
日付 種目

松原　洸希(1) 12.73(+0.3) 及川　來夢(1) 12.96(-0.3) 五十嵐　琉琥(1) 13.00(+0.4) 松好　悠真(1) 13.13(+0.4) 及川　颯太(1) 13.79(+0.4) 髙橋　　颯希(1) 13.94(+0.4) 佐々木　泰一(1) 14.02(+0.3) 早坂　大翔(1) 14.08(+0.3)

増田中 みんスポ 佐沼中 築中 佐沼中 大和アカデミー 古川黎明 築中

二階堂　湊介(2) 11.83(-1.4) 目黒　舜大(2) 12.18(-1.4) 佐藤　寿城(2) 12.19(-1.9) 今野　槙紀(2) 12.31(-1.4) 後藤　煌大(2) 12.57(-0.7) 佐々木　耀汰(2) 12.73(-1.9) 細浦　大雅(2) 12.88(-0.7) 佐藤　璃來(2) 12.98(-1.9)

栗原若柳 増田中 増田中 古川南中 増田中 築中 佐沼中 増田中

髙橋　真輝(3) 11.45(+1.6) 及川　航輝(3) 11.58(+1.6) 青山　昇聖(3) 11.82(+1.6) 宮﨑　玄徳(3) 13.24(+1.6)

古川黎明 みんスポ 古川黎明 古川黎明

大場　奏空(1) 18.22(+1.1) 大澤　湊(1) 18.33(+1.1) 田村　優弥(1) 18.37(+1.1) 氏家　蒼(1) 18.43(-0.6) 阿部　己昊(1) 18.81(-0.6) 佐藤　青葉(1) 19.05(-0.6) 稲川　瑠仁(1) 19.22(-0.6) 髙橋　旺希(1) 19.39(+1.1)

くりはらAC 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ 涌谷陸上スポ少 くりはらAC 宮小 小松島小 涌谷陸上スポ少 くりはらAC

熊谷　一茶(2) 17.53(-1.2) 安藤　一登(2) 18.18(-1.2) 佐藤　竜斗(2) 18.88(-1.2) 服部　壮大(2) 19.44(-1.2)

菅谷台小 ひより台AC よねスポ 米山Jr陸上

菅原　湊羽(3) 15.91(-1.0) 渡邊　櫂生(3) 16.07(-1.0) 菊地　桐矢(3) 16.20(-1.6) 中村　旺世(3) 16.76(-1.0) 金澤　伶俐(3) 16.77(-1.0) 氏家　悠(3) 16.90(-1.6) 伊藤　　結月(3) 17.21(-1.6) 大久保　泉樹(3) 17.74(-1.6)

くりはらAC 大和アカデミー キクチ くりはらAC スタートライン くりはらAC よねスポ 涌谷陸上スポ少

久米　勇龍(4) 15.26(-1.1) 渡邊　龍(4) 15.56(-1.1) 荻原　幸来(4) 15.60(+1.7) 稲川　榮佑(4) 16.89(-1.1) 岩崎　楓也(4) 17.11(+1.7) 大山　修生(4) 17.75(-1.1) 服部　瑛大(4) 17.93(+1.7) 大澤　太陽(4) 18.37(+1.7)

河北陸上スポ少 くりはらAC セミネジュニアソウユウカイ 涌谷陸上スポ少 涌谷陸上スポ少 大和アカデミー 米山Jr陸上 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ

千葉　　　太陽(5) 14.56(-0.4) 菅原　青空(5) 14.74(-0.6) 菅原　蒼大(5) 15.52(-0.4) 菊地　結叶(5) 15.68(-0.6) 髙橋　輝音(5) 17.21(-0.4) 佐藤　大起(5) 17.25(-0.4) 佐々木　陽向(5) 18.46(-0.6) 佐々木　碧生(5) 18.96(-0.6)

くりはらAC くりはらAC 涌谷陸上スポ少 キクチ 涌谷陸上スポ少 鶴ヶ谷 涌谷陸上スポ少 涌谷陸上スポ少

岩崎　泰知(6) 14.55(+2.1)

涌谷陸上スポ少

高橋　樹生(3) 10.88(+0.7) 松本　宏二郎 11.00(+0.7) 大栗　悠翔(3) 11.17(+1.4) 三浦　陸斗(3) 11.25(+0.7) 大瀧　直也 11.37(+0.7) 阿部　祐誠 11.52(+1.4) 村山　大生 11.56(+1.4) 折林　優太 12.62(+1.4)

古川学園高 宮城教員クラブ 古川学園高 石工高 TG-R レオクラブ TG-R 折林優太

武内　勇輝 11.61(+0.5) 菊地　修 11.79(-0.3) 鈴木　貴幸 11.95(-0.3) 飯田　拓磨 12.20(-0.3) 日野　伸一 12.89(+0.5) 菊地　晃 13.33(+0.5) 釜谷　健二 14.16(+0.5) 中村　亮祐 15.53(-0.3)

TG-R キクチ 東北AC 宮城陸協 くりはらAC 涌谷陸上スポ少 宮城県白石市 涌谷陸上スポ少

佐藤　貴史 12.98(-1.5) 外山　貴士 13.09(-1.5) 遠藤　英之 14.19(-1.5)

宮城陸協 トヤマ 白石工業高校教

高橋　樹生(3) 22.42(-0.3) 大瀧　直也 23.04(-0.3) 大栗　悠翔(3) 23.24(-0.3) 村山　大生 23.48(-0.3)

古川学園高 TG-R 古川学園高 TG-R

武内　勇輝 23.59(-1.9) 鈴木　貴幸 24.91(-1.9)

TG-R 東北AC

佐藤　俊太 57.54

東北大学医陸

後藤　優空(5) 3:07.90 相澤　尋斗(6) 3:29.27 大友　楓叶(5) 3:37.38 大村　流生(6) 3:41.15 三澤　芽翔(5) 3:54.01 菊地　蒼(6) 3:55.57 鈴木　大翔(5) 3:56.55 佐々木　聡介(6) 3:59.19

涌谷陸上スポ少 涌谷陸上スポ少 くりはらAC 涌谷陸上スポ少 大和アカデミー 涌谷陸上スポ少 大和アカデミー 築小

安齋　太智(2) 4:31.91 後藤　優月(2) 4:37.15 千葉　淳矢(2) 4:47.36 坂井　渉(3) 4:47.62 及川　愛翔(2) 4:53.23 今野　柊汰(1) 4:57.47 佐藤　榎空(1) 5:06.22 髙橋　　颯希(1) 5:07.33

塩竈三 古川黎明 古川黎明 古川黎明 佐沼中 佐沼中 古川南中 大和アカデミー

戸羽　崚(3) 6m18(-0.7) 青山　昇聖(3) 5m92(+1.5) 今野　槙紀(2) 5m36(+0.2) 氏家　颯(1) 5m17(-0.3) 後藤　煌大(2) 5m00(+0.7) 遠山　蒼士(2) 4m79(-0.3) 小野寺　櫂莉(2) 4m54(-0.3) 佐々木　泰一(1) 4m16(-0.1)

古川黎明 古川黎明 古川南中 築中 増田中 古川黎明 古川南中 古川黎明

塩　愛斗(1) 6m66(-0.5)

東北学院

遠藤　隼斗 6m51(+0.1) 飯田　拓磨 5m37(0.0) 只野　真人 4m93(-0.6) 中村　亮祐 4m02(-0.9) 髙橋　晃浩 4m01(0.0) 氏家　響 3m64(+0.3)

TG-R 宮城陸協 涌谷陸上スポ少 涌谷陸上スポ少 涌谷陸上スポ少 くりはらAC

外山　貴士 4m98(-0.2) 遠藤　英之 4m71(-1.0)

トヤマ 白石工業高校教

中村　匠臣(6) 3m63(-0.2)

涌谷陸上スポ少

千葉　浩美 12m26

若柳マスターズ

佐藤　瑛亮(2) 9m55 佐々木　空星(2) 6m71 三浦　悠貴(2) 6m20

古川南中 栗原南中 志中

凡例 

令和4年度宮城県民体育大会陸上競技大会 
栗原市築館陸上競技場 
2022/09/18 ～ 2022/09/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月18日 中学1年男子100m

9月18日 中学2年男子100m

9月18日 中学3年男子100m

9月18日 小学1年男子100m

9月18日 小学2年男子100m

9月18日 小学3年男子100m

9月18日 小学4年男子100m

9月18日 小学5年男子100m

9月18日 小学6年男子100m

9月18日
A 高校生以上～20代 男子

100m

9月18日 B 30代～40代 男子100m

9月18日 C 50代以上 男子100m

9月18日
A 高校生以上～20代 男子

200m

9月18日 B 30代～40代 男子200m

9月18日 小学5・6年共通男子1000m

9月18日
A 高校生以上～20代 男子

400m

9月18日 中学共通男子1500m

9月18日 中学共通男子走幅跳

9月18日
A 高校生以上～20代 男子走

幅跳

9月18日
C 50代以上 男子砲丸投

(4.000kg)

9月18日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

9月18日 B 30代～40代 男子走幅跳

9月18日 C 50代以上 男子走幅跳

9月18日
小学4・5・6年共通男子走幅

跳


