
NO. 団/個 競技 順位 性別 種目 氏名 学校

1 個人 １位 男子 3000ｍ障害 齊藤　大空(3) 利府

2 個人 ３位 男子 三段跳 朝野　景斗(3) 白石

3 個人 ４位 男子 男子ハンマー投 加藤　翔(3) 柴田

4 個人 ５位 男子 400ｍ 丸山　智禄(2) 東北

5 個人 ６位 男子 400ｍハードル 丸山　智禄(2) 東北

6 個人 １位 女子 800ｍ 壁谷　衿奈(2) 仙台育英

7 個人 ５位 女子 3000ｍ 杉森　心音(3) 仙台育英

8 個人 ６位 女子 1500ｍ 渡邉　来愛(2) 仙台育英

9 個人 ６位 女子 円盤投 氏家　遥香(3) 利府

10 個人 ８位 女子 円盤投 古藤　千穂(3) 仙台一

11 団体 ６位 女子 4×400ｍリレー 板橋(2)・黒丸(3)・千葉(1)・佐藤(3) 常盤木

12 団体 バレーボール ２位 女子 団体 - 古川学園

13 個人 ２位 男子 個人 浅見　竣一朗(2)・初鹿　暁哉(2) 東北

14 個人 ５位 男子 個人 高橋　拓己(3)・西宮　想心(3) 東北

15 団体 ３位 男子 団体 - 東北

16 個人 ３位 女子 個人 及川　咲空(3)・村上　茉悠(3) 東北

17 団体 ３位 女子 団体 - 東北

18 個人 卓球 ５位 女子 ダブルス 佐藤　清乃(3)・阿久根　みこ(2) 聖和

19 個人 ３位 男子 個人ゆか

20 個人 ８位 男子 個人平行棒

21 個人 ５位 男子 個人ゆか

22 個人 ６位 男子 個人つり輪

23 個人 ７位 男子 個人跳馬

24 個人 ６位 男子 個人あん馬

25 個人 ７位 男子 個人鉄棒

26 個人 ７位 男子 個人総合

27 個人 ６位 男子 個人跳馬 百合草　建紀(3) 仙台大明成

28 個人 ８位 男子 個人ゆか 深井　拓海(3) 仙台大明成

29 団体 ３位 男子 団体総合 - 仙台大明成

30 個人 バドミントン ５位 女子 ダブルス 亀井　菜杏(3)・後藤　咲々(3) 聖ウルスラ

31 個人 ボート １位 男子 ダブルスカル 髙橋　興生(3)・武山　慎(3) 石巻

32 個人 ３位 男子 スプリント 金子　颯(2) 東北

33 個人 ３位 男子 ポイント・レース 新宮　颯太(3) 東北

34 個人 ６位 男子 3kmインディヴィデュアル・パーシュート 菅原　陽斗(3) 東北

35 個人 ８位 男子 ケイリン 阿部　天晴(3) 仙台商

36 団体 ５位 男子 4kmチーム・パーシュート 菅原(3)・新宮(3)・金子(2)・上戸(2) 東北

37 個人 ６位 女子 500ｍタイムトライアル 濱　彩春(3) 東北

38 個人 テニス ３位 男子 ダブルス 五十嵐　涼太(2)・齋藤　駿斗(3) 仙台育英

39 個人 フェンシング １位 男子 エペ 臼井　康晴(2) 気仙沼

40 個人 ５位 男子 61kg級スナッチ

41 個人 ６位 男子 61kg級トータル

42 個人 ４位 男子 96kg級スナッチ

43 個人 ５位 男子 96kg級クリーン＆ジャーク

44 個人 ４位 男子 96kg級トータル

45 個人 ８位 女子 49kg級スナッチ

46 個人 ５位 女子 49kg級クリーン＆ジャーク

47 個人 ５位 女子 49kg級トータル

48 個人 ３位 女子 +76kg級スナッチ

49 個人 ２位 女子 +76kg級クリーン＆ジャーク

50 個人 ２位 女子 +76kg級トータル

51 個人 ４位 男子 スプリント・カヤックペア(200m)

52 個人 ３位 男子 スプリント・カヤックペア(500m)

53 団体 ３位 男子 スプリント・カヤックフォア(200m)

54 団体 ４位 男子 スプリント・カヤックフォア(500m)
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