
小学女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

0 山本　麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 女子 6 07 宮　城 柳生小

0 佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 6 07 宮　城 テリオスAC

0 大西　空 ｵｵﾆｼ ｿﾗ 女子 6 07 宮　城 テリオスAC

0 菅原　小鈴 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾘﾝ 女子 6 07 宮　城 テリオスAC

0 熊谷　彩葉 ｸﾏｶﾞｲ ｲﾛﾊ 女子 6 07 利府ジュニア

0 酒井　美南 ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 女子 4 09 宮　城 テリオスAC

0 石山　すみれ ｲｼﾔﾏ ｽﾐﾚ 女子 5 09 利府ジュニア

0 笠間　彩愛 ｶｻﾏ ｻｴ 女子 5 09 宮　城 テリオスAC

0 小嶋　佐英 ｵｼﾞﾏ ｻｴ 女子 5 08 利府ジュニア

0 高橋　友奈 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 女子 3 10 利府ジュニア

0 熊谷　彩希 ｸﾏｶﾞｲ ｲﾌﾞｷ 女子 4 09 利府ジュニア

0 高橋　のぞみ ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 女子 4 10 宮　城 テリオスAC

0 千葉　実怜 ﾁﾊﾞ ﾐﾚｲ 女子 3 10 宮　城 テリオスAC

0 津田　鈴奈 ﾂﾀﾞ ｽｽﾞﾅ 女子 3 10 利府ジュニア

0 牛坂　れいら ｳｼｻﾞｶ ﾚｲﾗ 女子 5 宮　城 アスリート仙台

0 高橋　舞衣 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 女子 5 宮　城 アスリート仙台

0 三浦　蒼梨 ﾐｳﾗ ｱｵﾘ 女子 5 宮　城 アスリート仙台

0 永岡　かえで ﾅｶﾞｵｶ ｶｴﾃﾞ 女子 5 宮　城 アスリート仙台

0 越後　彩 ｴﾁｺ ﾞｱﾔ 女子 4 宮　城 アスリート仙台

0 合川　舞 ｱｲｶﾜ ﾏｲ 女子 6 08 宮　城 みんスポ
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0 小嶋　佐英 ｵｼﾞﾏ ｻｴ 女子 5 08 利府ジュニア

0 千葉　美波 ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ 女子 5 宮　城 アスリート仙台

0 越後　彩 ｴﾁｺ ﾞｱﾔ 女子 4 宮　城 アスリート仙台

0 倉本　悠梨 ｸﾗﾓﾄ ﾕｳﾘ 女子 5 08 利府ジュニア
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1043 佐貫　有彩 ｻﾇｷ ｱﾘｻ 女子 4 97 秋　田 東北大

971 菅原　夕七 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ 女子 3 宮　城 東北高

977 早坂　彩 ﾊﾔｻｶ ｱﾔﾅ 女子 2 宮　城 東北高

978 高橋　桜 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ 女子 2 宮　城 東北高

979 日下　優香 ｸｻｶ ﾕｳｶ 女子 2 宮　城 東北高

1328 阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 2 05 宮　城 沖野中

356128511220 橋本　穂香 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 2 05 宮城 五橋中

360141165422 金田　彩希 ｶﾈﾀﾞ ｻｷ 女子 1 06 宮城 五橋中

284 佐々木　咲笑 ｻｻｷ ｻｴ 女子 3 04 宮　城 東華中

1788 木村　風希 ｷﾑﾗ ﾌｳｷ 女子 2 05 八乙女中学校

976 大友　玲奈 ｵｵﾄﾓ ﾚｲﾅ 女子 2 宮　城 東北高

1928 佐々木　希綾 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 2 05 加茂中

214 生井　杏 ﾅﾏｲ ｱﾝ 女子 1 宮　城 仙台向山高

1932 稲富　ゆいか ｲﾅﾄﾐ ﾕｲｶ 女子 2 05 加茂中

2006 岸　瑞希 ｷｼ ﾐｽﾞｷ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

310 伊藤　らら ｲﾄｳ ﾗﾗ 女子 1 06 宮　城 東華中

216 大友　祥 ｵｵﾄﾓ ｻﾁ 女子 1 宮　城 仙台向山高

1790 内山　美奈 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾅ 女子 2 05 八乙女中学校

1420 七尾　樺帆 ﾅﾅｵ ｶﾎ 女子 1 06 宮　城 西山中

1422 大垣　芹乃 ｵｵｶﾞｷ ｾﾘﾉ 女子 1 06 宮　城 西山中

1709 大久保　早紀 ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 女子 1 06 宮　城 七北田中

1710 野島　かれん ﾉｼﾞﾏ ｶﾚﾝ 女子 1 06 宮　城 七北田中

271 小松﨑　叶実 ｺﾏﾂｻﾞｷ ｶﾅﾐ 女子 2 05 宮　城 東仙台中

331128510320 及川　虹子 ｵｲｶﾜ ｺｺ 女子 2 05 宮城 五橋中

292 渡來　瑠菜 ﾜﾀﾗｲ ﾙﾅ 女子 2 06 宮　城 東華中

5883141868937 久次　慶子 ﾋｻﾂｸﾞ ｹｲｺ 女子 1 06 宮　城 古川南中

218 平子　舞夏 ﾋﾗｺ ﾏｲｶ 女子 1 宮　城 仙台向山高

569124868837 浅川　来瞳 ｱｻｶﾜ ｸﾙﾐ 女子 2 05 宮　城 六郷中

245 酒井　眞希 ｻｶｲ  ﾏｻｷ 女子 1 06 宮　城 東仙台中

1894 齋　さくら ｻｲ ｻｸﾗ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

1841 澁谷　梨乃 ｼﾌﾞﾔ ﾘﾉ 女子 1 宮　城 南光台中

2030 横澤　日菜 ﾖｺｻﾜ ﾋﾅ 女子 1 06 宮　城 鶴が丘中

4293 加藤　真希 ｶﾄｳ ﾏｷ 女子 03 宮　城 みやぎTFC

287 菅野　乙珠 ｶﾝﾉ ｵﾄﾐ 女子 2 05 宮　城 東華中

1764 小関　汐音 ｺｾｷ ｼｵﾝ 女子 1 06 八乙女中学校

250 阿部　未来 ｱﾍﾞ ﾐｸ 女子 1 07 宮　城 東仙台中

966139803529 小室　華音 ｺﾑﾛ ｶﾉﾝ 女子 1 06 宮　城 八木山中

270 堀　愛香 ﾎﾘ ﾏﾅｶ 女子 2 05 宮　城 東仙台中

982129962332 柏坂　まりな ｶｼﾜｻﾞｶ ﾏﾘﾅ 女子 2 05 宮　城 八木山中

571124870123 星　陽果莉 ﾎｼ ﾋｶﾘ 女子 2 05 宮　城 六郷中

1496 手塚　莉子 ﾃﾂｶ ﾘｺ 女子 1 06 宮　城 大沢中

348141164320 佐藤　莉良 ｻﾄｳ ﾘﾗ 女子 1 06 宮城 五橋中

5885141869130 三浦　奈々実 ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 女子 1 06 宮　城 古川南中

1701 田中　初実 ﾀﾅｶ ﾊﾂﾐ 女子 2 05 宮　城 七北田中

963139805430 横田　　結菜 ﾖｺﾀ ﾕｳﾅ 女子 1 06 宮　城 八木山中

1503 中澤　華蓮 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 女子 1 06 宮　城 大沢中

701 佐藤　未來 ｻﾄｳ ﾐｸ 女子 1 04 宮　城 松島高校

702 鈴木　芹菜 ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ 女子 1 03 宮　城 松島高校

1776 上塚　爽月 ｶﾐﾂﾞｶ ｻﾂｷ 女子 2 05 八乙女中学校

1766 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 女子 1 06 八乙女中学校

1783 中村　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 女子 1 06 八乙女中学校

280 後 　杏美 ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾐ 女子 1 07 宮　城 東仙台中

531129681734 佐伯　柚稀 ｻｴｷ ﾕｽﾞｷ 女子 2 06 宮　城 仙台中田

549129681633 丹野　遥音 ﾀﾝﾉ ﾊﾙﾈ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

311 金子　千尋 ｶﾈｺ ﾁﾋﾄ 女子 1 06 宮　城 東華中

312 松本　美優 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕ 女子 1 06 宮　城 東華中

342128510522 彦坂　蕗美 ﾋｺｻｶ ﾛﾐ 女子 2 05 宮城 五橋中

566124868332 黒須　めぐみ ｸﾛｽ ﾒｸﾞﾐ 女子 2 05 宮　城 六郷中

968139805531 佐藤　未歩 ｻﾄｳ ﾐﾎ 女子 1 06 宮　城 八木山中

1525 佐藤　安珠 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 女子 2 宮　城 宮教大附属

1490 五十嵐　唯珠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞ 女子 1 06 宮　城 大沢中

2002 今野　水葵 ｺﾝﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

309 小野　はな ｵﾉ ﾊﾅ 女子 1 07 宮　城 東華中

1934 芳賀　未祈 ﾊｶﾞ ﾐﾉﾘ 女子 1 06 加茂中

1935 小林　瑞生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 女子 1 06 加茂中

1936 森岡　心咲 ﾓﾘｵｶ ﾐｻｷ 女子 1 06 加茂中

1760 小山　紗奈 ｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ 女子 1 06 八乙女中学校

1769 鈴木　羽音 ｽｽﾞｷ ﾊﾉﾝ 女子 1 06 八乙女中学校
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1773 加藤　湖子 ｶﾄｳ ｺｺ 女子 1 06 八乙女中学校

1777 齊藤　姫花 ｻｲﾄｳ ﾋﾒｶ 女子 1 06 八乙女中学校

2525 鎌田　結愛 ｶﾏﾀ ﾕｱ 女子 2 宮　城 館中

2522 佐々木　結 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 1 宮　城 館中

2523 志摩　光海 ｼﾏ ｺｳﾅ 女子 1 宮　城 館中

964139805127 遠藤　結 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 女子 1 06 宮　城 八木山中

9671398005026 佐々木　姫菜 ｻｻｷ ﾋﾅ 女子 1 07 宮　城 八木山中

2003 堀尾　華杏奈 ﾎﾘｵ ｶﾝﾅ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

272 今野　李音 ｺﾝﾉ ﾘｵ 女子 2 05 宮　城 東仙台中

269 成瀬　まあれ ﾅﾙｾ ﾏｱﾚ 女子 2 05 宮　城 東仙台中

593133914526 相原　優花 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 1 07 宮　城 六郷中

598133917024 佐々木　夢乃 ｻｻｷ ﾕﾒﾉ 女子 1 06 宮　城 六郷中

1707 針生　茉音 ﾊﾘｳ ﾏｵ 女子 1 06 宮　城 七北田中

1893 山田　葉瑠 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

1488 千葉　綺乃 ﾁﾊﾞ ｱﾔﾉ 女子 1 06 宮　城 大沢中

962139805733 村上　美月 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾞｷ 女子 1 06 宮　城 八木山中

2004 石井　美結 ｲｼｲ ﾐﾕ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

595133917832 田口　詩音 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 女子 1 06 宮　城 六郷中

604 佐藤　　瑠加 ｻﾄｳ  ﾙｶ 女子 1 宮　城 七郷中

605 澤村　　南咲 ｻﾜﾑﾗ  ﾐｻｷ 女子 1 宮　城 七郷中

606 洞城　　夢叶 ﾄﾞｳｼﾞｮｳ  ﾕﾒｶ 女子 1 宮　城 七郷中

631 阿部　　小雪 ｱﾍﾞ  ｺﾕｷ 女子 2 宮　城 七郷中

632 大橋　　奈央 ｵｵﾊｼ  ﾅｵ 女子 2 宮　城 七郷中

633 大山　　桜音 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙﾈ 女子 2 宮　城 七郷中

640 平山　　日菜 ﾋﾗﾔﾏ  ﾋﾅ 女子 2 宮　城 七郷中
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983 富田　奈津実 ﾄﾐﾀ ﾅﾂﾐ 女子 1 宮　城 東北高

570124869333 庄子　理菜 ｼｮｳｼﾞ ﾘﾅ 女子 2 06 宮　城 六郷中

880 伊藤　ののか ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 女子 1 04 宮　城 常盤木学園高校

1533 石丸　ひの ｲｼﾏﾙ ﾋﾉ 女子 1 宮　城 宮教大附属

275 相澤　百世 ｱｲｻﾞﾜ ﾓﾓｾ 女子 1 宮　城 仙台西高

290 晴澤　陽菜 ﾊﾚｻﾜ ﾋﾅ 女子 2 05 宮　城 東華中

275 村上　汐 ﾑﾗｶﾐ ｼｵ 女子 2 05 宮　城 東仙台中

4811140926022 佐藤　美海 ｻﾄｳ ﾐｳﾅ 女子 1 06 宮　城 岩沼中

288 石井　花奈 ｲｼｲ ﾊﾅ 女子 2 05 宮　城 東華中

2001 安達　萌夏 ｱﾀﾞﾁ ﾓｴｶ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

1446 茂泉　朋華 ﾓｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 女子 2 宮　城 広瀬中

4289 髙橋　彩文 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ 女子 92 宮　城 みやぎTFC

703 熊谷　颯良 ｸﾏｶﾞｲ ｿﾗ 女子 1 03 宮　城 松島高校

2526 鈴木　一伽 ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ 女子 2 宮　城 館中

851 福岡　実生 ﾌｸｵｶ ﾐｳ 女子 2 05 宮　城 台原中

961139806027 浅沼　琉菜 ｱｻﾇﾏ ﾙﾅ 女子 1 06 宮　城 八木山中

1842 永澤　舞唯 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｲ 女子 1 宮　城 南光台中

1695 新里　柚香 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕｽﾞｶ 女子 2 05 宮　城 七北田中

1706 江見　奈々葉 ｴﾐ ﾅﾅﾊ 女子 1 06 宮　城 七北田中

2188140833630 小池　花 ｺｲｹ ﾊﾅ 女子 1 06 宮　城 富沢中

274 長谷川　眞尋 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 女子 2 05 宮　城 東仙台中

1708 那波　柚衣 ﾅﾊﾞ ﾕｲ 女子 1 06 宮　城 七北田中

2191140839126 相澤 　紗華 ｱｲｻﾞﾜ ｻﾔｶ 女子 1 06 宮　城 富沢中

1517 鈴木　小幸 ｽｽﾞｷ ｺﾕｷ 女子 2 06 宮　城 大沢中

2484 松岡　美樹 ﾏﾂｵｶ ﾐｷ 女子 1 宮　城 柳生中

639 鈴木　　祐佳 ｽｽﾞｷ  ﾕｳｶ 女子 2 宮　城 七郷中
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974 多田　汐里 ﾀﾀﾞ ｼｵﾘ 女子 3 宮　城 東北高

975 錦戸　楓南 ﾆｼｷﾄﾞ ｶｴﾅ 女子 3 宮　城 東北高

980 林　瞳花 ﾊﾔｼ ｵﾄｶ 女子 2 宮　城 東北高

981 山崎　彩菜 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ 女子 2 宮　城 東北高

986 渡邊　なちる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁﾙ 女子 1 宮　城 東北高

987 佐藤　結唯 ｻﾄｳ ﾕｲ 女子 1 宮　城 東北高

1786 伊東　奏音 ｲﾄｳ ｶﾉﾝ 女子 2 05 八乙女中学校

2106143110919 佐々木　麻瑚 ｻｻｷ ﾏｺ 女子 2 05 宮　城 トウ中

1780 東海林　雪乃 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷﾉ 女子 1 07 八乙女中学校

1333 早坂　優 ﾊﾔｻｶ ﾕｳ 女子 2 05 宮　城 沖野中

596133913626 平野　りょう ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ 女子 1 07 宮　城 六郷中

2172140839429 塩田　ひより ｼｵﾀﾞ ﾋﾖﾘ 女子 1 06 宮　城 富沢中

1491 郡山　実里 ｺｵﾘﾔﾏ ﾐｻﾄ 女子 1 06 宮　城 大沢中

244 及川　恋花 ｵｲｶﾜ ﾚﾝｶ 女子 1 07 宮　城 東仙台中

1704 千葉　あかり ﾁﾊﾞ ｱｶﾘ 女子 2 06 宮　城 七北田中

291 晴澤　星菜 ﾊﾚｻﾜ ｾﾅ 女子 2 05 宮　城 東華中

1895 髙橋　園音美 ﾀｶﾊｼ ｿﾉﾐ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

246 小松　花麗 ｺﾏﾂ ﾚｲ 女子 1 07 宮　城 東仙台中

1453 佐々木　礼乃 ｻｻｷ ｱﾔﾉ 女子 1 宮　城 広瀬中

1523 佐藤　優女子 ｻﾄｳ ﾕﾒｺ 女子 2 宮　城 宮教大附属

599133916730 土屋　咲菜 ﾂﾁﾔ ｻﾅ 女子 1 06 宮　城 六郷中

276 小澤　環希 ｵｻﾞﾜ ﾀﾏｷ 女子 1 宮　城 仙台西高

2521 佐山　寧音 ｻﾔﾏ ﾈﾈ 女子 1 宮　城 館中

1789 原野　詩雛 ﾊﾗﾉ ｼｲﾅ 女子 2 05 八乙女中学校

862 押野　碧宙 ｵｼﾉ ﾐｿﾗ 女子 1 06 宮　城 台原中

1844 佐藤　優妃奈 ｻﾄｳ ﾕｷﾅ 女子 1 宮　城 南光台中

1331 森　彩葉 ﾓﾘ ｲﾛﾊ 女子 2 05 宮　城 沖野中

1341 菊池　碧乃 ｷｸﾁ ｱｵﾉ 女子 1 06 宮　城 沖野中

21731408338731 佐藤　柚香 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｶ 女子 1 06 宮　城 富沢中

1489 安倍　朱莉 ｱﾍﾞ ｱｶﾘ 女子 1 06 宮　城 大沢中

2526 鈴木　一伽 ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ 女子 2 宮　城 館中

2008 佐藤　美空 ｻﾄｳ ﾐｸ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

2193140839530 廣　あかり ﾋﾛ ｱｶﾘ 女子 1 06 宮　城 富沢中

1534 木村　眞子 ｷﾑﾗ ﾏｺ 女子 1 宮　城 宮教大附属

2007 南薗　彩音 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾔｱﾈ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

602 菊地　　璃音 ｷｸﾁ  ﾘｵ 女子 1 宮　城 七郷中
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 女子3000m
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896 佐藤　晴奈 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 女子 3 01 宮　城 常盤木学園高校

881 阿部　ひなた ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ 女子 2 02 宮　城 常盤木学園高校

895 亀谷　夕寧 ｶﾒﾔ ﾕﾈ 女子 3 01 宮　城 常盤木学園高校

973 泉田　蘭 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾗﾝ 女子 3 宮　城 東北高

974 多田　汐里 ﾀﾀﾞ ｼｵﾘ 女子 3 宮　城 東北高

975 錦戸　楓南 ﾆｼｷﾄﾞ ｶｴﾅ 女子 3 宮　城 東北高

980 林　瞳花 ﾊﾔｼ ｵﾄｶ 女子 2 宮　城 東北高

981 山崎　彩菜 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ 女子 2 宮　城 東北高

986 渡邊　なちる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁﾙ 女子 1 宮　城 東北高

987 佐藤　結唯 ｻﾄｳ ﾕｲ 女子 1 宮　城 東北高

883 鶉橋　麻鈴 ｳｽﾞﾗﾊｼ ﾏﾘﾝ 女子 2 02 宮　城 常盤木学園高校

889 田中　璃子 ﾀﾅｶ ﾘｺ 女子 2 02 宮　城 常盤木学園高校

877 齋藤　ほのか ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ 女子 1 03 宮　城 常盤木学園高校

796 千葉　未来 ﾁﾊﾞ ﾐｸ 女子 1 宮　城 聖和学園

882 伊藤　璃乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 02 宮　城 常盤木学園高校

876 内海　菜羽 ｳﾂﾐ  ﾅﾉﾊ 女子 1 03 宮　城 常盤木学園高校

872 鈴木　るん ｽｽﾞｷ ﾙﾝ 女子 1 03 宮　城 常盤木学園高校

874 本多　瑞妃 ﾎﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 女子 1 04 宮　城 常盤木学園高校

1931 佐藤　楓花 ｻﾄｳ ﾌｳｶ 女子 2 05 加茂中

794 石垣　美空 ｲｼｶﾞｷ ﾐｸ 女子 1 宮　城 聖和学園

4753100290416 加賀屋　乃音 ｶｶﾞﾔ ﾉﾉ 女子 1 04 秋　田 横手清陵学院

1895 髙橋　園音美 ﾀｶﾊｼ ｿﾉﾐ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

795 庄司　麗 ｼｮｳｼﾞ ｳﾗﾗ 女子 1 宮　城 聖和学園

797 中野　風花 ﾅｶﾉ ﾌｳｶ 女子 1 宮　城 聖和学園

798 山口　かれん ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾚﾝ 女子 1 宮　城 聖和学園

802 齋藤　寧々 ｻｲﾄｳ ﾈﾈ 女子 1 宮　城 聖和学園

1929 佐藤　こころ ｻﾄｳ ｺｺﾛ 女子 2 05 加茂中

1179 佐藤　佳乃 ｻﾄｳ ﾖｼﾉ 女子 1 00 宮　城 石巻専修大学

1178 佐藤　亜海 ｻﾄｳ ｱﾐ 女子 1 00 宮　城 石巻専修大学

1175 千葉　　彩有花 ﾁﾊﾞ ｻﾕｶ 女子 2 00 宮　城 石巻専修大学
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2021 髙橋　優月 ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 女子 3 04 宮　城 鶴が丘中

601 及川　　汐音 ｵｲｶﾜ  ｼｵﾈ 女子 1 宮　城 七郷中
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161 亀井　安紗 ｶﾒｲ ｱｻ 女子 2 02 宮　城 仙台二華高

217 樫崎　なつ ｶｼｻﾞｷ ﾅﾂ 女子 1 宮　城 仙台向山高
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