
中学男子3000m

11月23日 12:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾋﾉ ｼｭｳﾄ

1 4408 日野　脩杜(2) しらかし台中 4:24.42
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

2 135 田中　悠太(2) 上杉山中 4:23.77
ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ

3 5928 後藤　優月(2) 古川黎明 4:23.39
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ

4 2165 安藤　遼(3) 富沢中 9:28.07
ﾐｸﾆ ﾊﾙｷ

5 303 三國　陽稀(3) 東華中 9:09.44
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ

6 485 相沢　駿斗(3) 長町中 9:09.19
ﾀﾏｻﾜ ﾋﾛﾑ

7 153 玉澤　大夢(3) 上杉山中 4:14.62
ｵｵﾊﾞ ｱﾏﾄ

8 184 大場　天翔(2) 五城中学校 4:14.51
ｻｻｷ ﾚﾝﾄ

9 1923 佐々木　蓮斗(3) 加茂中 9:00.07
ｵｵﾐ ﾘｮｳ

10 163 近江　亮(3) 五城中学校 8:58.58
ｵｲｶﾜ ﾊﾔﾀ

11 7619 及川　颯太(3) 蛇田中 8:50.82



高校男子5000m

11月23日 13:10 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｲﾄｳ ｺｳｾｲ

1 861 伊藤　光成(3) 聖和学園 15:19.55
ｻｲﾄｳ ﾖｼｷ

2 726 齊藤　允基(2) 塩釜高 15:19.01
ｲｼﾄﾞｳ ﾙｲ

3 633 石堂　留偉(3) 利府高 15:14.63
ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾖｳ

4 915 庄司　晃葉(3) 仙台育英学園高 15:13.63
ﾐﾅｸﾞﾁ ｻｸﾀﾛｳ

5 1953 皆口　咲太朗(2) 石巻西高 15:12.49
ｸｽﾞﾊﾗ ｺｳ

6 827 葛原　煌(1) 東北学院高 15:10.69
ｽｽﾞｷ ﾊﾙ

7 640 鈴木　陽(2) 利府高 15:05.79
ﾎﾝｺﾞｳ ｶｲﾘ

8 639 本郷　海琉(3) 利府高 15:04.34
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾄ

9 926 中澤　拓斗(2) 仙台育英学園高 14:57.62
ﾓﾘ ｶｽﾞﾄ

10 921 森　和翔(3) 仙台育英学園高 14:57.05
ﾔｵﾊﾗ ﾊﾔﾄ

11 928 八百原　隼大(2) 仙台育英学園高 14:53.68
ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ

12 862 菅原　歩夢(3) 聖和学園 14:52.58
ｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ

13 931 尾田　悠翼(1) 仙台育英学園高 14:49.31
ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ

14 916 髙田　遥斗(3) 仙台育英学園高 14:49.31
ﾓﾘｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ

15 933 森尻　悠翔(1) 仙台育英学園高 14:49.05
ﾁｶﾞ ｿｳﾀ

16 638 千賀　颯太(3) 利府高 14:44.80
ｶｾﾄﾞｳ ｶｹﾙ

17 913 加世堂　懸(3) 仙台育英学園高 14:43.97
ﾊﾌﾞ ｹｲﾄ

18 637 土生　慶人(3) 利府高 14:41.54
ｽｷﾞｳﾗ ｿｳﾀ

19 925 杉浦　蒼太(2) 仙台育英学園高 14:38.71
ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾞｲ

20 922 阿部　涼大(2) 仙台育英学園高 14:37.58
ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝﾄ

21 919 浜川　舜斗(3) 仙台育英学園高 14:33.23
ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾄ

22 1023 吉田　奏斗(3) 東北高 14:30.37
ｻｲﾄｳ ｿﾗ

23 631 齊藤　大空(3) 利府高 14:28.00
ｵﾉ ｻﾈﾀﾀﾞ

24 924 小野　真忠(2) 仙台育英学園高 14:27.42
ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾄ

25 918 馬場　大翔(3) 仙台育英学園高 14:24.84
ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ

26 912 大西　柊太朗(3) 仙台育英学園高 14:22.56
ｵｵﾊﾏ ﾀｸﾏ

27 923 大濱　逞真(2) 仙台育英学園高 14:15.30
ｻﾄｳ ﾚﾝ

28 914 佐藤　蓮(3) 仙台育英学園高 14:14.72
ｱﾄﾑﾗ ｺｳｾｲ

29 911 後村　光星(3) 仙台育英学園高 14:12.13



中学女子3000m

11月23日 12:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｻﾄｳ ﾘﾝﾈ

1 4704 佐藤　鈴音(2) 増田中 5:12.07
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾅ

2 4684 井上　春菜(3) 増田中 5:06.75
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

3 4703 高橋　明愛(2) 増田中 2:24.98
ﾀﾞｻｲ ﾕｳｶ

4 4655 太宰　友花(2) ランナーズハイ 5:01.86
ﾊﾝｻﾞﾜ ﾒｲ

5 7807 半沢　めい(3) 青葉中 5:01.79
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾉ

6 5846 菅原　優希乃(2) 古川東中 5:00.05
ﾐﾄ ｸﾙﾐ

7 5447 水戸　くるみ(3) 富二中 4:59.43
ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｶ

8 975 安藤　紀香(3) 八木山中 4:58.38
ｵﾉﾄﾗ ﾕｲ

9 180 男乕　結衣(2) 五城中学校 2:22.90
ﾂﾙﾔ ｺﾄﾐ

10 4471 鶴谷　ことみ(2) 利府西中 4:47.58
ﾊﾔｼ ﾌｳｶ

11 643 林　楓夏(2) 高砂中 4:46.26
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ

12 505 鈴木　かのん(2) 長町中 4:46.01
ｻｶﾞﾜ ｿﾗ

13 498 佐川　空(3) 長町中 2:17.32
ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ

14 290 千葉 　美波(2) 東華中 4:42.82



一般・高校女子5000m

11月23日 12:40 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾀﾀﾐｻｼ ｶﾚﾝ

1 12 畳指　カレン(2) 仙台一高 10:20.46
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ

2 880 渡邊　楓佳(1) 常盤木学園高 10:18.37
ｷﾉｼﾀ ﾕｽﾞｷ

3 951 木下　柚葵(3) 仙台大明成 10:12.52
ｷﾑﾗ ﾕｶ

4 911 木村　優香(3) 仙台育英学園高 10:02.71
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｲ

5 921 水越　麻衣(2) 仙台育英学園高 9:59.86
ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ

6 915 長坂　柊花(3) 仙台育英学園高 9:52.22
ﾊﾔｻｶ ﾕｳ

7 784 早坂　優(2) 聖和学園 9:52.11
ｸﾛｺ ﾚﾝｶ

8 924 黒子　蓮花(1) 仙台育英学園高 9:48.69
ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ

9 894 山﨑　めい(3) 常盤木学園高 9:47.87
ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ

10 917 橘山　莉乃(2) 仙台育英学園高 9:46.49
ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾎ

11 39537 門脇　奈穂(2) 拓大 9:42.71
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘﾝ

12 914 谷川　凛(3) 仙台育英学園高 9:41.78
ｻｻｷ ﾒｲ

13 925 佐々木　芽生(1) 仙台育英学園高 9:39.57
ﾏﾂｼﾏ ﾅﾂｷ

14 1139 松島　夏希(1) 仙台育英学園高 9:36.13
ﾘｷﾏﾙ ｶｴﾃﾞ

15 3 力丸　楓(3) 仙台一高 9:33.20
ｻﾄｳ ﾕｽﾞﾕ

16 926 佐藤　柚優(1) 仙台育英学園高 9:33.52
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ

17 913 武田　莉奈(3) 仙台育英学園高 9:26.41
ｽｽﾞｷ ﾙｶ

18 919 鈴木　瑠夏(2) 仙台育英学園高 9:24.85
ｶﾍﾞﾔ ｴﾘﾅ

19 916 壁谷　衿奈(2) 仙台育英学園高 9:24.36
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾚｱ

20 922 渡邉　来愛(2) 仙台育英学園高 9:24.01
ﾎｿｶﾜ ｱｵｲ

21 929 細川　あおい(1) 仙台育英学園高 9:22.25
ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ

22 928 長岡　みさき(1) 仙台育英学園高 9:21.64
ｽｷﾞﾓﾘ ｺｺﾈ

23 912 杉森　心音(3) 仙台育英学園高 9:10.52



【記録会】 男子3000m

11月23日 10:10 決　勝

決　勝　2組

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

ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｲﾁﾛｳ ｴﾝﾀﾞﾃ ｷﾘｭｳ

1 5518 遠藤　青一郎(1) 東向陽台中 1 5510 円舘　輝龍(2) 東向陽台中
ﾔﾏﾊ ｻｽｹ ｵｵﾄﾓ ｱｷﾄ

2 5511 山羽　サスケ(1) 東向陽台中 2 5857 大友　煌叶(2) 古川東中
ﾊｼﾇﾏ ﾘｭｳｾｲ ｵﾉ ﾀｸﾄ

3 5481 橋沼　琉青(1) 東向陽台中 3 498 小野　巧人(1) 長町中
ﾉｶﾞﾐ ﾏｻﾑﾈ ﾃﾄﾞ ﾕｳｶﾞ

4 5508 野上　正宗(2) 東向陽台中 4 198 手戸　勇河(2) 五城中学校
ｶﾄｳ ｷｮｳﾏ ﾀﾀﾐｻｼ ｼﾞｮｳ

5 4424 加藤　匡真(1) しらかし台中 5 5504 畳指　丈(2) 東向陽台中
ﾁﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ｱﾍﾞ ｶｹﾙ

6 4421 千田　兼新(1) しらかし台中 6 300 阿部　駈(3) 東華中
ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ ﾕﾀﾞ ﾐﾁﾖﾘ

7 5874 菊地　広翔(1) 古川東中 7 306 湯田　道頼(3) 東華中
ﾏﾂｳﾗ ﾏﾋﾛ ﾂﾂﾐ ﾋｶﾙ

8 5847 松浦　真潤(2) 古川東中 8 313 堤　煌(1) 東華中
ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ

9 4420 伊藤　友佑(1) しらかし台中 9 6663 佐々木　俊輔(3) 築中
ｷｸﾁ ｶﾅﾀ ｵｵﾄﾓ ﾚｵ

10 4417 菊地　奏汰(1) しらかし台中 10 4405 大友　麗央(2) しらかし台中

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙﾄ ｻﾄｳ ｱｵﾄ

11 4423 小野寺　遥斗(1) しらかし台中 11 4415 佐藤　碧翔(3) しらかし台中

ﾁｶﾞ ｱﾗﾀ ｵｸﾔﾏ ｺﾊｸ

12 4426 千賀　新太(1) しらかし台中 12 4403 奥山　琥珀(2) しらかし台中

ｵﾊﾞﾀ ｶｽﾞｼ ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ

13 5483 小畑　和士(1) 東向陽台中 13 4411 阿部　敏人(1) しらかし台中

ﾆｼｷｵﾘ ｺｳｷ ｱｷﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ

14 5516 錦織　洸希(1) 東向陽台中 14 4404 秋山　延輝(2) しらかし台中

ｲﾄｳ ｹﾝﾀ ｷﾀｳﾗ ﾀｸﾏ

15 5514 伊藤　健太(1) 東向陽台中 15 4785 北浦　拓真(3) ランナーズハイ

ｳﾁｳﾐ ﾋﾋﾞｷ ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ

16 653 内海　響葵(1) 利府高 16 4175 一條　博海 あぶくまAC
ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳﾄ ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ

17 511 黒田　琉斗(1) 長町中 17 19 樋口　碧生(2) 仙台一高
ｲｼｲ ｻｸﾀﾛｳ ﾋﾉ ﾘｭｳﾄ

18 301 石井　朔太郎(3) 東華中 18 635 日野　龍杜(3) 利府高
ｲｼｶﾞﾒ ｴｲﾀ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

19 5854 石亀　瑛太(2) 古川東中 19 666 田中　優輝(1) 利府高
ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ ｻｻｷ ｶｲﾄ

20 4407 木村　太一(2) しらかし台中 20 641 佐々木　海翔(2) 利府高
ｻﾄｳ ﾚｵ ｶﾄｳ ｺｳｶﾞ

21 5872 佐藤　伶旺(1) 古川東中 21 655 加藤　煌我(1) 利府高
ｱｲﾀ ﾕｽﾞｷ ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ

22 5850 相田　柚葵(2) 古川東中 22 4336 大橋　真弥 石巻ＲＣ
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾑ

23 667 山口　歩夢(1) 高砂中



【記録会】 男子5000m

11月23日 11:10 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾏ

1 14 西田　悠真(2) 仙台一高
ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾄ

2 12 及川　寛人(2) 仙台一高
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

3 4237 佐藤　工 広瀬川
ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ

4 4164 菅野　辰也 あぶくまAC
ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

5 4346 櫻田　浩章 石巻ＲＣ
ｺﾝﾉ ﾀｲﾍｲ

6 4549 今野　泰平 おおさきＲＣ

ｲﾄｳ ﾀｸ

7 4548 伊東　拓 おおさきＲＣ

ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ

8 4175 一條　博海 あぶくまAC
ｾﾝｺﾞｸ ﾕｳﾀ

9 4552 千石　優太 おおさきＲＣ

ｻｴｷ ｹﾝﾀ

10 4170 佐伯　健太 あぶくまAC
ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ

11 4148 三宅　陸斗 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱｽﾘｰﾂ

ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ

12 4779 石川　樹 みちのく
ｵｵｻﾜ ﾀｲﾁ

13 4466 大澤　太一 みちのく
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

14 3068 古山　ユウイチロウ みちのく



【記録会】 女子1500m

11月23日 10:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｸﾎﾞﾀ ｷｽﾞﾅ

1 5498 久保田　絆和(1) 東向陽台中
ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾂｷ

2 5496 五十嵐　奈月(1) 東向陽台中
ｱﾗｶﾜ ﾕﾉ

3 5501 荒川　柚乃(1) 東向陽台中
ｵｶ ﾊﾅｶ

4 311 岡　はなか(1) 東華中
ｵｶﾀﾆ ｻﾔ

5 5504 岡谷　さや(1) 東向陽台中
ｳｴﾀﾞ ﾚﾉ

6 5492 上田　礼乃(2) 東向陽台中
ｵｶﾞﾀ ﾐﾂﾞｷ

7 5500 尾形　美月(1) 東向陽台中
ｺﾝﾉ ﾐﾚｲ

8 5848 今野　美怜(2) 古川東中
ﾅｶﾔﾏ ｱﾕ

9 5860 中山　愛夕(1) 古川東中
ｲﾉﾏﾀ ｶﾚﾝ

10 5844 猪股　香玲(2) 古川東中
ｱﾘｼﾞ ｼｵﾘ

11 481 有路　栞(1) 長町中
ｽｷﾞ ﾐﾂﾞｷ

12 5490 杉　翠月(2) 東向陽台中
ﾏﾂﾂﾞｶ ﾐﾗｲ

13 5503 松塚　未来(1) 東向陽台中
ｵｶﾍﾞ ｱﾝｼﾞ

14 5858 岡部　あんじ(2) 古川東中
ﾏｶﾔ ﾕｽﾞﾊ

15 5864 中屋　柚華(1) 古川東中
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐﾂﾞｷ

16 4173 富永　水月 あぶくまAC
ｳｼﾞｲｴ ｼﾝ

17 5857 氏家　心(2) 古川東中
ｽｶﾞﾀ ﾙﾅ

18 4176 菅田　瑠那 あぶくまAC
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ

19 5445 市川　結唯(3) 富二中
ｽｶﾞﾀ ﾘﾉ

20 1005 菅田　理乃(2) 東北大



【記録会】 女子3000m

11月23日 10:50 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｽｽﾞｷ ｻﾜ

1 484 鈴木　彩羽(1) 長町中
ｵｶﾍﾞ ｱﾝｼﾞ

2 5858 岡部　あんじ(2) 古川東中
ｽｽﾞｷ ｶﾚﾝ

3 483 鈴木　花玲(1) 長町中
ﾁﾊﾞ ﾐｽﾞｷ

4 510 千葉　瑞希(2) 長町中
ﾆﾍｲ ﾅｵ

5 645 二瓶　夏緒(2) 高砂中
ﾂｼﾏ ﾅﾉﾊ

6 597 津島　奈音葉(1) 利府高
ｻﾄｳ ﾐｳﾅ

7 596 佐藤　美海(1) 利府高
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｲ

8 921 水越　麻衣(2) 仙台育英学園高

ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ

9 915 長坂　柊花(3) 仙台育英学園高

ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ

10 917 橘山　莉乃(2) 仙台育英学園高

ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘﾝ

11 914 谷川　凛(3) 仙台育英学園高

ｽｽﾞｷ ﾙｶ

12 919 鈴木　瑠夏(2) 仙台育英学園高

ｶﾍﾞﾔ ｴﾘﾅ

13 916 壁谷　衿奈(2) 仙台育英学園高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾚｱ

14 922 渡邉　来愛(2) 仙台育英学園高

ﾃﾞｲｼｰ ｼﾞｪﾛｯﾌﾟ

15 1140 ﾃﾞｲｼｰ　ｼﾞｪﾛｯﾌﾟ(1) 仙台育英学園高

ﾎｿｶﾜ ｱｵｲ

16 929 細川　あおい(1) 仙台育英学園高

ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ

17 928 長岡　みさき(1) 仙台育英学園高

ｽｷﾞﾓﾘ ｺｺﾈ

18 912 杉森　心音(3) 仙台育英学園高


