫻庭　慶人 船迫小
27 岩佐　拓音 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
29 渚　璃空 増田西小
31 横山　礼桜 逢隈小
33 山舘　諒輔 舘矢間小学校
35 佐藤　優心 枝野小
37 渡辺　遥也 岩沼南小学校
39 黒田　啓介 角田小学校
201 齋藤　康佑 芦口小
203 小野　聡太 大和アカデミー
205 菊地　遼太郎 スタートライン



207 伊藤　碧悠 スタートライン
209 竹内　遥絆 スタートライン
211 山家　伊織 ランナーズハイ
213 木村　涼誠 スタートライン
215 高嶋　楽 ランナーズハイ
217 佐藤　有真 利府ジュニア陸上
219 森田　晋平 スタートライン
381 松岡　好 石巻西陸上
383 片桐　翔 松岩小学校
385 西條　心 河北陸上スポ少
387 佐藤　瑛祐 河北陸上スポ少
389 山内　皇汰 河北陸上スポ少
391 小梁川　蓮太 貞山ランナーズ
393 髙橋　禅 石小陸上スポ少
395 吉田　朱杏 松岩小学校
397 武山　凌空 河北陸上スポ少
399 佐藤　陽 蛇田陸上スポ少
561 伊東　向太 登米小学校
563 久瀬　琥太朗 一迫小
565 千葉　太陽 古川第二小学校
567 後藤　優空 涌谷陸上スポ少
569 小山　孔輔 中新田小学校
571 品川　寧生 東郷小学校
573 菅原　青空 栗駒小
575 菊地　結叶 志波姫小
577 髙橋　禮人 若柳小
579 大内　瞳李 築館小

小学6年男子100m

41 遠藤　理人 大鷹沢小学校
43 佐藤　永遠 村田小学校
45 加茂　敬人 船迫小
47 佐藤　勇仁 岩沼西小
49 大町　龍之介 増田西小
51 高橋　奏音 逢隈小
53 井上　優心 北郷小
55 平間　旬 愛島小
59 富樫　洸太 ゆり小
221 壱岐　颯仁 ランナーズハイ
223 戸川　煌大 利府ジュニア陸上
225 菊池　丈琉 スタートライン
227 玉川　陽 スタートライン
229 近郷　涼太 テリオス宮城
231 山内　悠聖 ランナーズハイ
233 菅原　稟太郎 ランナーズハイ
235 高宮　慧 芦口小
237 柴田　悠馬 スタートライン
239 菅原　駿 芦口小
401 勝又　祥暉 河北陸上スポ少
403 讃岐　遥人 ATHLE
405 熊谷　和 階上小学校
407 三浦　暖斗 石巻市陸上スポーツ少年団
409 木村　湊仁 稲井陸上
411 渋谷　瞭斗 河北陸上スポ少
413 奥野　虎太郎 貞山ランナーズ
415 及川　直人 石小陸上スポ少
417 遠藤　歌 稲井陸上
419 阿部　竜聖 稲井陸上



581 岩嶋　楓馬 南方小学校
583 佐藤　結心 金成小中
585 岩崎　泰知 涌谷陸上スポ少
587 須藤　颯人 宮崎Jr陸上
589 菅原　駿之介 築館小
591 三浦　隼杜 豊里小学校
593 遠藤　優生 南方小学校
595 千葉　海斗 鳴瀬小学校
597 鹿野　カ 佐沼小学校
599 髙木　蓮斗 米谷小学校

小学6年男子1000m

43 佐藤　永遠 村田小学校
53 我妻　慶乙 村田第二小学校
55 平間　旬 愛島小
61 佐藤　陽真 宮小学校
65 山田　颯真 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
69 小坂　逞馬 山一小
71 平泉　皓識 丸森小学校
75 立石　悠馬 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
77 佐藤　良亮 増田西小
79 菊地　智貴 桜小
241 遠藤　煌 ランナーズハイ
243 畠山　琥太郎 利府ジュニア陸上
245 星山　漱介 ランナーズハイ
247 佐藤　遙人 ランナーズハイ
249 小嶋　士雲 利府ジュニア陸上
251 伊東　海翔 テリオス宮城
253 伊藤　大駕 ランナーズハイ
255 小椋　悠月 郡山陸上
257 一関　晴真 ランナーズハイ
259 田村　朔也 大和アカデミー
421 大壁　柊天 石巻西陸上
423 佐々木　翔大 気仙沼小
425 山内　大虎 九条小
427 伊東　太誓 貞山ランナーズ
601 加藤　颯真 加賀野小学校
603 佐藤　日岳 築館小
605 大村　流生 沼部小学校
607 相澤　尋斗 涌谷陸上スポ少
609 髙橋　暖葵 色麻小学校
611 小野寺　玲音 金成小中
613 佐々木　理久 浅水小学校
615 小野寺　翔 米山東小学校
617 大森　康平 柳津小学校

共通男子コンバインドA

81 ニューマン　アレックスしろいしＴＦＣ
83 熊谷　将彦 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
441 佐藤　颯真 河北陸上スポ少
443 内藤　大耀 蛇田陸上スポ少
621 荒　岳琉 南方小学校
623 佐藤　翔太 志波姫小
625 高橋　東雅 登米小学校
627 菊地　帝我 志波姫小
631 鈴木　翔和 中津山小学校
633 伊澤　昊汰朗 新田小学校



635 平　來夢 瀬峰小
637 藤原　晴音 米山東小学校
639 高橋　啓人 築館小

共通男子コンバインドB

101 佐藤　優宇 白石第二小学校
103 宮城　輝 船迫小
105 猪又　彪我 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
107 正本　禮士 愛島小
109 清野　恵汰 山一小
111 門間　丈 丸森小学校
113 小田原　煌羅 横倉小
115 我妻　遥斗 船岡小学校
117 佐藤　凛空 大平小学校
119 野上　颯太 愛島小
203 小野　聡太 大和アカデミー
281 饗庭　輝 ランナーズハイ
285 早坂　新 ランナーズハイ
287 文屋　龍太 大和アカデミー
289 蝦名　心 ランナーズハイ
291 庄司　悠悟 大和アカデミー
293 玉渕　絢都 郡山陸上
295 佐々木　優成 スタートライン
297 猪股　士恩 テリオス宮城
299 早坂　玲音 ランナーズハイ
407 三浦　暖斗 石巻市陸上スポーツ少年団
461 大場　竣 河北陸上スポ少
463 西城　伊進 九条小
465 和高　虎太郎 蛇田陸上スポ少
469 沼澤　蓮 貞山ランナーズ
471 立花　海翔 蛇田陸上スポ少
473 今野　輝士 気仙沼小
641 熊谷　倫 南方小学校
643 小野寺　亨斗 栗駒南小
645 菅原　丈一 古川第二小学校
647 中村　匠臣 涌谷陸上スポ少
649 伊藤　陸斗 宮崎Jr陸上
651 操　燈磨 築館小
653 佐藤　一騎 西郷小学校
655 小竹　秀太 佐沼小学校
657 白旗　浩武 上沼小学校
659 平　煌仁 瀬峰小

友好男子100m

27 岩佐　拓音 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
83 熊谷　将彦 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
125 佐藤　竜慎 白石第一小学校
149 杉目　翔夢 逢隈小
155 東郷　圭朔 角田小学校
157 森　瑠嗣 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
207 伊藤　碧悠 スタートライン
233 菅原　稟太郎 ランナーズハイ
237 柴田　悠馬 スタートライン
247 佐藤　遙人 ランナーズハイ
249 小嶋　士雲 利府ジュニア陸上
299 早坂　玲音 ランナーズハイ
385 西條　心 河北陸上スポ少



471 立花　海翔 蛇田陸上スポ少
485 日野　壮真 河北陸上スポ少
491 山内　凰叶 ATHLE
515 山口　眞琴 石小陸上スポ少
517 熊谷　流星 住吉開北陸上
527 中澤　創志 稲井陸上
577 高橋　禮人 若柳小
607 相澤　尋斗 涌谷陸上スポ少
671 髙橋　稜琥 金成小中
683 熊谷　颯太 宮崎Jr陸上
689 齋藤　優吏 築館小
695 及川　凌 宝江小
701 三浦　煌翔 築館小
707 伊藤　亜乙 栗駒小


