
中学1年男子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

1338 山田　旭飛 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 男子 1 07 宮　城 沖野中

995 井幡　遼太郎 ｲﾊﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 1 06 宮　城 八木山中

4990 近藤　龍希 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ 男子 1 07 宮　城 ランナーズハイ

997 志賀　悠汰 ｼｶﾞ ﾕｳﾀ 男子 1 06 宮　城 八木山中

417 蒲生　桜佑 ｶﾞﾓｳ ｵｳｽｹ 男子 1 06 宮　城 八軒中

1766 齋藤　威風 ｻｲﾄｳ ｲﾌｳ 男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1781 大岩　陸人 ｵｵｲﾜ ﾘｸﾄ 男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1217 藤川　昊誠 ﾌｼﾞｶﾜ ｺｳｾｲ 男子 1 07 宮　城 袋原中

4993 佐藤　宏 ｻﾄｳ ﾋﾛ 男子 1 06 宮　城 ランナーズハイ

1462 中村　斗哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳﾔ 男子 1 広瀬中

385 藤原　剛志 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾞｳｼ 男子 1 06 宮　城 愛宕中

1005 鈴木　優冴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 1 07 宮　城 中山中

498 石田　悠真 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 1 06 宮　城 長町中

1784 阿南　太久磨 ｱﾅﾝ ﾀｸﾏ 男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

517 川又　宏 ｶﾜﾏﾀ ｺｳ 男子 1 06 宮　城 長町中

4992 一関　康平 ｲﾁﾉｾｷ ｺｳﾍｲ 男子 1 06 宮　城 ランナーズハイ

1907 掛端　悠人 ｶｹﾊﾀ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

1905 菅野　玲輝 ｶﾝﾉ ﾚｱ 男子 1 07 宮　城 向陽台中

143 鈴木　周 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 男子 1 宮　城 上杉山中

1162 髙橋　圭太朗 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 宮　城 中野中

561 楠原　陸永 ｸｽﾊﾗ ﾘｸﾄ 男子 1 06 宮　城 六郷中

582 齋藤　直輝 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 男子 1 06 宮　城 六郷中

1851 太田　朝日 ｵｵﾀ ｱｻﾋ 男子 1 宮　城 南光台中

514 鈴木　孝太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 男子 1 06 宮　城 長町中

1843 兎澤　瑛士 ﾄｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 男子 1 宮　城 南光台中

420 三浦　羚斗 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾄ 男子 1 06 宮　城 八軒中

1760 羽田　健二 ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1345 篠田　隆雅 ｼﾉﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 男子 1 06 宮　城 沖野中

976 清野　煌太 ｾｲﾉ ｺｳﾀ 男子 1 06 宮　城 八木山中

518 村木　海斗 ﾑﾗｷ ｶｲﾄ 男子 1 07 宮　城 長町中

2194 植野　雄陽 ｳｴﾉ ﾕｳﾔ 男子 1 06 宮　城 富沢中

1435 小石川　光汰 ｺｲｼｶﾜ ｺｳﾀ 男子 1 06 宮　城 西山中

2195 近江　日向 ｵｵﾐ ﾋﾅﾀ 男子 1 06 宮　城 富沢中

978 安藤　遼心 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲ 男子 1 06 宮　城 八木山中

2196 菊池　陸斗 ｷｸﾁ ﾘｸﾄ 男子 1 06 宮　城 富沢中

536 菊川　幹太 ｷｸｶﾜ ｶﾝﾀ 男子 1 06 宮　城 仙台中田

503 千葉　優真 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾏ 男子 1 06 宮　城 長町中

4995 高橋　珀也 ﾀｶﾊｼ ﾊｸﾔ 男子 1 06 宮　城 ランナーズハイ

1904 加藤　遥陽 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

2521 安部　奏音 ｱﾍﾞ ｶﾅﾄ 男子 1 宮　城 館中

2524 早坂　和規 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞｷ 男子 1 宮　城 館中

996 塩坂　悠悟 ｼｵｻｶ ﾕｳｺﾞ 男子 1 06 宮　城 八木山中

999 小島　明希 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 男子 1 06 宮　城 八木山中

1792 高橋　春輝 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1336 佐々木　志道 ｻｻｷ ｼﾄﾞｳ 男子 1 06 宮　城 沖野中

1340 西原　惇生 ﾆｼﾊﾗ ｱﾂｷ 男子 1 06 宮　城 沖野中

1433 熊谷　柊二 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｼﾞ 男子 1 06 宮　城 西山中

594 秋葉　基央人 ｱｷﾊ ｷｵﾄ 男子 1 07 宮　城 六郷中

1047 福井　碧月 ﾌｸｲ ｱﾙﾅ 男子 1 山田中

982 濱川　真之介 ﾊﾏｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 男子 1 06 宮　城 八木山中

1854 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 男子 1 宮　城 南光台中

1909 藤澤　七絆 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅｷ 男子 1 07 宮　城 向陽台中

2189 佐々木　朝陽 ｻｻｷ ｱｻﾋ 男子 1 07 宮　城 富沢中

1482 大久　輝壱 ﾀﾞｲﾋｻ ｷｲﾁ 男子 1 06 大沢中

2290 畠山 　凌　 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ 男子 1 06 宮　城 高森中

1045 明戸　大和 ｱｹﾄ ﾔﾏﾄ 男子 1 山田中

1871 白津　蓮 ｼﾗﾂ ﾚﾝ 男子 1 宮　城 南光台中

1501 門岡　勇我 ｶﾄﾞｵｶ ﾕｳｶﾞ 男子 1 06 大沢中

719 佐藤　宥人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 1 06 宮　城 岩中

1006 前田　瑛人 ﾏｴﾀﾞ ｴｲﾄ 男子 1 06 宮　城 中山中

1780 岩本　陸玖 ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ  男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1343 高玉　煌晴 ﾀｶﾀﾏ ｺｳｾｲ 男子 1 06 宮　城 沖野中

144 小濱　竜之丞 ｺﾊﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 1 宮　城 上杉山中

2522 猪狩　隼哉 ｲｶﾞﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 1 宮　城 館中

691 横山　陽登 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 1 06 宮　城 岩中

705 日野　竜之介 ﾋﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 1 07 宮　城 岩中

592 仲上　俊哉 ﾅｶｶﾞﾐ ﾄｼﾔ 男子 1 07 宮　城 六郷中

501 島津　京平 ｼﾏﾂﾞ ｷｮｳﾍｲ 男子 1 06 宮　城 長町中
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1910 鈴木　豪 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

977 山田　一之進 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁﾉｼﾝ 男子 1 06 宮　城 八木山中

2285 高坂　一輝 ｺｳｻｶ ｶｽﾞｷ 男子 1 06 宮　城 高森中

2333 寺島　祥 ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳ 男子 1 07 宮　城 タゴチュウ

1856 上川名　瑛太 ｶﾐｶﾜﾅ ｴｲﾀ 男子 1 宮　城 南光台中

2284 遠藤　幹太 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 男子 1 06 宮　城 高森中

1857 丹野　将吾 ﾀﾝﾉ ｼｮｳｺﾞ 男子 1 宮　城 南光台中

2200 大友　直哉 ｵｵﾄﾓ ﾅｵﾔ 男子 1 06 宮　城 富沢中

1461 近江　一葉 ｵｳﾐ ｶｽﾞﾊ 男子 1 広瀬中

1342 丹野　瑠海 ﾀﾝﾉ ﾙｶ 男子 1 06 宮　城 沖野中

1214 江畑　宏亮 ｴﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 男子 1 06 宮　城 袋原中

1218 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 1 06 宮　城 袋原中

1865 大友　海晴 ｵｵﾄﾓ ｳﾐﾊﾙ 男子 1 宮　城 南光台中

519 菅原　拓斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 男子 1 06 宮　城 長町中

539 相原　颯太 ｱｲﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 1 06 宮　城 仙台中田

1852 大久　琉来 ｵｵﾋｻ ﾘｸ 男子 1 宮　城 南光台中

1481 品川　瑛洸 ｼﾅｶﾞﾜ ｴｲｺｳ 男子 1 06 大沢中

1862 平井　飛良 ﾋﾗｲ ﾋｲﾛ 男子 1 宮　城 南光台中

1485 浅原　青空 ｱｻﾊﾗ ｿﾗ 男子 1 06 大沢中

1953 鈴木　陽斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 男子 1 06 加茂中

1949 桑原　直希 ｸﾜﾊﾗ ﾅｵｷ 男子 1 07 加茂中

1768 松島　和哉 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾔ 男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1779 佐藤　隼 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

9490 古川　聖泰 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 1 06 錦ケ丘中

1502 佐久間　柊冬 ｻｸﾏ ｼｭｳ 男子 1 06 大沢中

2335 佐藤　健琉 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 男子 1 06 宮　城 タゴチュウ

1873 赤間　文人 ｱｶﾏ ﾌﾐﾄ 男子 1 宮　城 南光台中

591 橘　優斗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 六郷中

1794 伊藤　理喜 ｲﾄｳ ﾘｷ 男子 1 07 宮　城 八乙女中学校

9496 成田　千翔 ﾅﾘﾀ ﾕｷﾄ 男子 1 07 錦ケ丘中

2032 花田　悠斗 ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 鶴が丘中

2035 佐々木　謙志郎 ｻｻｷ ｹﾝｼﾛｳ 男子 1 06 宮　城 鶴が丘中

9498 髙橋　崇慈 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ 男子 1 06 錦ケ丘中

1761 榎本　光希 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｷ 男子 1 07 宮　城 八乙女中学校

2455 嶺岸　瑠依 ﾐﾈｷﾞｼ ﾙｲ 男子 1 07 宮　城 松陵中

2233 佐々木　悠 ｻｻｷ ﾕｳ 男子 1 06 宮　城 南中山

2229 高橋　陽色 ﾀｶﾊｼ ﾋｲﾛ 男子 1 06 宮　城 南中山

2232 木下　凰希 ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 男子 1 06 宮　城 南中山
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1789 小松　幸暉 ｺﾏﾂ ｺｳｷ 男子 3 04 宮　城 八乙女中学校

1786 村井　謙心 ﾑﾗｲ ｹﾝｼﾝ 男子 3 05 宮　城 八乙女中学校

9362 三塚　亜知 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱﾁ 男子 2 青陵

989 細川　海知 ﾎｿｶﾜ ｶｲﾁ 男子 3 04 宮　城 八木山中

4987 高橋　一志 ﾀｶﾊｼ ｶﾂｼ 男子 2 05 宮　城 ランナーズハイ

3081 梅津　祁良 ｳﾒﾂ ｷﾗ 男子 2 05 宮　城 七ヶ宿中

1422 畠山　瀬波 ﾊﾀｹﾔﾏ ｾﾅ 男子 2 05 宮　城 西山中

2540 日下　秀也 ｸｻｶ ｼｭｳﾔ 男子 2 宮　城 館中

508 國領　秋磨 ｺｸﾘｮｳ ｼｭｳﾏ 男子 2 05 宮　城 長町中

1773 伊藤　晴登 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 2 06 宮　城 八乙女中学校

507 奥野　陽太 ｵｸﾉ ﾖｳﾀ 男子 2 05 宮　城 長町中

506 佐藤　広大 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 05 宮　城 長町中

9891 佐藤　七瀬 ｻﾄｳ ﾅﾅｾ 男子 2 広瀬中

124 川上　将太郎 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 2 宮　城 上杉山中

2161 和泉　遥哉 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾔ 男子 3 04 宮　城 富沢中

2180 及川　瑛太 ｵｲｶﾜ ｴｲﾀ 男子 2 05 宮　城 富沢中

1185 佐々木　康大 ｻｻｷ  ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 宮　城 中野中

122 藤澤　日登 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ 男子 2 宮　城 上杉山中

541 佐藤　貴謙 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 男子 2 05 宮　城 仙台中田

2209 戸羽　海翔 ﾄﾊﾞ ｶｲﾄ 男子 2 05 宮　城 南中山

1763 齊藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 2 05 宮　城 八乙女中学校

597 齋藤　悟 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 男子 2 05 宮　城 六郷中

509 工藤　絢成 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｾｲ 男子 2 05 宮　城 長町中

2006 菊地　琉生 ｷｸﾁ ﾙｲ 男子 2 06 宮　城 鶴が丘中

581 佐藤　翔弥 ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 男子 2 05 宮　城 六郷中

1062 加藤　陽大 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 男子 2 山田中

970 荒　貴義 ｱﾗ ﾀｶﾖｼ 男子 2 05 宮　城 八木山中

9363 佐々　優斗 ｻｻ ﾕｳﾄ 男子 2 青陵

712 齋藤　碧 ｻｲﾄｳ ｱｵ 男子 2 05 宮　城 岩中

2165 鈴木　惺太 ｽｽﾞｷ ｾｲﾀ 男子 3 05 宮　城 富沢中

1767 齋藤　虹太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 2 06 宮　城 八乙女中学校

1778 幅　朝飛 ﾊﾊﾞ ｱｻﾋ 男子 2 05 宮　城 八乙女中学校

1455 千葉　剛秀 ﾁﾊﾞ ｺﾞｳｼｭｳ 男子 2 広瀬中

1888 谷地舘　海人 ﾔﾁﾀﾃ ｶｲﾄ 男子 2 05 宮　城 向陽台中

1765 髙野　朱羽馬 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾏ 男子 2 05 宮　城 八乙女中学校

1774 佐藤　紅羚 ｻﾄｳ ｸﾚｲ 男子 2 05 宮　城 八乙女中学校

2295 及川　駿 ｵｲｶﾜ ｼｭﾝ 男子 2 05 宮　城 高森中

1330 小久保　光 ｺｸﾎﾞ ﾋｶﾙ 男子 2 05 宮　城 沖野中

1419 松本　把瑠人 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 2 05 宮　城 西山中

1424 菅野　力矢 ｶﾝﾉ ﾘｷﾔ 男子 2 05 宮　城 西山中

1184 加藤　蒼樹 ｶﾄｳ ｱｵｲ 男子 2 宮　城 中野中

965 小原　　空優 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ 男子 2 05 宮　城 八木山中

1447 佐々木　絢一 ｻｻｷ ｹﾝｲﾁ 男子 2 広瀬中

1890 阿部　翔太 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 2 05 宮　城 向陽台中

1190 髙橋　悠斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 男子 2 宮　城 中野中

1187 若生　壱輝 ﾜｺｳ ｶｽﾞｷ 男子 2 宮　城 中野中

1003 前田　慶吾 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 男子 2 05 宮　城 中山中

551 髙橋　怜央 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 男子 2 05 宮　城 仙台中田

136 髙見澤　太智 ﾀｶﾐｻﾜ ﾀｲﾁ 男子 2 宮　城 上杉山中

711 佐藤　有悟 ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ 男子 2 05 宮　城 岩中

1194 柳田　優介 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 男子 2 宮　城 中野中

1316 菊田　碧空 ｷｸﾀ ｿﾗ 男子 2 05 宮　城 幸町中

1863 千葉　稜介 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 2 宮　城 南光台中

966 菅原　拓斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 男子 2 06 宮　城 八木山中

1188 伊藤　快晃 ｲﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 男子 2 宮　城 中野中

1193 細越　悠聖 ﾎｿｺﾞｴ ﾕｳｾｲ 男子 2 宮　城 中野中

1842 佐々木　唯尊 ｻｻｷ ﾕｲﾄ 男子 2 宮　城 南光台中

1189 山内　悠雅 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｶﾞ 男子 2 宮　城 中野中

971 伊東　暖人 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 2 06 宮　城 八木山中

2296 大沢　翔夢 ｵｵｻﾜ ﾄﾑ 男子 2 05 宮　城 高森中

9896 萱場　広稀 ｶﾔﾊﾞ ﾋﾛｷ 男子 2 広瀬中

9846 稲本　光一郎 ｲﾅﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ 男子 2 05 宮　城 富沢中

1853 佐藤　悠太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 2 宮　城 南光台中

964 伊藤　翔 ｲﾄｳ ｼｮｳ 男子 2 06 宮　城 八木山中

1207 長尾　尊 ﾅｶﾞｵ ﾀｹﾙ 男子 2 05 宮　城 袋原中

1204 早坂　亮汰 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳﾀ 男子 2 05 宮　城 袋原中

540 目黒　優三 ﾒｸﾞﾛ ﾕｳｿﾞｳ 男子 1 06 宮　城 仙台中田

968 榎本　隼人 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 2 05 宮　城 八木山中
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

411 遠藤　怜央 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 男子 2 06 宮　城 八軒中

123 宇佐美　匡 ｳｻﾐ ﾀﾀﾞｼ 男子 2 宮　城 上杉山中

1421 赤間　春樹 ｱｶﾏ ﾊﾙｷ 男子 2 06 宮　城 西山中

1428 葛西　海都 ｶｻｲ ｶｲﾄ 男子 2 05 宮　城 西山中

2181 住井　俊輔 ｽﾐｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 06 宮　城 富沢中

2002 吉田　光太郎 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 06 宮　城 鶴が丘中

128 安藤　翼 ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 男子 2 宮　城 上杉山中

153 前澤　圭治 ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 男子 2 宮　城 上杉山中

1331 河野　優太 ｺｳﾉ ﾕｳﾀ 男子 2 05 宮　城 沖野中

1892 松本　健斗 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾄ 男子 2 06 宮　城 向陽台中
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

1484 新美　友哉 ﾆｲﾐ ﾄﾓﾔ 男子 1 06 大沢中

1329 太田　空 ｵｵﾀ ｿﾗ 男子 2 05 宮　城 沖野中

1474 吉田　奏斗 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾄ 男子 3 広瀬中

2183 大濵　逞真 ｵｵﾊﾏ ﾀｸﾏ 男子 2 05 宮　城 富沢中

580 入江　柚安 ｲﾘｴ ﾕｱﾝ 男子 3 04 宮　城 六郷中

9364 髙橋　和羽 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾊ 男子 2 青陵

1479 鎌田　鋼星 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 3 広瀬中

2169 石川　輝 ｲｼｶﾜ ﾋｶﾙ 男子 3 04 宮　城 富沢中

1478 神山　誠晴 ｶﾐﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 男子 3 広瀬中

575 髙橋　恵生 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 男子 3 04 宮　城 六郷中

567 佐藤　明慈 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ 男子 2 05 宮　城 六郷中

1456 三浦　幸泰 ﾐｳﾗ ｺｳﾀ 男子 3 広瀬中

588 佐藤　祝翔 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 男子 2 05 宮　城 六郷中

562 林　優翔 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 男子 3 05 宮　城 六郷中

9685 佐々木　宥 ｻｻｷ ﾕｳ 男子 3 宮　城 南光台中

2167 杉本　健太 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 男子 3 04 宮　城 富沢中

572 池田　大晟 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ 男子 2 05 宮　城 六郷中

1480 菅野　賢星 ｶﾝﾉ ｹﾝｾｲ 男子 3 広瀬中

409 佐々木　一輝 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ 男子 3 05 宮　城 八軒中

412 大熊　智也 ｵｵｸﾏ ﾄﾓﾔ 男子 2 05 宮　城 八軒中

1841 沼田　順成 ﾇﾏﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 2 宮　城 南光台中

413 藤倉　琉平 ﾌｼﾞｸﾗ ﾘｭｳﾍｲ 男子 2 05 宮　城 八軒中

1464 井上　康介 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 男子 1 広瀬中

577 上原　隆矢 ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾔ 男子 3 04 宮　城 六郷中

4994 菊池　優志 ｷｸﾁ ﾏｻｼ 男子 1 06 宮　城 ランナーズハイ

1859 菊地　夏生 ｷｸﾁ ﾅﾂｷ 男子 2 宮　城 南光台中

402 伊東　夢叶 ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 3 04 宮　城 八軒中

418 堤　舜 ﾂﾂﾐ ｼｭﾝ 男子 1 07 宮　城 八軒中

2538 菊池　悠汰 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 男子 2 宮　城 館中

2332 小野寺　巧真 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾏ 男子 1 07 宮　城 タゴチュウ

9849 三丸　結生 ﾐﾏﾙ ﾕｳｷ 男子 2 05 宮　城 富沢中

578 内村　拓夢 ｳﾁﾑﾗ ﾀｸﾑ 男子 3 04 宮　城 六郷中

568 太田　葵 ｵｵﾀ ｱｵｲ 男子 3 04 宮　城 六郷中

126 福重　和也 ﾌｸｼｹﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 2 宮　城 上杉山中

1203 金子　楽登 ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ 男子 2 06 宮　城 袋原中

2034 大宮　新 ｵｵﾐﾔ ｱﾗﾀ 男子 1 06 宮　城 鶴が丘中

2185 鴨田　匠史 ｶﾓﾀ ﾀｸﾐ 男子 2 05 宮　城 富沢中

1186 平田　健介 ﾋﾗﾀ ｹﾝｽｹ 男子 2 宮　城 中野中

9842 小沼　俊介 ｺﾇﾏ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 05 宮　城 富沢中

3293 山道　優大 ﾔﾏﾐﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 1 06 宮　城 富沢中

4996 寒河江　夏輝 ｻｶﾞｴ ﾅﾂｷ 男子 1 06 宮　城 ランナーズハイ

1465 川端　樹 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 男子 1 広瀬中

125 田邊　裕貴 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 男子 2 宮　城 上杉山中

504 石川　琉蔵 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｿﾞｳ 男子 1 06 宮　城 長町中

1870 佐藤　虹斗 ｻﾄｳ ﾅﾅﾄ 男子 1 宮　城 南光台中

1771 水戸　大翔 ﾐﾄ ﾊﾙﾄ 男子 2 05 宮　城 八乙女中学校

1460 前川　竜之将 ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 1 広瀬中

1902 高橋　明也 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾔ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

1906 菅原　涼平 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾍｲ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

1878 伊藤　大翔 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 2 宮　城 南光台中

499 後藤　達憲 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ 男子 1 06 宮　城 長町中

1192 久道　晴太 ﾋｻﾐﾁ ｾｲﾀ 男子 2 宮　城 中野中

1903 嶺岸　知紀 ﾐﾈｷﾞｼ ﾄﾓﾉﾘ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

510 佐藤　忠馬 ｻﾄｳ ﾁｭｳﾏ 男子 1 06 宮　城 長町中

1161 三浦　拓真 ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 男子 1 宮　城 中野中

9497 毛利　源 ﾓｳﾘ ｹﾞﾝ 男子 1 06 錦ケ丘中

1448 菅原　大聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｾｲ 男子 2 広瀬中

416 黒澤　瑛太 ｸﾛｻﾜ ｴｲﾀ 男子 1 07 宮　城 八軒中

1954 阿部　亮太 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 1 07 加茂中

1948 本田　悠斗 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 1 07 加茂中

1772 守屋　晴斗 ﾓﾘﾔ ﾊﾙﾄ 男子 2 05 宮　城 八乙女中学校

515 大友　惇弘 ｵｵﾄﾓ ｱﾂﾋﾛ 男子 1 06 宮　城 長町中

137 中島　勘太 ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ 男子 1 宮　城 上杉山中

2288 佐藤　楓 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 男子 1 06 宮　城 高森中

2283 山﨑　暖太 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾀ 男子 1 06 宮　城 高森中

131 壷内　優斗 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 1 宮　城 上杉山中

132 鈴木　陽弥 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔ 男子 1 宮　城 上杉山中

1292 田名部　亮太 ﾀﾅﾌﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 1 06 宮　城 幸町中
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1290 岡田　翔琉 ｵｶﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 1 06 宮　城 幸町中

1291 川本　航暉 ｶﾜﾓﾄ ｺｳｷ 男子 1 06 宮　城 幸町中

2456 頼朝　吏冴 ﾖﾘﾄﾓ  ﾂｶｻ 男子 1 07 宮　城 松陵中

4997 八巻　遥貴 ﾔﾏｷ ﾊﾙｷ 男子 1 05 宮　城 ランナーズハイ

2231 菊地　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 男子 1 06 宮　城 南中山

2216 星　龍青 ﾎｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 05 宮　城 南中山
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中学男子4X100mR

ﾁｰﾑ
No ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ ﾁｰﾑ正式名 ﾁｰﾑ名略称 所属名

2164 県中体連強化A ケンチュウタイレンキョウカA 宮城県中体連強化部A 県中体連強化A 県中体連強化

58 長町中A ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳA 仙台市立長町中学校A 長町中A 長町中

288 中野中A ﾅｶﾉﾁｭｳA 仙台市立中野中学校A 中野中A 中野中

1183 上杉山中A ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳA 上杉山中学校A 上杉山中A 上杉山中

954 広瀬中A ﾋﾛｾﾁｭｳA 仙台市立広瀬中学校A 広瀬中A 広瀬中

1065 錦ケ丘中B ニシキガオカチュウB 仙台市立錦ケ丘中学校陸上競技部B 錦ケ丘中B 錦ケ丘中

123 南光台中 ナンコウダイチュウ 仙台市立南光台中学校 南光台中 南光台中

955 広瀬中B ﾋﾛｾﾁｭｳB 仙台市立広瀬中学校B 広瀬中B 広瀬中

163 六郷中A ﾛｸｺﾞｳﾁｭｳA 仙台市立六郷中学校A 六郷中A 六郷中

956 広瀬中C ﾋﾛｾﾁｭｳC 仙台市立広瀬中学校C 広瀬中C 広瀬中

1802 仙台中田A ｾﾝﾀﾞｲﾅｶﾀﾞA 仙台市立中田中学校A 仙台中田A 仙台中田

1103 西山中A ニシヤマチュウA 西山中学校A 西山中A 西山中

287 中野中B ﾅｶﾉﾁｭｳB 仙台市立中野中学校B 中野中B 中野中

665 山田中 ﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ 仙台市立山田中学校 山田中 山田中

522 八軒中 ハチケンチュウ 仙台市立八軒中学校 八軒中 八軒中

211 中山中A ﾅｶﾔﾏﾁｭｳA 仙台市立中山中学校A 中山中A 中山中

212 中山中 ﾅｶﾔﾏﾁｭｳ 仙台市立中山中学校 中山中 中山中

1135 向陽台中A ｺｳﾖｳﾀﾞｲﾁｭｳA 仙台市立向陽台中学校A 向陽台中A 向陽台中

1860 鶴が丘中 ﾂﾙｶﾞｵｶﾁｭｳ 仙台市立鶴が丘中学校 鶴が丘中 鶴が丘中

1182 上杉山中B ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳB 上杉山中学校B 上杉山中B 上杉山中

62 長町中B ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳB 仙台市立長町中学校B 長町中B 長町中

1181 上杉山中C ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳC 上杉山中学校C 上杉山中C 上杉山中

1006 沖野中A オキノﾁｭｳA 仙台市立沖野中学校A 沖野中A 沖野中

601 高森中 タカモリチュウ 仙台市立高森中学校 高森中 高森中

164 六郷中B ﾛｸｺﾞｳﾁｭｳB 仙台市立六郷中学校B 六郷中B 六郷中

1136 向陽台中B ｺｳﾖｳﾀﾞｲﾁｭｳB 仙台市立向陽台中学校B 向陽台中B 向陽台中

1008 沖野中B オキノﾁｭｳB 仙台市立沖野中学校B 沖野中B 沖野中

181 大沢中A ｵｵｻﾜﾁｭｳA 仙台市立大沢中学校A 大沢中A 大沢中

1066 錦ケ丘中A ニシキガオカチュウA 仙台市立錦ケ丘中学校陸上競技部A 錦ケ丘中A 錦ケ丘中

642 八乙女中学校A ﾔｵﾄﾒﾁｭｳｶﾞｯｺｳA 仙台市立八乙女中学校A 八乙女中学校A 八乙女中学校

643 八乙女中学校B ﾔｵﾄﾒﾁｭｳｶﾞｯｺｳB 仙台市立八乙女中学校B 八乙女中学校B 八乙女中学校

732 ランナーズハイ ランナーズハイ ランナーズハイ ランナーズハイ ランナーズハイ

1199 袋原中A ﾌｸﾛﾊﾞﾗﾁｭｳA 仙台市立袋原中学校A 袋原中A 袋原中

1537 南中山 ﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏ 仙台市立南中山中学校 南中山 南中山

1630 青陵A ｾｲﾘｮｳA 仙台青陵中等教育学校A 青陵A 青陵

1671 富沢中 ﾄﾐｻﾞﾜﾁｭｳ 仙台市立富沢中学校 富沢中 富沢中

2223 県中体連強化B ｹﾝﾁｭｳﾀﾝﾚｲﾝｷｮｳｶB 県中体連強化B 県中体連強化B 県中体連強化
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2165 鈴木　惺太 ｽｽﾞｷ ｾｲﾀ 男子 3 05 宮　城 富沢中

573 角田　隼 ｶｸﾀ ﾊﾔﾄ 男子 2 05 宮　城 六郷中

1872 藤石　涼生 ﾌｼﾞｲｼ ﾘｮｳｳ 男子 2 宮　城 南光台中

129 杵淵　彪冴 ｷﾈﾌﾁ ﾋｭｳｶﾞ 男子 2 宮　城 上杉山中

1003 前田　慶吾 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 男子 2 05 宮　城 中山中

1770 橋浦　雅英 ﾊｼｳﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 男子 2 05 宮　城 八乙女中学校

121 福士　心 ﾌｸｼ ｼﾝ 男子 2 宮　城 上杉山中

2245 板倉　　大翔 ｲﾀｸﾗ ﾀﾞｲﾄ 男子 2 05 宮　城 茂庭台中

9891 佐藤　七瀬 ｻﾄｳ ﾅﾅｾ 男子 2 広瀬中

9883 倉林　正宗 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾑﾈ 男子 2 広瀬中

2033 早坂　学 ﾊﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 男子 1 06 宮　城 鶴が丘中

9493 堀内　羽琉 ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙ 男子 1 06 錦ケ丘中

9494 島津　綾汰 ｼﾏﾂﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 1 07 錦ケ丘中
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中学男子走幅跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

1888 谷地舘　海人 ﾔﾁﾀﾃ ｶｲﾄ 男子 2 05 宮　城 向陽台中

2182 江渕　友 ｴﾌﾞﾁ ﾕｳｼ 男子 2 05 宮　城 富沢中

1184 加藤　蒼樹 ｶﾄｳ ｱｵｲ 男子 2 宮　城 中野中

9486 内田　貴斗 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾄ 男子 3 04 錦ケ丘中

2218 横山　暖人 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 2 05 宮　城 南中山

976 清野　煌太 ｾｲﾉ ｺｳﾀ 男子 1 06 宮　城 八木山中

9844 西坂　優司 ﾆｼｻｶ ﾕｳｼ 男子 2 05 宮　城 富沢中

1765 髙野　朱羽馬 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾏ 男子 2 05 宮　城 八乙女中学校

1459 荒川　沓摩 ｱﾗｶﾜ ﾄｳﾏ 男子 2 広瀬中

1046 荒川　碧 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 男子 1 山田中

154 早坂　天瀬 ﾊﾔｻｶ ﾃﾝｾ 男子 2 宮　城 上杉山中

1194 柳田　優介 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 男子 2 宮　城 中野中

1443 小野　由成 ｵﾉ ﾕｳｾｲ 男子 2 広瀬中

127 槻田　涼 ﾂｷﾀ ﾘｮｳ 男子 2 宮　城 上杉山中

516 木村　航和 ｷﾑﾗ ｺｳﾜ 男子 1 07 宮　城 長町中

518 村木　海斗 ﾑﾗｷ ｶｲﾄ 男子 1 07 宮　城 長町中

1778 幅　朝飛 ﾊﾊﾞ ｱｻﾋ 男子 2 05 宮　城 八乙女中学校

9888 庄子　太陽 ｼｮｳｼﾞ ﾀｲﾖｳ 男子 3 広瀬中

1325 村上　裕真 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 男子 2 06 宮　城 沖野中

135 市村　凛人 ｲﾁﾑﾗ ﾘﾋﾄ 男子 1 宮　城 上杉山中

1907 掛端　悠人 ｶｹﾊﾀ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

1454 八嶋　黎琉 ﾔｼﾏ ﾚｱﾙ 男子 2 広瀬中

9491 佐藤　天馬 ｻﾄｳ ﾃﾝﾏ 男子 1 06 錦ケ丘中

145 菊地　羚 ｷｸﾁ ﾚﾝ 男子 1 宮　城 上杉山中

1905 菅野　玲輝 ｶﾝﾉ ﾚｱ 男子 1 07 宮　城 向陽台中

1866 森　康祐 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 男子 1 宮　城 南光台中

1768 松島　和哉 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾔ 男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1769 狩野　煌大 ｶﾘﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 1 07 宮　城 八乙女中学校

1780 岩本　陸玖 ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ  男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1791 地主　志咲 ｼﾞﾇｼ ｼｮｳ 男子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1904 加藤　遥陽 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

1334 佐藤　聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 男子 1 06 宮　城 沖野中

585 森岡　拓海 ﾓﾘｵｶ ﾀｸﾐ 男子 1 06 宮　城 六郷中

1332 橋本　大輝 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男子 1 06 宮　城 沖野中

1909 藤澤　七絆 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅｷ 男子 1 07 宮　城 向陽台中

9495 佐藤　翔瑠 ｻﾄｳ ﾊﾙ 男子 1 06 錦ケ丘中

1910 鈴木　豪 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

2215 高田　匡一郎 ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 男子 2 05 宮　城 南中山
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中学男子砲丸投(5.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

2163 兜森　琉 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾘｭｳ 男子 3 04 宮　城 富沢中

404 髙橋　寛 ﾀｶﾊｼ ｶﾝ 男子 3 05 宮　城 八軒中

2036 村松　徳大 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾘﾀ 男子 1 07 宮　城 鶴が丘中

9489 佐藤　海飛 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 男子 2 05 錦ケ丘中

520 大畑　輝宙 ｵｵﾊﾀ ｷﾗ 男子 1 06 宮　城 長町中

9840 鈴木　優人 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 2 05 宮　城 富沢中

550 佐藤　陸斗 ｻﾄｳ ﾘｸﾄ 男子 2 05 宮　城 仙台中田

1952 田川　輝隻 ﾀｶﾞﾜ ｷｾｷ 男子 1 06 加茂中

590 渡部　義文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 男子 2 05 宮　城 六郷中

381 熊谷　陸 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｸ 男子 1 06 宮　城 愛宕中

1864 黒田　三樹雄 ｸﾛﾀﾞ ﾐｷｵ 男子 1 宮　城 南光台中

1844 吉村　碧斗 ﾖｼﾑﾗ ｱｵﾄ 男子 1 宮　城 南光台中

362 大場　優成 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｾｲ 男子 2 05 宮　城 愛宕中

587 伊東　壮也 ｲﾄｳ ｿｳﾔ 男子 1 06 宮　城 六郷中
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中学1年女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

483 佐藤　結芽 ｻﾄｳ ﾕﾒ 女子 1 06 宮　城 長町中

485 布屋　希恵果 ﾇﾉﾔ ｷｴｶ 女子 1 06 宮　城 長町中

2030 横澤　日菜 ﾖｺｻﾜ ﾋﾅ 女子 1 06 宮　城 鶴が丘中

491 岩本　蒼夢 ｲﾜﾓﾄ ｱﾑ 女子 1 06 宮　城 長町中

535 佐藤　あいり ｻﾄｳ ｱｲﾘ 女子 1 06 宮　城 仙台中田

412 佐藤　綸 ｻﾄｳ ﾘﾝ 女子 1 06 宮　城 八軒中

124 虎岩　あかり ﾄﾗｲﾜ ｱｶﾘ 女子 1 宮　城 上杉山中

1764 小関　汐音 ｺｾｷ ｼｵﾝ 女子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1452 大窪　愛菜 ｵｵｸﾎﾞ ｱｲﾅ 女子 1 広瀬中

488 金子　莉菜 ｶﾈｺ ﾘﾅ 女子 1 06 宮　城 長町中

1161 加納　瑞季 ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ 女子 1 宮　城 中野中

1164 髙橋　乃愛 ﾀｶﾊｼ  ﾉｱ 女子 1 宮　城 中野中

1454 髙橋　和 ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 広瀬中

598 佐々木　夢乃 ｻｻｷ ﾕﾒﾉ 女子 1 06 宮　城 六郷中

490 中嶋　凛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝ 女子 1 06 宮　城 長町中

1766 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 女子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1783 中村　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 女子 1 06 宮　城 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

481 畑　美羽 ﾊﾀ ﾐｳ 女子 1 06 宮　城 長町中

2169 尾形　美羽 ｵｶﾞﾀ ﾐｳ 女子 1 06 宮　城 富沢中

1761 船橋　美結 ﾌﾅﾊｼ ﾐﾕ 女子 1 06 宮　城 八乙女中学校

489 千葉　心遥 ﾁﾊﾞ ｺｺﾊ 女子 1 06 宮　城 長町中

3081 今野　かれん ｺﾝﾉ ｶﾚﾝ 女子 1 06 宮　城 七ヶ宿中

2194 齋藤　萌々 ｻｲﾄｳ ﾓﾓ 女子 1 07 宮　城 富沢中

1418 宮崎　雫月 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｽﾞｸ 女子 1 06 宮　城 西山中

1010 中里　心妃 ﾅｶｻﾄ ﾐｻｷ 女子 1 06 宮　城 中山中

1041 廣瀬　心優 ﾋﾛｾ ﾐﾕ 女子 1 山田中

1304 赤間　聖留 ｱｶﾏ ｾｲﾙ 女子 1 06 宮　城 幸町中

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

1769 鈴木　羽音 ｽｽﾞｷ ﾊﾉﾝ 女子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1773 加藤　湖子 ｶﾄｳ ｺｺ 女子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1340 石山　葉奈 ｲｼﾔﾏ ﾊﾅ 女子 1 06 宮　城 沖野中

1419 髙田　茉子 ﾀｶﾀﾞ ﾏｺ 女子 1 06 宮　城 西山中

122 橋本　光哩 ﾊｼﾓﾄ ﾋｶﾘ 女子 1 宮　城 上杉山中

123 野村　信乃 ﾉﾑﾗ ｼﾉ 女子 1 宮　城 上杉山中

142 岩松　芙咲 ｲﾜﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 女子 1 宮　城 上杉山中

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

2325 菅原　一葉 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾊ 女子 1 06 宮　城 タゴチュウ

1042 岡崎　留奈 ｵｶｻﾞｷ ﾙﾅ 女子 1 山田中

525 佐藤　琉花 ｻﾄｳ ﾙｶ 女子 1 07 宮　城 仙台中田

524 吉田　茜 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 1 06 宮　城 仙台中田

965 小田　夏映 ｵﾀﾞ ﾅﾂｴ 女子 1 06 宮　城 八木山中

2195 和泉　真優 ｲｽﾞﾐ ﾏﾕ 女子 1 06 宮　城 富沢中

1845 加藤　華 ｶﾄｳ ﾊﾅｺ 女子 1 宮　城 南光台中

1015 土屋　はな ﾂﾁﾔ ﾊﾅ 女子 1 06 宮　城 中山中

9493 横山　夕夏 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾅ 女子 1 06 錦ケ丘中

1496 手塚　莉子 ﾃﾂｶ ﾘｺ 女子 1 06 大沢中

1841 澁谷　梨乃 ｼﾌﾞﾔ ﾘﾉ 女子 1 宮　城 南光台中

487 二階堂　碧咲 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｱｷ 女子 1 06 宮　城 長町中

1843 濵髙　りさ ﾊﾏﾀｶ ﾘｻ 女子 1 宮　城 南光台中

1014 木村　陽菜子 ｷﾑﾗ ﾋﾅｺ 女子 1 07 宮　城 中山中

1162 大場　奏和 ｵｵﾊﾞ ｿﾅ 女子 1 宮　城 中野中

2324 冨澤　結愛 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｱ 女子 1 07 宮　城 タゴチュウ

1503 中澤　華蓮 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 女子 1 06 大沢中

966 小室　華音 ｺﾑﾛ ｶﾉﾝ 女子 1 06 宮　城 八木山中

1760 小山　紗奈 ｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ 女子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1762 武田　和奏 ﾀｹﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1777 齊藤　姫花 ｻｲﾄｳ ﾋﾒｶ 女子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1336 佐藤　美優 ｻﾄｳ ﾐﾕ 女子 1 06 宮　城 沖野中

538 渡部　真姫奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾅ 女子 1 07 宮　城 仙台中田

1490 五十嵐　唯珠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞ 女子 1 06 大沢中

1013 黒川　夏葉 ｸﾛｶﾜ ﾅﾂﾊ 女子 1 06 宮　城 中山中

963 横田　結菜 ﾖｺﾀ ﾕｳﾅ 女子 1 06 宮　城 八木山中

967 佐々木　姫菜 ｻｻｷ ﾋﾅ 女子 1 07 宮　城 八木山中
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中学1年女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

1306 横山　ゆな ﾖｺﾔﾏ ﾕﾅ 女子 1 07 宮　城 幸町中

964 遠藤　結 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 女子 1 06 宮　城 八木山中

968 佐藤　未歩 ｻﾄｳ ﾐﾎ 女子 1 06 宮　城 八木山中

2184 松崎　佳歩 ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾎ 女子 1 06 宮　城 富沢中

1232 吉田　あすか ﾖｼﾀﾞ ｱｽｶ 女子 1 06 宮　城 袋原中

962 村上　美月 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾞｷ 女子 1 06 宮　城 八木山中

593 相原　優花 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 1 07 宮　城 六郷中

1338 佐々木　悠衣 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 1 06 宮　城 沖野中

2183 中山　千愛 ﾅｶﾔﾏ ｾﾗ 女子 1 06 宮　城 富沢中

2181 阿部　桜奈 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 女子 1 06 宮　城 富沢中

1494 佐藤　千紘 ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 女子 1 06 大沢中

2190 菊地　雛楓 ｷｸﾁ ﾋﾅｶ 女子 1 06 宮　城 富沢中

595 田口　詩音 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 女子 1 06 宮　城 六郷中

2186 髙橋　光香 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｶ 女子 1 07 宮　城 富沢中

2187 泉谷　咲葵 ｲｽﾞﾐﾔ ﾁｻｷ 女子 1 06 宮　城 富沢中

2191 相澤　紗華 ｱｲｻﾞﾜ ｻﾔｶ 女子 1 06 宮　城 富沢中

2192 生越　真香登 ｵｺﾞｾ ﾏｺﾄ 女子 1 06 宮　城 富沢中

9497 石井　心夢 ｲｼｲ ﾐﾕ 女子 1 06 錦ケ丘中

9495 金子　杏美 ｶﾈｺ ｱﾐ 女子 1 06 錦ケ丘中

2453 千種　梨央 ﾁｸﾞｻ ﾘｵ 女子 1 06 宮　城 松陵中

2454 千葉　音愛 ﾁﾊﾞ ﾉｱ 女子 1 06 宮　城 松陵中

2201 伊藤　美和 ｲﾄｳ ﾐﾜ 女子 1 06 宮　城 南中山

2203 今野　朱夏 ｺﾝﾉ ｱﾔｶ 女子 1 06 宮　城 南中山

2206 岡本　七海 ｵｶﾓﾄ ﾅﾅﾐ 女子 1 06 宮　城 南中山

2209 只野　華梨 ﾀﾀﾞﾉ ｶﾘﾝ 女子 1 06 宮　城 南中山

2213 笹山　奈々 ｻｻﾔﾏ ﾅﾅ 女子 1 06 宮　城 南中山

2215 尾崎　心花 ｵｻﾞｷ ｺｺﾅ 女子 1 06 宮　城 南中山

2216 若林　凛 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 女子 1 07 宮　城 南中山
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中学2・3年女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

4983 黒丸　朝日 ｸﾛﾏﾙ ｱｻﾋ 女子 3 04 宮　城 ランナーズハイ

1065 大槻　ゆめ ｵｵﾂｷ ﾕﾒ 女子 2 山田中

2315 佐藤　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 女子 2 05 宮　城 高森中

2174 細川　叶 ﾎｿｶﾜ ｶﾅｴ 女子 2 05 宮　城 富沢中

4984 草野　らら ｸｻﾉ ﾗﾗ 女子 3 04 宮　城 ランナーズハイ

1328 阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 2 05 宮　城 沖野中

1281 板橋　瑠花 ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 女子 2 05 宮　城 幸町中

533 葛岡　晏 ｸｽﾞｵｶ ｱﾝ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

1055 名取　優杏 ﾅﾄﾘ ﾕｱﾝ 女子 3 山田中

125 相澤　紗良 ｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 女子 2 宮　城 上杉山中

9395 林　日菜 ﾊﾔｼ ﾋﾅ 女子 3 青陵

505 宮本　夏希 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂｷ 女子 2 05 宮　城 長町中

510 倉田　あかり ｸﾗﾀ ｱｶﾘ 女子 2 05 宮　城 長町中

9386 寺山　奈々 ﾃﾗﾔﾏ ﾅﾅ 女子 3 青陵

1790 内山　美奈 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾅ 女子 2 05 宮　城 八乙女中学校

508 永沼　愛恵 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｴ 女子 2 05 宮　城 長町中

405 櫻井　心花 ｻｸﾗｲ ﾓﾄｶ 女子 2 05 宮　城 八軒中

1928 佐々木　希綾 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 2 05 加茂中

1788 木村　風希 ｷﾑﾗ ﾌｳｷ 女子 2 05 宮　城 八乙女中学校

1210 根岸　美紗 ﾈｷﾞｼ ﾐｻ 女子 2 05 宮　城 袋原中

1213 佐々木　まりあ ｻｻｷ ﾏﾘｱ 女子 2 05 宮　城 袋原中

513 斉藤　美桜 ｻｲﾄｳ ﾐｵ 女子 2 06 宮　城 長町中

1785 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 女子 2 05 宮　城 八乙女中学校

1451 佐藤　萌音 ｻﾄｳ ﾓﾈ 女子 2 広瀬中

406 今野　日陽 ｺﾝﾉ ﾋﾖﾘ 女子 2 05 宮　城 八軒中

1775 大久保　柚貴 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｽﾞｷ 女子 2 05 宮　城 八乙女中学校

1330 丹野　美優 ﾀﾝﾉ ﾐﾕｳ 女子 2 05 宮　城 沖野中

1892 飯塚　あずな ｲｲﾂﾞｶ ｱｽﾞﾅ 女子 2 06 宮　城 向陽台中

507 菅原　美南子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅｺ 女子 2 05 宮　城 長町中

1287 小林　聖愛 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 女子 2 05 宮　城 幸町中

1063 細谷　真優 ﾎｿﾔ ﾏﾕ 女子 2 山田中

512 阿部　優衣奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 女子 2 06 宮　城 長町中

374 小野寺　志歩 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾎ 女子 2 05 宮　城 愛宕中

569 浅川　来瞳 ｱｻｶﾜ ｸﾙﾐ 女子 2 05 宮　城 六郷中

1332 伊藤　梨乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 05 宮　城 沖野中

127 林　ゆい ﾊﾔｼ ﾕｲ 女子 2 宮　城 上杉山中

130 吉田　真菜 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ 女子 2 宮　城 上杉山中

129 大竹　菜緒 ｵｵﾀｹ ﾅｵ 女子 2 宮　城 上杉山中

2326 羽渕　茉乃 ﾊﾌﾞﾁ ﾏﾉ 女子 2 05 宮　城 富沢中

1194 太田　ゆら ｵｵﾀ ﾕﾗ 女子 2 宮　城 中野中

1189 糟谷　かんな ｶｽﾔ ｶﾝﾅ 女子 2 宮　城 中野中

531 佐伯　柚稀 ｻｴｷ ﾕｽﾞｷ 女子 2 06 宮　城 仙台中田

9363 畑井　颯 ﾊﾀｲ ｻﾂｷ 女子 2 青陵

1516 星　優花 ﾎｼ ﾕｶ 女子 2 05 大沢中

1449 鈴木　南羽 ｽｽﾞｷ ﾅﾉﾊ 女子 2 広瀬中

1411 髙田　萌衣 ﾀｶﾀﾞ ﾒｲ 女子 2 05 宮　城 西山中

1006 大山　里咲 ｵｵﾔﾏ ﾘｻ 女子 2 05 宮　城 中山中

2226 鹿野　優愛 ｼｶﾉ ﾕｱ 女子 2 06 宮　城 南中山

1515 佐々木　風鈴 ｻｻｷ ｶﾘﾝ 女子 2 05 大沢中

509 山崎　浬香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｶ 女子 2 05 宮　城 長町中

2006 岸　瑞希 ｷｼ ﾐｽﾞｷ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

1932 稲富　ゆいか ｲﾅﾄﾐ ﾕｲｶ 女子 2 05 加茂中

1776 上塚　爽月 ｶﾐﾂﾞｶ ｻﾂｷ 女子 2 05 宮　城 八乙女中学校

1789 原野　詩雛 ﾊﾗﾉ ｼｲﾅ 女子 2 05 宮　城 八乙女中学校

1480 稲村　若菜 ｲﾅﾑﾗ ﾜｶﾅ 女子 2 広瀬中

1475 早坂　真凜 ﾊﾔｶｻ ﾏﾘﾝ 女子 2 広瀬中

549 丹野　遥音 ﾀﾝﾉ ﾊﾙﾈ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

1448 黒沢　陽花 ｸﾛｻﾜ ﾋﾅ 女子 2 広瀬中

1460 宮本　穂花 ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 2 広瀬中

9489 アンダーソン菅原　ティアラ ｱﾝﾀﾞｰｿﾝｽｶﾞﾜﾗ ﾃｨｱﾗ 女子 2 06 錦ケ丘中

1185 髙山　椎凪 ﾀｶﾔﾏ ｼｲﾅ 女子 2 宮　城 中野中

1442 齋藤　陽菜 ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 女子 2 広瀬中

2525 鎌田　結愛 ｶﾏﾀ ﾕｱ 女子 2 宮　城 館中

2002 今野　水葵 ｺﾝﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

2131 中島　花恋 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾚﾝ 女子 2 06 宮　城 富沢中

1282 伊東　なな子 ｲﾄｳ ﾅﾅｺ 女子 2 05 宮　城 幸町中

1933 大沼　璃咲 ｵｵﾇﾏ ﾘｻｷ 女子 2 05 加茂中

1930 青木　香純 ｱｵｷ ｶｽﾐ 女子 2 05 加茂中

1 / 2
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

1183 大宮　里都 ｵｵﾐﾔ ﾘﾂ 女子 2 宮　城 中野中

1184 武田　華奈 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ 女子 2 宮　城 中野中

982 柏坂　まりな ｶｼﾜｻﾞｶ ﾏﾘﾅ 女子 1 05 宮　城 八木山中

1193 濱野　瑞紀 ﾊﾏﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 2 宮　城 中野中

1192 葉山　愛琉 ﾊﾔﾏ ﾒｲﾙ 女子 2 宮　城 中野中

2003 堀尾　華杏奈 ﾎﾘｵ ｶﾝﾅ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

9491 千葉　優杏 ﾁﾊﾞ ﾕｽﾞ 女子 2 06 錦ケ丘中

1893 山田　葉瑠 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

2341 佐藤　葵 ｻﾄｳ ｱｵｲ 女子 2 05 宮　城 タゴチュウ

2348 工藤　紅音 ｸﾄﾞｳ ｱｶﾈ 女子 2 06 宮　城 タゴチュウ

2452 達　小雪 ﾀﾞﾃ ｺﾕｷ 女子 2 06 宮　城 松陵中
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1333 早坂　優 ﾊﾔｻｶ ﾕｳ 女子 2 05 宮　城 沖野中

1491 郡山　実里 ｺｵﾘﾔﾏ ﾐｻﾄ 女子 1 06 大沢中

1489 安倍　朱莉 ｱﾍﾞ ｱｶﾘ 女子 1 06 大沢中

1488 千葉　綺乃 ﾁﾊﾞ ｱﾔﾉ 女子 1 06 大沢中

9397 渡部　心優 ﾜﾀﾍﾞ ｼｭｳ 女子 3 青陵

1786 伊東　奏音 ｲﾄｳ ｶﾉﾝ 女子 2 05 宮　城 八乙女中学校

9487 室井　思歩 ﾑﾛｲ ｼﾎ 女子 3 04 錦ケ丘中

9500 小玉　羽央 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾅｶ 女子 3 05 錦ケ丘中

1889 柏崎　日向子 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾋﾅｺ 女子 3 04 宮　城 向陽台中

1064 和泉　晴空 ｲｽﾞﾐ ｿﾗ 女子 2 山田中

1005 小林　愛果 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 女子 2 05 宮　城 中山中

1214 佐藤　夢渚 ｻﾄｳ ﾕﾅ 女子 2 05 宮　城 袋原中

9492 小玉　さくら ｺﾀﾞﾏ ｻｸﾗ 女子 1 06 錦ケ丘中

1194 太田　ゆら ｵｵﾀ ﾕﾗ 女子 2 宮　城 中野中

1929 佐藤　こころ ｻﾄｳ ｺｺﾛ 女子 2 05 加茂中

1446 茂泉　朋華 ﾓｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 女子 2 広瀬中

1895 髙橋　園音美 ﾀｶﾊｼ ｿﾉﾐ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

1187 瀬戸川　茜音 ｾﾄｶﾞﾜ ｱｶﾈ 女子 2 宮　城 中野中

1842 永澤　舞唯 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｲ 女子 1 宮　城 南光台中

1847 関内　友萌 ｾｷｳﾁ ﾕﾒ 女子 2 宮　城 南光台中

1011 花坂　美咲 ﾊﾅｻｶ ﾐｻｷ 女子 1 07 宮　城 中山中

2526 鈴木　一伽 ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ 女子 2 宮　城 館中

1854 熊谷　彩奈 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾅ 女子 2 宮　城 南光台中

1789 原野　詩雛 ﾊﾗﾉ ｼｲﾅ 女子 2 05 宮　城 八乙女中学校

1453 佐々木　礼乃 ｻｻｷ ｱﾔﾉ 女子 1 広瀬中

486 鈴木　彩佳 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 女子 1 06 宮　城 長町中

1062 鍋谷　風華 ﾅﾍﾞﾔ ﾌｳｶ 女子 2 山田中

1043 長嶋　花歩 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾎ 女子 1 山田中

1891 浅野　綾花 ｱｻﾉ ｱﾔｶ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

1291 鈴木　稀優 ｽｽﾞｷ ﾏﾕ 女子 2 05 宮　城 幸町中

121 岡元　絵璃 ｵｶﾓﾄ ｴﾘ 女子 1 宮　城 上杉山中

144 中西　美結 ﾅｶﾆｼ ﾐﾕ 女子 1 宮　城 上杉山中

138 庄司　美玲 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾚｲ 女子 2 宮　城 上杉山中

133 市村　櫻都 ｲﾁﾑﾗ ｵﾄ 女子 2 宮　城 上杉山中

128 佐藤　杏茉音 ｻﾄｳ ｱﾏﾈ 女子 2 宮　城 上杉山中

2923 針生　桃歌 ﾊﾘｳ ﾓﾓｶ 女子 2 05 宮　城 富沢中

2323 荒田　雪和 ｱﾗﾀ ﾕｷﾅ 女子 1 07 宮　城 タゴチュウ

0 佐々木　麻瑚 ｻｻｷ ﾏｺ 女子 2 05 宮　城 南光台東中

4982 渡部　麗穏 ﾜﾀﾍﾞ ﾘｵﾝ 女子 3 05 宮　城 ランナーズハイ

2224 小林　愛実 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 女子 2 05 宮　城 南中山

2227 天野　優 ｱﾏﾉ ﾕｳ 女子 2 05 宮　城 南中山

2221 岩井　美澪 ｲﾜｲ ﾐﾚｲ 女子 2 06 宮　城 南中山

2223 柿崎　美弥 ｶｷｻﾞｷ ﾐﾐ 女子 2 05 宮　城 南中山

2208 相楽　茉子 ｻｶﾞﾗ ﾏｺ 女子 1 06 宮　城 南中山

2209 只野　華梨 ﾀﾀﾞﾉ ｶﾘﾝ 女子 1 06 宮　城 南中山

2211 今野　里香 ｲﾏﾉ ｻﾄｶ 女子 1 06 宮　城 南中山
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1931 佐藤　楓花 ｻﾄｳ ﾌｳｶ 女子 2 05 加茂中

570 庄子　理菜 ｼｮｳｼﾞ ﾘﾅ 女子 2 06 宮　城 六郷中

1889 柏崎　日向子 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾋﾅｺ 女子 3 04 宮　城 向陽台中

1888 長田　結愛 ｵｻﾀﾞ ﾕｲ 女子 3 04 宮　城 向陽台中

596 平野　りょう ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ 女子 1 07 宮　城 六郷中

506 佐藤　咲季 ｻﾄｳ ｻｷ 女子 2 05 宮　城 長町中

599 土屋　咲菜 ﾂﾁﾔ ｻﾅ 女子 1 06 宮　城 六郷中

2521 佐山　寧音 ｻﾔﾏ ﾈﾈ 女子 1 宮　城 館中

1844 佐藤　優妃奈 ｻﾄｳ ﾕｷﾅ 女子 1 宮　城 南光台中

0 佐々木　麻瑚 ｻｻｷ ﾏｺ 女子 2 05 宮　城 南光台東中

2210 星　綾乃 ﾎｼ ｱﾔﾉ 女子 1 06 宮　城 南中山

2001 安達　萌夏 ｱﾀﾞﾁ ﾓｴｶ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

2008 佐藤　美空 ｻﾄｳ ﾐｸ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中
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中学女子4X100mR

ﾁｰﾑ
No ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ ﾁｰﾑ正式名 ﾁｰﾑ名略称 所属名

2165 県中体連強化A ケンチュウタイレンキョウカA 宮城県中体連強化部A 県中体連強化A 県中体連強化

2166 県中体連強化B ケンチュウタイレンキョウカB 宮城県中体連強化部B 県中体連強化B 県中体連強化

59 長町中A ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳA 仙台市立長町中学校A 長町中A 長町中

523 八軒中 ハチケンチュウ 仙台市立八軒中学校 八軒中 八軒中

289 中野中A ﾅｶﾉﾁｭｳA 仙台市立中野中学校A 中野中A 中野中

1186 上杉山中A ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳA 上杉山中学校A 上杉山中A 上杉山中

60 長町中B ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳB 仙台市立長町中学校B 長町中B 長町中

666 山田中 ﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ 仙台市立山田中学校 山田中 山田中

290 中野中B ﾅｶﾉﾁｭｳB 仙台市立中野中学校B 中野中B 中野中

959 広瀬中A ﾋﾛｾﾁｭｳA 仙台市立広瀬中学校A 広瀬中A 広瀬中

1104 西山中A ニシヤマチュウA 西山中学校A 西山中A 西山中

1804 仙台中田A ｾﾝﾀﾞｲﾅｶﾀﾞA 仙台市立中田中学校A 仙台中田A 仙台中田

1185 上杉山中B ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳB 上杉山中学校B 上杉山中B 上杉山中

213 中山中A ﾅｶﾔﾏﾁｭｳA 仙台市立中山中学校A 中山中A 中山中

1007 沖野中A オキノﾁｭｳA 仙台市立沖野中学校A 沖野中A 沖野中

165 六郷中A ﾛｸｺﾞｳﾁｭｳA 仙台市立六郷中学校A 六郷中A 六郷中

61 長町中C ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳC 仙台市立長町中学校C 長町中C 長町中

545 加茂中A ｶﾓﾁｭｳA 仙台市立加茂中学校A 加茂中A 加茂中

1861 鶴が丘中 ﾂﾙｶﾞｵｶﾁｭｳ 仙台市立鶴が丘中学校 鶴が丘中 鶴が丘中

957 広瀬中B ﾋﾛｾﾁｭｳB 仙台市立広瀬中学校B 広瀬中B 広瀬中

1803 仙台中田B ｾﾝﾀﾞｲﾅｶﾀﾞB 仙台市立中田中学校B 仙台中田B 仙台中田

1067 錦ケ丘中A ニシキガオカチュウA 仙台市立錦ケ丘中学校陸上競技部A 錦ケ丘中A 錦ケ丘中

1184 上杉山中C ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳC 上杉山中学校C 上杉山中C 上杉山中

182 大沢中A ｵｵｻﾜﾁｭｳA 仙台市立大沢中学校A 大沢中A 大沢中

958 広瀬中C ﾋﾛｾﾁｭｳC 仙台市立広瀬中学校C 広瀬中C 広瀬中

1068 錦ケ丘中B ニシキガオカチュウB 仙台市立錦ケ丘中学校陸上競技部B 錦ケ丘中B 錦ケ丘中

493 幸町中 ｻｲﾜｲﾁｮｳﾁｭｳ 仙台市立幸町中学校 幸町中 幸町中

644 八乙女中学校B ﾔｵﾄﾒﾁｭｳｶﾞｯｺｳB 仙台市立八乙女中学校B 八乙女中学校B 八乙女中学校

645 八乙女中学校A ﾔｵﾄﾒﾁｭｳｶﾞｯｺｳA 仙台市立八乙女中学校A 八乙女中学校A 八乙女中学校

1536 南中山A ﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏA 仙台市立南中山中学校A 南中山A 南中山

1538 南中山B ﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏB 仙台市立南中山中学校B 南中山B 南中山

1631 青陵A ｾｲﾘｮｳA 仙台青陵中等教育学校A 青陵A 青陵

1672 富沢中 ﾄﾐｻﾞﾜﾁｭｳ 仙台市立富沢中学校 富沢中 富沢中
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中学女子走高跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

9859 宮本　ひより ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾖﾘ 女子 2 05 宮　城 富沢中

157 玉澤　七海 ﾀﾏｻﾜ ﾅﾅﾐ 女子 3 宮　城 上杉山中

1001 和村　華果 ﾜﾑﾗ ﾊﾅｶ 女子 1 04 宮　城 中山中

132 佐々木　結音 ｻｻｷ ﾕｲﾈ 女子 2 宮　城 上杉山中

143 三宅　舞花 ﾐﾔｹ ﾏｲｶ 女子 2 宮　城 上杉山中

512 阿部　優衣奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 女子 2 06 宮　城 長町中

134 佐藤　絢弓 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 女子 2 宮　城 上杉山中

139 関本　華 ｾｷﾓﾄ ﾊﾅ 女子 2 宮　城 上杉山中

417 鈴木　恵菜 ｽｽﾞｷ ｴﾅ 女子 2 05 宮　城 八軒中

1480 稲村　若菜 ｲﾅﾑﾗ ﾜｶﾅ 女子 2 広瀬中

2717 曽我　野々花 ｿｶﾞ ﾉﾉｶ 女子 2 05 宮　城 富沢中

2242 渡邉　　結愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ 女子 1 06 宮　城 茂庭台中

1421 城下　心 ｼﾛｼﾀ ｺｺﾛ 女子 1 07 宮　城 西山中

136 石川　あかり ｲｼｶﾜ ｱｶﾘ 女子 2 宮　城 上杉山中

487 二階堂　碧咲 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｱｷ 女子 1 06 宮　城 長町中

1305 平山　恵 ﾋﾗﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 女子 1 06 宮　城 幸町中
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中学女子走幅跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

2022 中澤　里緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 女子 3 05 宮　城 鶴が丘中

1890 山口　こうめ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾒ 女子 3 04 宮　城 向陽台中

1775 大久保　柚貴 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｽﾞｷ 女子 2 05 宮　城 八乙女中学校

126 粂　花音 ｸﾒ ｶﾉﾝ 女子 2 宮　城 上杉山中

566 黒須　めぐみ ｸﾛｽ ﾒｸﾞﾐ 女子 2 05 宮　城 六郷中

9400 宮本　莉奈 ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾅ 女子 3 青陵

407 佐々木　心優 ｻｻｷ ﾐﾕｳ 女子 2 05 宮　城 八軒中

507 菅原　美南子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅｺ 女子 2 05 宮　城 長町中

1007 狩野　琴美 ｶﾘﾉ ｺﾄﾐ 女子 2 05 宮　城 中山中

490 中嶋　凛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝ 女子 1 06 宮　城 長町中

1061 下山　藍 ｼﾓﾔﾏ ｱｲ 女子 2 山田中

571 星　陽果莉 ﾎｼ ﾋｶﾘ 女子 2 05 宮　城 六郷中

489 千葉　心遥 ﾁﾊﾞ ｺｺﾊ 女子 1 06 宮　城 長町中

481 畑　美羽 ﾊﾀ ﾐｳ 女子 1 06 宮　城 長町中

416 早坂　日菜 ﾊﾔｻｶ ﾋﾅ 女子 2 05 宮　城 八軒中

1460 宮本　穂花 ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 2 広瀬中

1894 齋　さくら ｻｲ ｻｸﾗ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

1217 大和　聖奈 ﾔﾏﾄ ｾﾅ 女子 2 06 宮　城 袋原中

536 佐藤　結来 ｻﾄｳ ﾕﾗ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

1012 生島　心菜 ｲｸｼﾏ ｺｺﾅ 女子 1 06 宮　城 中山中

1193 濱野　瑞紀 ﾊﾏﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 2 宮　城 中野中

9494 鈴木　花 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 女子 1 06 錦ケ丘中

1773 加藤　湖子 ｶﾄｳ ｺｺ 女子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1783 中村　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 女子 1 06 宮　城 八乙女中学校

1855 赤羽　舞香 ｱｶﾊﾞﾈ ﾏｲｶ 女子 2 宮　城 南光台中

378 藤野　心寧 ﾌｼﾞﾉ ｺｺﾈ 女子 2 05 宮　城 愛宕中

1927 今井　理鶴 ｲﾏｲ ﾘﾂﾞ 女子 2 05 加茂中

1442 齋藤　陽菜 ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 女子 2 広瀬中

1339 相澤　優月 ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 06 宮　城 沖野中

9489 アンダーソン菅原　ティアラ ｱﾝﾀﾞｰｿﾝｽｶﾞﾜﾗ ﾃｨｱﾗ 女子 2 06 錦ケ丘中

9490 大泉　羽衣音 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾊｲﾈ 女子 2 05 錦ケ丘中

141 佐藤　美羽 ｻﾄｳ ｳﾙﾊ 女子 1 宮　城 上杉山中

2176 齋藤　璃子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 女子 2 05 宮　城 富沢中

9499 鈴木　花歩 ｽｽﾞｷ ｶﾎ 女子 1 06 錦ケ丘中

1300 中村　莉乃 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾉ 女子 1 07 宮　城 幸町中

2222 遠藤　想乃栞 ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾉｶ 女子 2 05 宮　城 南中山

2228 河原木　莉沙 ｶﾜﾗｷﾞ ﾘｻ 女子 2 06 宮　城 南中山

2229 熊谷　和佳奈 ｸﾏｶﾞｲ ﾜｶﾅ 女子 2 05 宮　城 南中山

2212 岩渕　彩花 ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾔｶ 女子 1 06 宮　城 南中山
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中学女子砲丸投(2.721kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 所属名

2021 髙橋　優月 ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 女子 3 04 宮　城 鶴が丘中

9488 伏見　菜乃花 ﾌｼﾐ ﾅﾉｶ 女子 2 05 錦ケ丘中

508 永沼　愛恵 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｴ 女子 2 05 宮　城 長町中

532 佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

1423 斉藤　真思 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 女子 1 06 宮　城 西山中

140 横山　みなみ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾅﾐ 女子 2 宮　城 上杉山中

137 遠藤　柚季 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞｷ 女子 2 宮　城 上杉山中

1474 仙葉　美優 ｾﾝﾊﾞ ﾐﾕｳ 女子 2 広瀬中

484 鈴木　颯世 ｽｽﾞｷ ｻﾖ 女子 1 06 宮　城 長町中

534 菅野　ほのか ｶﾝﾉ ﾎﾉｶ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

1190 阿部　千夏 ｱﾍﾞ ﾁﾅﾂ 女子 2 宮　城 中野中

410 荒川　芽生 ｱﾗｶﾜ ﾒｲ 女子 1 06 宮　城 八軒中

411 塚村　夏帆 ﾂｶﾑﾗ ｶﾎ 女子 1 06 宮　城 八軒中

1216 寺川　珠瑛瑠 ﾃﾗｶﾜ ｼﾞｭｴﾙ 女子 2 05 宮　城 袋原中

1186 太田　珠里 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾘ 女子 2 宮　城 中野中

1299 加藤　莉央 ｶﾄｳ ﾘｵ 女子 1 06 宮　城 幸町中

2225 鈴木　彩咲 ｽｽﾞｷ ｻｷ 女子 2 05 宮　城 南中山

2231 芳賀　碧 ﾊｶﾞ ｱｵｲ 女子 2 05 宮　城 南中山

2214 氏家　ｻｸﾗﾃｨｱﾗ ｳｼﾞｲｴ ｻｸﾗﾃｨｱﾗ 女子 1 06 宮　城 南中山
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