
パラ男子100m立位の部(肢体・聴覚・視覚・知的)
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

大会記録(GR)                 11.60     高橋　成輝(みやぎTFC)                 2020 7月9日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+2.8) 2組 (風:+1.6)

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
ﾀｶﾊｼ ﾅﾙｷ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮　城

1 4 4533 髙橋　成輝(20) N.Athletics 11.38 GR 1 4 453 長谷川　翔太(1) 仙台大 11.51
ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ ｼﾏﾀﾆ ﾚｲ

2 5 4750 斎藤　史明(T70) 宮城パラ 11.56 2 3 44534 嶋谷　玲(T20) N.Athletics 11.90
ﾋﾗﾂｶ ﾘｭｳｷ ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ

3 3 4560 平塚　隆輝(T20) みやぎＴＦＣ 11.95 3 5 4053 岡島　大悟(T20) みやぎＴＦＣ 11.98
ｻﾄｳ ｸﾚｲ ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ

4 6 5003 佐藤　紅羚(T20) 小牛田支援 12.24 4 6 4696 佐藤　淳(T20) 宮城パラ 12.54
ｷﾑﾗ ｺｳｷ ｱﾍﾞ ｼｮｳﾏ

5 7 5005 木村　光希(T20) ＡＣみやぎ 12.71 5 8 5002 阿部　翔馬(T20) 気仙沼クラブ 12.55
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｷ ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ

6 2 5001 小野寺　裕樹(T20) 気仙沼支援 13.20 6 7 5006 大友　康平（T20） 小牛田支援 12.94
ﾏﾔﾏ ｴｲﾀ ﾑﾄｳ ﾀｲｼ

7 8 1489 真山　瑛多(T20) 岩沼支援 14.13 7 2 4742 武藤　大士(T70) 宮城パラ 13.36
ｼﾏﾇｷ ｿｳﾀ ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ

1 5008 島貫　颯太(T20) 仙台みらい高等 DNS 8 1 5007 酒井　飛翔(T20) 小牛田支援 13.39

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾅﾙｷ GR
1 4533 髙橋　成輝(20) N.Athletics 11.38 +2.8

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮　城

2 453 長谷川　翔太(1) 仙台大 11.51 +1.6
ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ

3 4750 斎藤　史明(T70) 宮城パラ 11.56 +2.8
ｼﾏﾀﾆ ﾚｲ

4 44534 嶋谷　玲(T20) N.Athletics 11.90 +1.6
ﾋﾗﾂｶ ﾘｭｳｷ

5 4560 平塚　隆輝(T20) みやぎＴＦＣ 11.95 +2.8
ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ

6 4053 岡島　大悟(T20) みやぎＴＦＣ 11.98 +1.6
ｻﾄｳ ｸﾚｲ

7 5003 佐藤　紅羚(T20) 小牛田支援 12.24 +2.8
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ

8 4696 佐藤　淳(T20) 宮城パラ 12.54 +1.6

2022/7/14 15:57凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



パラ女子100m立位の部(肢体・聴覚・視覚・知的)
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

大会記録(GR)                 13.51     菅野　新菜(みやぎTFC)                 2020 7月9日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+2.7) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾝﾉ ﾆｲﾅ ﾄｸｴ ﾊﾙｶ

1 5 4051 菅野　新菜(T20) みやぎＴＦＣ 13.19 1 4 4536 徳江　遥香(T20) N.Athletics 13.77
ｶﾄｳ ﾏｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ

2 6 4055 加藤　真希(T20) みやぎＴＦＣ 13.90 2 5 4052 小林　美玲(T20) みやぎＴＦＣ 14.02
ﾎﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ ﾀﾞﾃ ｱｲﾅ

3 4 1484 本田　若奈(T20) 岩沼支援 14.01 3 3 1482 伊達　愛奈(T20) 岩沼支援 15.41
ｺｶﾞﾏ ﾘﾖ ｶﾝﾉ ｶﾘﾝ

4 3 4472 小釜　莉代(47) 東北ＡＣ 14.93 4 6 6006 菅野　夏凛(T20) いずみ支援 16.27
ｲﾜﾌﾞﾁ ｾｲｶ ｳｼﾞｲｴ ﾐｵ

5 2 6004 岩淵　星花(T20) いずみ支援 15.70 5 2 6005 氏家　美桜(T20) いずみ支援 16.82
ﾁﾊﾞ ﾕﾒｱ ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ

6 7 1491 千葉　夢彩(T20) 岩沼支援 16.48 6 7 4473 佐藤　かえで(T13) 東北ＡＣ 16.97

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾉ ﾆｲﾅ

1 4051 菅野　新菜(T20) みやぎＴＦＣ 13.19 +2.7
ﾄｸｴ ﾊﾙｶ

2 4536 徳江　遥香(T20) N.Athletics 13.77 +0.8
ｶﾄｳ ﾏｷ

3 4055 加藤　真希(T20) みやぎＴＦＣ 13.90 +2.7
ﾎﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ

4 1484 本田　若奈(T20) 岩沼支援 14.01 +2.7
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ

5 4052 小林　美玲(T20) みやぎＴＦＣ 14.02 +0.8
ｺｶﾞﾏ ﾘﾖ

6 4472 小釜　莉代(47) 東北ＡＣ 14.93 +2.7
ﾀﾞﾃ ｱｲﾅ

7 1482 伊達　愛奈(T20) 岩沼支援 15.41 +0.8
ｲﾜﾌﾞﾁ ｾｲｶ

8 6004 岩淵　星花(T20) いずみ支援 15.70 +2.7

2022/7/14 15:57



パラ混合100m車いすの部
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

7月9日 13:45 決勝

決勝　

(風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｲｶﾜ ｺｳｼﾞ

1 3 4700 及川　幸司(T54) 宮城パラ 20.09
ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ

2 7 4698 三澤　拓巳(T34) 宮城パラ 22.06
ｵｵｻｶ ｶｽﾞｷ

3 1 4699 大阪　一樹(T54) 宮城パラ 24.85
ﾀｶﾊｼ ｷﾐﾋﾛ

5 4697 高橋　公博(T54) 宮城パラ DNS

2022/7/14 15:57凡例  DNS:欠場



小学混合4X100mR
審 判 長：鹿又　政信、森　研二

記録主任：遠藤　勝則

7月9日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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 5 ランナーズハイ 206 菊池　真陽春(5) ｷｸﾁ ﾏﾋﾙ 53.46 1 5 スタートライン 232 櫻本　涼華(6) ｻｸﾗﾓﾄ ｽｽﾞｶ 55.51
228 寺島　芭南(6) ﾃﾗｼﾏ ﾊﾅ 222 渋谷　心麗(6) ｼﾌﾞﾔ ﾐﾚｲ
241 遠藤　煌(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳ 227 玉川　陽(6) ﾀﾏｶﾜ ﾋﾅﾀ
221 壱岐　颯仁(6) ｲｷ ﾊﾔﾄ 237 柴田　悠馬(6) ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ

2 4 金成小中 584 菅原　結愛(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｱ 54.08 2 3 築小Aチーム 688 千葉　愛羽(6) ﾁﾊﾞ ﾏﾅﾊ 57.15
590 菅原　夢叶(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 589 菅原　駿之介(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ
611 小野寺　玲音(6) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｵﾝ 596 鈴木　仁菜(6) ｽｽﾞｷ ﾆﾅ
583 佐藤　結心(6) ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ 603 佐藤　日岳(6) ｻﾄｳ ﾋﾀﾞｶ

3 2 河北陸上ｽﾎﾟ少 410 日野　栞菜(6) ﾋﾉ ｶﾝﾅ 57.48 3 6 大和アカデミー 322 大内　里紗(6) ｵｵｳﾁ ﾘｻ 57.50
411 渋谷　瞭斗(6) ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾄ 320 相澤　清花(6) ｱｲｻﾞﾜ ｻﾔｶ
382 山田　桃々華(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 291 庄司　悠悟(6) ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｺﾞ
441 佐藤　颯真(6) ｻﾄｳ ｿｳﾏ 287 文屋　龍太(6) ﾌﾞﾝﾔ ﾘｭｳﾀ

4 3 増田西小 48 岩渕　はな恵(6) ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 58.25 4 4 住吉開北陸上 394 黒川　聖来(5) ｸﾛｶﾜ ｾｲﾗ 1:07.46

142 千葉　有紗(6) ﾁﾊﾞ ｱﾘｻ 446 三浦　花音(6) ﾐｳﾗ ｶﾉﾝ
139 木村　音陽(6) ｷﾑﾗ ｵﾄﾊﾙ 519 初貝　遼(6) ﾊﾂｶﾞｲ ﾘｮｳ
49 大町　龍之介(6) ｵｵﾏﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 517 熊谷　流星(6) ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳｾｲ

5 7 宝江小陸上クラブ 693 佐々木　優羽(6) ｻｻｷ ﾕｳﾊ 59.02 7 ATHLE 489 木村　颯天(6) ｷﾑﾗ ｿｳﾏ DQ,R2

694 及川　京花(6) ｵｲｶﾜ ｷｮｳｶ 403 讃岐　遥人(6) ｻﾇｷ ﾊﾙﾄ
692 佐藤　未羽(6) ｻﾄｳ ﾐｳ 412 白岩　里彩(6) ｼﾗｲﾜ ﾘｻ
691 佐藤　正太郎(6) ｻﾄｳ ｾｲﾀﾛｳ 404 今野　心珠(6) ｺﾝﾉ ｺﾀﾞﾏ

6 6 船迫小 44 志賀　あや芽(6) ｼｶﾞ ｱﾔﾒ 59.72 2 蛇田陸上ｽﾎﾟ少 DNS
45 加茂　敬人(6) ｶﾓ ﾀｶﾋﾄ
26 鈴木　結衣(5) ｽｽﾞｷ ﾕｲ
103 宮城　輝(6) ﾐﾔｷﾞ ﾋｶﾙ

7 8 涌谷陸上ｽﾎﾟ少 0 倉島　果鈴(6) ｸﾗｼﾏ ｶﾘﾝ 1:00.26

0 大久保　瑠衣(5) ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ
0 岩崎　泰知(6) ｲﾜｻｷ ﾀｲﾁ
0 後藤　優空(5) ｺﾞﾄｳ ﾕﾗ

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 ランナーズハイ 206 菊池　真陽春(5) ｷｸﾁ ﾏﾋﾙ 53.46
228 寺島　芭南(6) ﾃﾗｼﾏ ﾊﾅ
241 遠藤　煌(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳ
221 壱岐　颯仁(6) ｲｷ ﾊﾔﾄ

2 金成小中 584 菅原　結愛(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｱ 54.08
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 スタートライン 232 櫻本　涼華(6) ｻｸﾗﾓﾄ ｽｽﾞｶ 55.51
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
237 柴田　悠馬(6) ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ

4 築小Aチーム 688 千葉　愛羽(6) ﾁﾊﾞ ﾏﾅﾊ 57.15
589 菅原　駿之介(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ
596 鈴木　仁菜(6) ｽｽﾞｷ ﾆﾅ
603 佐藤　日岳(6) ｻﾄｳ ﾋﾀﾞｶ

5 河北陸上ｽﾎﾟ少 410 日野　栞菜(6) ﾋﾉ ｶﾝﾅ 57.48
411 渋谷　瞭斗(6) ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾄ
382 山田　桃々華(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ
441 佐藤　颯真(6) ｻﾄｳ ｿｳﾏ

6 大和アカデミー 322 大内　里紗(6) ｵｵｳﾁ ﾘｻ 57.50
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

7 増田西小 48 岩渕　はな恵(6) ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 58.25
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

8 宝江小陸上クラブ 693 佐々木　優羽(6) ｻｻｷ ﾕｳﾊ 59.02
694 及川　京花(6) ｵｲｶﾜ ｷｮｳｶ
692 佐藤　未羽(6) ｻﾄｳ ﾐｳ
691 佐藤　正太郎(6) ｻﾄｳ ｾｲﾀﾛｳ

2022/7/14 15:57凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３


