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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

1789 小松　幸暉 ｺﾏﾂ ｺｳｷ 男子 3 宮　城 八乙女中学校

872 文屋　総一郎 ﾌﾞﾝﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 2 05 宮　城 台原中

1786 村井　謙心 ﾑﾗｲ ｹﾝｼﾝ 男子 3 宮　城 八乙女中学校

225 星　颯人 ﾎｼ ﾌｳﾄ 男子 2 05 宮城 宮城野中

2540 日下　秀也 ｸｻｶ ｼｭｳﾔ 男子 2 宮　城 館中

1773 伊藤　晴登 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 2 宮　城 八乙女中学校

34200141166423 森　唯斗 ﾓﾘ ﾕｲﾄ 男子 1 06 宮　城 五橋中

223 白石　創 ｼﾗｲｼ ｿｳ 男子 2 05 宮城 宮城野中

216100118068630 和泉　遥哉 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾔ 男子 3 04 宮　城 富沢中

1567 亀　佑海 ｶﾒ ﾕｳ 男子 1 宮　城 宮城聴覚中

271 螺　大河 ﾎﾗｶﾞｲ  ﾀｲｶﾞ 男子 2 05 宮　城 東仙台中

1185 佐々木　康大 ｻｻｷ  ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 宮　城 中野中

1763 齊藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 2 宮　城 八乙女中学校

59700133915426 齋藤　悟 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 男子 2 05 宮　城 六郷中

2483 小林　大也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾔ 男子 2 柳生中

32300128509328 中村　拓郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾛｳ 男子 2 05 宮　城 五橋中

63600129872635 菅野　陽汰 ｶﾝﾉ ﾋﾅﾀ 男子 2 05 宮　城 七郷中

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

2243 中川　翔唯 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｲ 男子 2 05 宮　城 茂庭台中

1338 山田　旭飛 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 男子 1 07 宮　城 沖野中

227 藤田　琉紀 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｷ 男子 2 05 宮城 宮城野中

1062 加藤　陽大 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 男子 2 宮　城 山田中

2006 菊地　琉生 ｷｸﾁ ﾙｲ 男子 2 06 宮　城 鶴が丘中

1447 佐々木　絢一 ｻｻｷ ｹﾝｲﾁ 男子 2 宮　城 広瀬中

58100124866835 佐藤　翔弥 ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 男子 2 05 宮　城 六郷中

35000128509025 小野　遥斗 ｵﾉ ﾊﾙﾄ 男子 2 06 宮　城 五橋中

1344 竹沢　航 ﾀｹｻﾞﾜ ｺｳ 男子 1 06 宮　城 沖野中

654 熊谷　皇我 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｶﾞ 男子 2 05 宮　城 高砂中

122 藤澤　日登 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ 男子 2 宮　城 上杉山中

1805 千葉　央翔 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄ 男子 2 将監中

868 宗川　拓真 ｿｳｶﾜ ﾀｸﾏ 男子 2 05 宮　城 台原中

1765 髙野　朱羽馬 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾏ 男子 2 宮　城 八乙女中学校

1462 中村　斗哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳﾔ 男子 1 宮　城 広瀬中

9892 東海林　歩斗 ｼｮｳｼﾞ ｱﾕﾄ 男子 2 宮　城 広瀬中

9896 萱場　広稀 ｶﾔﾊﾞ ﾋﾛｷ 男子 2 宮　城 広瀬中

1455 千葉　剛秀 ﾁﾊﾞ ｺﾞｳｼｭｳ 男子 2 宮　城 広瀬中

1184 加藤　蒼樹 ｶﾄｳ ｱｵｲ 男子 2 宮　城 中野中

1419 松本　把瑠人 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 2 05 宮　城 西山中

249 小鷹　正久 ｺﾀｶ ﾏｻﾋｻ 男子 2 05 宮　城 東仙台中

1781 大岩　陸人 ｵｵｲﾜ ﾘｸﾄ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

1890 阿部　翔太 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 2 05 宮　城 向陽台中

210 根元　優幸 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 男子 1 06 宮城 宮城野中

498 石田　悠真 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 1 06 宮　城 長町中

136 髙見澤　太智 ﾀｶﾐｻﾜ ﾀｲﾁ 男子 2 宮　城 上杉山中

100500140889131 鈴木　優冴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 1 07 宮　城 中山中

1316 菊田　碧空 ｷｸﾀ ｿﾗ 男子 2 05 宮　城 幸町中

1458 成澤　大地 ﾅﾘｻﾜ ﾁﾋﾛ 男子 2 宮　城 広瀬中

514 鈴木　孝太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 男子 1 06 宮　城 長町中

1188 伊藤　快晃 ｲﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 男子 2 宮　城 中野中

1424 菅野　力矢 ｶﾝﾉ ﾘｷﾔ 男子 2 05 宮　城 西山中

1193 細越　悠聖 ﾎｿｺﾞｴ ﾕｳｾｲ 男子 2 宮　城 中野中

1766 齋藤　威風 ｻｲﾄｳ ｲﾌｳ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

144 小濱　竜之丞 ｺﾊﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 1 宮　城 上杉山中

205 後藤田　勇哉 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 1 07 宮城 宮城野中

56100133913020 楠原　陸永 ｸｽﾊﾗ ﾘｸﾄ 男子 1 06 宮　城 六郷中

540141170721 目黒　優三 ﾒｸﾞﾛ ﾕｳｿﾞｳ 男子 1 06 宮　城 仙台中田

1189 山内　悠雅 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｶﾞ 男子 2 宮　城 中野中

1046 荒川　碧 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 男子 1 宮　城 山田中

58200133912221 齋藤　直輝 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 男子 1 06 宮　城 六郷中

248 相澤　柊太 ｱｲｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 男子 2 05 宮　城 東仙台中

41100125305521 遠藤　怜央 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 男子 2 06 宮　城 八軒中

42000135726226 三浦　羚斗 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾄ 男子 1 06 宮　城 八軒中

2253 佐々木　献 ｻｻｷ ｹﾝ 男子 1 06 宮　城 茂庭台中

2498 町田　新 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾗﾀ 男子 2 柳生中

9454 和久田　芯杜 ﾜｸﾀﾞ ｼﾝﾄ 男子 1 06 仙台二華

1767 齋藤　虹太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 2 宮　城 八乙女中学校

9450 藤田　青以 ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 男子 1 06 仙台二華

1330 小久保　光 ｺｸﾎﾞ ﾋｶﾙ 男子 2 05 宮　城 沖野中
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1340 西原　惇生 ﾆｼﾊﾗ ｱﾂｷ 男子 1 06 宮　城 沖野中

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

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

1345 篠田　隆雅 ｼﾉﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 男子 1 06 宮　城 沖野中

503 千葉　優真 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾏ 男子 1 06 宮　城 長町中

1808 下田　　拓実 ｼﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 2 将監中

262 青嶋　悠生 ｱｵｼﾏ ﾕｳｷ 男子 1 06 宮　城 東仙台中

2490 渡辺　竣弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 1 柳生中

536141171015 菊川　幹太 ｷｸｶﾜ ｶﾝﾀ 男子 1 06 宮　城 仙台中田

212 菅原　臣吾 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｺﾞ 男子 1 07 宮城 宮城野中

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

2500 竹内　蓮斗 ﾀｹｳﾁ ﾚﾝﾄ 男子 1 柳生中

204 上田　歩夢 ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾑ 男子 1 06 宮城 宮城野中

1784 阿南　太久磨 ｱﾅﾝ ﾀｸﾏ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

2501 東海林　蓮 ｼｮｳｼﾞ ﾚﾝ 男子 1 柳生中

128 安藤　翼 ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 男子 2 宮　城 上杉山中

9451 志賀　圭太朗 ｼｶﾞ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 06 仙台二華

143 鈴木　周 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 男子 1 宮　城 上杉山中

60100136227627 大宮　綾介 ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 06 宮　城 七郷中

2036 村松　徳大 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾘﾀ 男子 1 07 宮　城 鶴が丘中

1760 羽田　健二 ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男子 1 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

2489 大髙　滉斗 ｵｵﾀｶ ﾋﾛﾄ 男子 1 柳生中

59400133910017 秋葉　基央人 ｱｷﾊ ｷｵﾄ 男子 1 07 宮　城 六郷中

259 伊藤　蒼空 ｲﾄｳ ｿﾗ 男子 1 06 宮　城 東仙台中

1047 福井　碧月 ﾌｸｲ ｱﾙﾅ 男子 1 宮　城 山田中

111200142160721 岩瀬　斗真 ｲﾜｾ ﾄｳﾏ 男子 1 06 宮　城 蒲町中

501 島津　京平 ｼﾏｽﾞ ｷｮｳﾍｲ 男子 1 06 宮　城 長町中

1428 葛西　海都 ｶｻｲ ｶｲﾄ 男子 2 05 宮　城 西山中

123 宇佐美　匡 ｳｻﾐ ﾀﾀﾞｼ 男子 2 宮　城 上杉山中

519 菅原　拓斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 男子 1 06 宮　城 長町中

63100129869237 芦野　真叶 ｱｼﾉ ﾏﾅﾄ 男子 2 05 宮　城 七郷中

209 阿部　真士 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 男子 1 06 宮城 宮城野中

841 佐々木　有輝 ｻｻｷ ｱﾘｷ 男子 1 06 宮　城 台原中

2008 窪田　優 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳ 男子 2 宮　城 鶴が丘中

1343 高玉　煌晴 ﾀｶﾀﾏ ｺｳｾｲ 男子 1 06 宮　城 沖野中

1421 赤間　春樹 ｱｶﾏ ﾊﾙｷ 男子 2 06 宮　城 西山中

59200133914930 仲上　俊哉 ﾅｶｶﾞﾐ ﾄｼﾔ 男子 1 07 宮　城 六郷中

110800142160418 星野　航世 ﾎｼﾉ ｺｳｾｲ 男子 1 06 宮　城 蒲町中

1331 河野　優太 ｺｳﾉ ﾕｳﾀ 男子 2 05 宮　城 沖野中

111000142160519 千葉　敦生 ﾁﾊﾞ ｱﾂｷ 男子 1 07 宮　城 蒲町中

1045 明戸　大和 ｱｹﾄ ﾔﾏﾄ 男子 1 宮　城 山田中

1290 岡田　翔琉 ｵｶﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 1 06 宮　城 幸町中

1183 池谷　謙伍 ｲｹｶﾞﾔ ｹﾝｺﾞ 男子 2 宮　城 中野中

1165 木村　昇陽 ｷﾑﾗ ｱｻﾋ 男子 1 宮　城 中野中

676 阿部　智康 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔｽ 男子 1 06 宮　城 高砂中

857 佐々木　大成 ｻｻｷ ﾀｲｾｲ 男子 1 07 宮　城 台原中

858 小野寺　建 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 男子 1 06 宮　城 台原中

241 遠藤　大地 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 男子 1 06 宮　城 東仙台中

1772 守屋　晴斗 ﾓﾘﾔ ﾊﾙﾄ 男子 2 宮　城 八乙女中学校

1779 佐藤　隼 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

1794 伊藤　理喜 ｲﾄｳ ﾘｷ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

1790 阿部　颯 ｱﾍﾞ ﾊﾔﾃ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

2522 猪狩　隼哉 ｲｶﾞﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 1 宮　城 館中

34500141166019 小林　智信 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ 男子 1 07 宮　城 五橋中

1342 丹野　瑠海 ﾀﾝﾉ ﾙｶ 男子 1 06 宮　城 沖野中

845 炭村　友貴 ｽﾐﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 1 06 宮　城 台原中

153 前澤　圭治 ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 男子 2 宮　城 上杉山中

545141170620 壹岐　泰我 ｲｷ ﾀｲｶﾞ 男子 1 07 宮　城 仙台中田

100600140889232 前田　瑛人 ﾏｴﾀﾞ ｴｲﾄ 男子 1 06 宮　城 中山中

1823 山﨑　建心 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾝ 男子 1 将監中

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

1909 藤澤　七絆 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅｷ 男子 1 07 宮　城 向陽台中

1910 鈴木　豪 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

1811 岩朝　悠斗 ｲﾜｻ ﾕｳﾄ 男子 1 将監中

859 工藤　翔 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳ 男子 1 06 宮　城 台原中
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1809 髙山　裕平 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 男子 1 将監中

1892 松本　健斗 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾄ 男子 2 06 宮　城 向陽台中

206 北谷　圭汰 ｷﾀﾔ ｹｲﾀ 男子 1 07 宮城 宮城野中

1041 阿部　善 ｱﾍﾞ ｾﾞﾝ 男子 1 宮　城 山田中

1821 熊谷　煌輝 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 男子 1 将監中

1761 榎本　光希 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｷ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

2031 天野　瑞樹 ｱﾏﾉ ﾐｽﾞｷ 男子 1 07 宮　城 鶴が丘中

2032 花田　悠斗 ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 鶴が丘中

278100134479533 木村　瞭仁 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾄ 男子 2 05 宮　城 ウルスラ中

278700134496128 福山　良斗 ﾌｸﾔﾏ ﾖｼﾄ 男子 2 05 宮　城 ウルスラ中
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218300130071517 大濵　逞真 ｵｵﾊﾏ ﾀｸﾏ 男子 2 05 宮　城 富沢中

216900118072221 石川　輝 ｲｼｶﾜ ﾋｶﾙ 男子 3 04 宮　城 富沢中

216700118069025 杉本　健太 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 男子 3 04 宮　城 富沢中

0 宅石　亘佑 ﾀｸｼｲ ｺｳｽｹ 男子 2 05 富沢中

0 岡田　快 ｵｶﾀﾞ ｶｲ 男子 3 04 富沢中

0 橋浦　大和 ﾊｼｳﾗ ﾔﾏﾄ 男子 2 05 富沢中

0 佐藤　倫太朗 ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 3 04 富沢中

1807 菅原　惇也 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 2 将監中

218500130071416 鴨田　匠史 ｶﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 2 05 宮　城 富沢中

984900132207419 三丸　結生 ﾐﾏﾙ ﾕｳ 男子 2 05 宮　城 富沢中

0 田中　遼 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 男子 2 06 富沢中

677 遠藤　　巧望 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 男子 1 07 宮　城 高砂中

1051 後村　光星 ｱﾄﾑﾗ ｺｳｾｲ 男子 3 宮　城 山田中

1474 吉田　奏斗 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾄ 男子 3 宮　城 広瀬中

58000112174723 入江　柚安 ｲﾘｴ ﾕｱﾝ 男子 3 04 宮　城 六郷中

1479 鎌田　鋼星 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 3 宮　城 広瀬中

1776 新野　歩武 ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ 男子 2 宮　城 八乙女中学校

1478 神山　誠晴 ｶﾐﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 男子 3 宮　城 広瀬中

1456 三浦　幸泰 ﾐｳﾗ ｺｳﾀ 男子 3 宮　城 広瀬中

56700124864833 佐藤　明慈 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ 男子 2 05 宮　城 六郷中

1785 伊藤　光成 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 3 宮　城 八乙女中学校

58800124867735 佐藤　祝翔 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 男子 2 05 宮　城 六郷中

57200124865228 池田　大晟 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ 男子 2 05 宮　城 六郷中

57500112165521 髙橋　恵生 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 男子 3 04 宮　城 六郷中

1775 五十嵐　大貴 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｷ 男子 3 宮　城 八乙女中学校

1480 菅野　賢星 ｶﾝﾉ ｹﾝｾｲ 男子 3 宮　城 広瀬中

1477 亀谷　勇輝 ｶﾒﾔ ﾕｳｷ 男子 2 宮　城 広瀬中

562 林　優翔 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 男子 3 05 宮　城 六郷中

1186 平田　健介 ﾋﾗﾀ ｹﾝｽｹ 男子 2 宮　城 中野中

110300131364119 劉　鴻億 ﾘｭｳ ﾎﾝｲ 男子 2 05 宮　城 蒲町中

2506 樋口　碧生 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 男子 2 柳生中

1464 井上　康介 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 男子 1 宮　城 広瀬中

9443 鈴木　朝陽 ｽｽﾞｷ ｱｻﾋ 男子 2 05 仙台二華

41200125305622 大熊　智也 ｵｵｸﾏ ﾄﾓﾔ 男子 2 05 宮　城 八軒中

41300125305723 藤倉　琉平 ﾌｼﾞｸﾗ ﾘｭｳﾍｲ 男子 2 05 宮　城 八軒中

1783 中村　優李 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

0 島田　　音 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾝ 男子 3 宮　城 八乙女中学校

57700112171518 上原　隆矢 ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾔ 男子 3 04 宮　城 六郷中

1192 久道　晴太 ﾋｻﾐﾁ ｾｲﾀ 男子 2 宮　城 中野中

1460 前川　竜之将 ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 1 宮　城 広瀬中

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

57800112173722 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

513 近藤　快成 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲｾｲ 男子 1 06 宮　城 長町中

1044 本多　涼聖 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 男子 1 宮　城 山田中

2481 熊坂　煌介 ｸﾏｻｶ ｷｮｳｽｹ 男子 2 柳生中

534129681027 大洞　晶平 ｵｵﾎﾗ ｼｮｳﾍｲ 男子 2 06 宮　城 仙台中田

255 富樫　治 ﾄｶﾞｼ ｵｻﾑ 男子 1 07 宮　城 東仙台中

2034 大宮　新 ｵｵﾐﾔ ｱﾗﾀ 男子 1 06 宮　城 鶴が丘中

1782 大場　啓助 ｵｵﾊﾞ ｹｲｽｹ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

0 菅澤　晴生 ｽｶﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 男子 3 宮　城 八乙女中学校

1902 高橋　明也 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾔ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

9894 鎌田　昇星 ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳｾｲ 男子 2 宮　城 広瀬中

126 福重　和也 ﾌｸｼｹﾞ ｶｽﾞﾔ 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

510 佐藤　忠馬 ｻﾄｳ ﾁｭｳﾏ 男子 1 06 宮　城 長町中

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

1161 三浦　拓真 ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 男子 1 宮　城 中野中

1109 横田　悠真 ﾖｺﾀ ﾕｳﾏ 男子 1 06 宮　城 蒲町中

137 中島　勘太 ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ 男子 1 宮　城 上杉山中

499 後藤　達憲 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ 男子 1 06 宮　城 長町中

224 髙橋　将輝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 男子 2 05 宮城 宮城野中

1113 佐藤　隆太郎 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 1 07 宮　城 蒲町中

125 田邊　裕貴 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 男子 2 宮　城 上杉山中

1114 田中　孝太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 男子 1 宮　城 蒲町中

219 白石　晟 ｼﾗｲｼ ｾｲ 男子 1 06 宮城 宮城野中

41600135722525 黒澤　瑛太 ｸﾛｻﾜ ｴｲﾀ 男子 1 07 宮　城 八軒中
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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

1465 川端　樹 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 男子 1 宮　城 広瀬中

132 鈴木　陽弥 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔ 男子 1 宮　城 上杉山中

226 鈴木　佑星 ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 男子 2 05 宮城 宮城野中

1771 水戸　大翔 ﾐﾄ ﾊﾙﾄ 男子 2 宮　城 八乙女中学校

2482 小玉　大輝 ｺﾀﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 2 柳生中

217 安藤　賢治郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ 男子 1 06 宮城 宮城野中

1448 菅原　大聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｾｲ 男子 2 宮　城 広瀬中

511 徳田　翔太 ﾄｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 1 06 宮　城 長町中

202 石橋　政宗 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾑﾈ 男子 1 06 宮城 宮城野中

131 壷内　優斗 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 1 宮　城 上杉山中

1461 近江　一葉 ｵｳﾐ ｶｽﾞﾊ 男子 1 宮　城 広瀬中

141 谷野　佑弥 ﾀﾆﾉ ﾕｳﾔ 男子 1 宮　城 上杉山中

9452 志賀　天星 ｼｶﾞ ﾃﾝｾｲ 男子 1 06 仙台二華
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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

223 白石　創 ｼﾗｲｼ ｿｳ 男子 2 05 宮城 宮城野中

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

1774 佐藤　紅羚 ｻﾄｳ ｸﾚｲ 男子 2 宮　城 八乙女中学校

9891 佐藤　七瀬 ｻﾄｳ ﾅﾅｾ 男子 2 宮　城 広瀬中

1455 千葉　剛秀 ﾁﾊﾞ ｺﾞｳｼｭｳ 男子 2 宮　城 広瀬中

870 長　智晴 ﾁｮｳ ﾄﾓﾊﾙ 男子 2 05 宮　城 台原中

1162 髙橋　圭太朗 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 宮　城 中野中

535129680834 白川　竜乃介 ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 06 宮　城 仙台中田

246 立花　琳大 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘﾝﾀ 男子 1 06 宮　城 東仙台中

63500129872029 蒔苗　翔皇 ﾏｶﾅｴ ｼｮｳ 男子 2 05 宮　城 七郷中

533129680935 太田　一輝 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 男子 2 06 宮　城 仙台中田

34900128509934 川村　侑駕 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 男子 2 05 宮　城 五橋中

1792 高橋　春輝 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

532141170317 柿沼　諒樹 ｶｷﾇﾏ ﾘｮｳｷ 男子 2 05 宮　城 仙台中田

1904 加藤　遥陽 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

33000128509126 豊川　悠莉 ﾄﾖｶﾜ ﾕｳﾘ 男子 2 05 宮　城 五橋中
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中学男子4X100mR

No. ﾁｰﾑ名 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 個人所属地

130 県中体連強化A 342 森　唯斗 男子 1 県中体連強化 宮　城

872 文屋　総一郎 男子 2 県中体連強化 宮　城

1544 桑名　正道 男子 3 県中体連強化 宮　城

1773 伊藤　晴登 男子 2 県中体連強化 宮　城

1786 村井　謙心 男子 3 県中体連強化 宮　城

1789 小松　幸暉 男子 3 県中体連強化 宮　城

2922 守屋　蓮 男子 3 県中体連強化 宮　城

1001 中野中A 1184 加藤　蒼樹 ｶﾄｳ ｱｵｲ 男子 2 中野中 宮　城

1185 佐々木　康大 ｻｻｷ  ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 中野中 宮　城

1187 若生　壱輝 ﾜｺｳ ｶｽﾞｷ 男子 2 中野中 宮　城

1190 髙橋　悠斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 男子 2 中野中 宮　城

81 宮城野中A 205 後藤田　勇哉 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 1 07 宮城野中 宮城

223 白石　創 ｼﾗｲｼ ｿｳ 男子 2 05 宮城野中 宮城

225 星　颯人 ﾎｼ ﾌｳﾄ 男子 2 05 宮城野中 宮城

227 藤田　琉紀 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｷ 男子 2 05 宮城野中 宮城

1228 高砂中A 650 石河　太雅 ｲｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 男子 2 05 高砂中 宮　城

654 熊谷　皇我 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｶﾞ 男子 2 05 高砂中 宮　城

659 我妻　丞次 ﾜｶﾞﾂﾏ ｼﾞｮｳｷﾞ 男子 2 05 高砂中 宮　城

676 阿部　智康 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔｽ 男子 1 06 高砂中 宮　城

678 松本　日翔 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 1 06 高砂中 宮　城

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

1765 髙野　朱羽馬 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾏ 男子 2 八乙女中学校 宮　城

1767 齋藤　虹太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 2 八乙女中学校 宮　城

1774 佐藤　紅羚 ｻﾄｳ ｸﾚｲ 男子 2 八乙女中学校 宮　城

1778 幅　朝飛 ﾊﾊﾞ ｱｻﾋ 男子 2 八乙女中学校 宮　城

1781 大岩　陸人 ｵｵｲﾜ ﾘｸﾄ 男子 1 八乙女中学校 宮　城

744 上杉山中A 121 福士　心 ﾌｸｼ ｼﾝ 男子 2 上杉山中 宮　城

122 藤澤　日登 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ 男子 2 上杉山中 宮　城

124 川上　将太郎 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 2 上杉山中 宮　城

129 杵淵　彪冴 ｷﾈﾌﾁ ﾋｭｳｶﾞ 男子 2 上杉山中 宮　城

135 市村　凛人 ｲﾁﾑﾗ ﾘﾋﾄ 男子 1 上杉山中 宮　城

136 髙見澤　太智 ﾀｶﾐｻﾜ ﾀｲﾁ 男子 2 上杉山中 宮　城

199 台原中 852 村上　琥珀 ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 男子 2 05 台原中 宮　城

862 加藤　純 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ 男子 2 05 台原中 宮　城

865 佐々木　雄大 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 男子 2 05 台原中 宮　城

868 宗川　拓真 ｿｳｶﾜ ﾀｸﾏ 男子 2 05 台原中 宮　城

870 長　智晴 ﾁｮｳ ﾄﾓﾊﾙ 男子 2 05 台原中 宮　城

1068 五橋中A 323 中村　拓郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾛｳ 男子 2 05 五橋中 宮　城

330 豊川　悠莉 ﾄﾖｶﾜ ﾕｳﾘ 男子 2 05 五橋中 宮　城

344 橋本　樹 ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 1 06 五橋中 宮　城

345 小林　智信 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ 男子 1 07 五橋中 宮　城

349 川村　侑駕 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 男子 2 05 五橋中 宮　城

350 小野　遥斗 ｵﾉ ﾊﾙﾄ 男子 2 06 五橋中 宮　城

236 蒲町中A 1101 日下　大貴 ｸｻｶ ﾀﾞｲｷ 男子 2 06 蒲町中 宮　城

1103 劉　鴻億 ﾘｭｳ ﾎﾝｲ 男子 2 05 蒲町中 宮　城

1106 増本　翔優哉 ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳﾔ 男子 2 05 蒲町中 宮　城

1107 高瀬　陽 ﾀｶｾ ﾋﾅﾀ 男子 1 06 蒲町中 宮　城

1115 村上　颯哉 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾔ 男子 1 06 蒲町中 宮　城

46 六郷中A 567 佐藤　明慈 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ 男子 2 05 六郷中 宮　城

573 角田　隼 ｶｸﾀ ﾊﾔﾄ 男子 2 05 六郷中 宮　城

581 佐藤　翔弥 ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 男子 2 05 六郷中 宮　城

588 佐藤　祝翔 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 男子 2 05 六郷中 宮　城

597 齋藤　悟 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 男子 2 05 六郷中 宮　城

937 仙台中田A 535 白川　竜乃介 ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 06 仙台中田 宮　城

540 目黒　優三 ﾒｸﾞﾛ ﾕｳｿﾞｳ 男子 1 06 仙台中田 宮　城

541 佐藤　貴謙 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 男子 2 05 仙台中田 宮　城

550 佐藤　陸斗 ｻﾄｳ ﾘｸﾄ 男子 2 05 仙台中田 宮　城

551 髙橋　怜央 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 男子 2 05 仙台中田 宮　城

552 小野　悠陽 ｵﾉ ﾕｳﾋ 男子 2 05 仙台中田 宮　城

84 宮城野中B 204 上田　歩夢 ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾑ 男子 1 06 宮城野中 宮城

209 阿部　真士 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 男子 1 06 宮城野中 宮城

210 根元　優幸 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 男子 1 06 宮城野中 宮城

212 菅原　臣吾 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｺﾞ 男子 1 07 宮城野中 宮城

321 山田中 1041 阿部　善 ｱﾍﾞ ｾﾞﾝ 男子 1 山田中 宮　城

1045 明戸　大和 ｱｹﾄ ﾔﾏﾄ 男子 1 山田中 宮　城

1046 荒川　碧 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 男子 1 山田中 宮　城

1047 福井　碧月 ﾌｸｲ ｱﾙﾅ 男子 1 山田中 宮　城

1062 加藤　陽大 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 男子 2 山田中 宮　城

1063 鏑木　遥翔 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾊﾙﾄ 男子 2 山田中 宮　城
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775 向陽台中A 1888 谷地舘　海人 ﾔﾁﾀﾃ ｶｲﾄ 男子 2 05 向陽台中 宮　城

1890 阿部　翔太 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 2 05 向陽台中 宮　城

1905 菅野　玲輝 ｶﾝﾉ ﾚｱ 男子 1 07 向陽台中 宮　城

1907 掛端　悠人 ｶｹﾊﾀ ﾕｳﾄ 男子 1 06 向陽台中 宮　城

1049 岩中A 691 横山　陽登 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 1 06 岩中 宮　城

702 渡邉　光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 男子 2 05 岩中 宮　城

711 佐藤　有悟 ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ 男子 2 05 岩中 宮　城

712 齋藤　碧 ｻｲﾄｳ ｱｵ 男子 2 05 岩中 宮　城

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

2006 菊地　琉生 ｷｸﾁ ﾙｲ 男子 2 06 鶴が丘中 宮　城

2033 早坂　学 ﾊﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 男子 1 06 鶴が丘中 宮　城

2036 村松　徳大 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾘﾀ 男子 1 07 鶴が丘中 宮　城

972 西山中 1419 松本　把瑠人 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 2 05 西山中 宮　城

1422 畠山　瀬波 ﾊﾀｹﾔﾏ ｾﾅ 男子 2 05 西山中 宮　城

1424 菅野　力矢 ｶﾝﾉ ﾘｷﾔ 男子 2 05 西山中 宮　城

1428 葛西　海都 ｶｻｲ ｶｲﾄ 男子 2 05 西山中 宮　城

1000 中野中B 1162 髙橋　圭太朗 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 中野中 宮　城

1188 伊藤　快晃 ｲﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 男子 2 中野中 宮　城

1189 山内　悠雅 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｶﾞ 男子 2 中野中 宮　城

1194 柳田　優介 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 男子 2 中野中 宮　城

652 沖野中A 1325 村上　裕真 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 男子 2 06 沖野中 宮　城

1330 小久保　光 ｺｸﾎﾞ ﾋｶﾙ 男子 2 05 沖野中 宮　城

1336 佐々木　志道 ｻｻｷ ｼﾄﾞｳ 男子 1 06 沖野中 宮　城

1338 山田　旭飛 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 男子 1 07 沖野中 宮　城

1340 西原　惇生 ﾆｼﾊﾗ ｱﾂｷ 男子 1 06 沖野中 宮　城

1344 竹沢　航 ﾀｹｻﾞﾜ ｺｳ 男子 1 06 沖野中 宮　城

284 将監中A 1801 森永　蓮惺 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾚﾝｾｲ 男子 1 将監中

1805 千葉　央翔 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄ 男子 2 将監中

1808 下田　　拓実 ｼﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 2 将監中

1817 丸山　智禄 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ 男子 2 将監中

1823 山﨑　建心 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾝ 男子 1 将監中

483 八軒中 411 遠藤　怜央 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 男子 2 06 八軒中 宮　城

412 大熊　智也 ｵｵｸﾏ ﾄﾓﾔ 男子 2 05 八軒中 宮　城

413 藤倉　琉平 ﾌｼﾞｸﾗ ﾘｭｳﾍｲ 男子 2 05 八軒中 宮　城

415 伊藤　漣 ｲﾄｳ ﾚﾝ 男子 1 06 八軒中 宮　城

417 蒲生　桜佑 ｶﾞﾓｳ ｵｳｽｹ 男子 1 06 八軒中 宮　城

420 三浦　羚斗 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾄ 男子 1 06 八軒中 宮　城

439 柳生中A 2483 小林　大也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾔ 男子 2 柳生中

2490 渡辺　竣弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 1 柳生中

2498 町田　新 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾗﾀ 男子 2 柳生中

2500 竹内　蓮斗 ﾀｹｳﾁ ﾚﾝﾄ 男子 1 柳生中

2501 東海林　蓮 ｼｮｳｼﾞ ﾚﾝ 男子 1 柳生中

2506 樋口　碧生 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 男子 2 柳生中

527 長町中 498 石田　悠真 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 1 06 長町中 宮　城

501 島津　京平 ｼﾏｽﾞ ｷｮｳﾍｲ 男子 1 06 長町中 宮　城

503 千葉　優真 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾏ 男子 1 06 長町中 宮　城

514 鈴木　孝太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 男子 1 06 長町中 宮　城

517 川又　宏 ｶﾜﾏﾀ ｺｳ 男子 1 06 長町中 宮　城

518 村木　海斗 ﾑﾗｷ ｶｲﾄ 男子 1 07 長町中 宮　城

796 館中 2521 安部　奏音 ｱﾍﾞ ｶﾅﾄ 男子 1 館中 宮　城

2522 猪狩　隼哉 ｲｶﾞﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 1 館中 宮　城

2524 早坂　和規 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞｷ 男子 1 館中 宮　城

2538 菊池　悠汰 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 男子 2 館中 宮　城

2540 日下　秀也 ｸｻｶ ｼｭｳﾔ 男子 2 館中 宮　城

453 中山中A 1001 西村　悠生 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 2 05 中山中 宮　城

1003 前田　慶吾 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 男子 2 05 中山中 宮　城

1005 鈴木　優冴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 1 07 中山中 宮　城

1006 前田　瑛人 ﾏｴﾀﾞ ｴｲﾄ 男子 1 06 中山中 宮　城

47 六郷中B 561 楠原　陸永 ｸｽﾊﾗ ﾘｸﾄ 男子 1 06 六郷中 宮　城

582 齋藤　直輝 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 男子 1 06 六郷中 宮　城

590 渡部　義文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 男子 2 05 六郷中 宮　城

592 仲上　俊哉 ﾅｶｶﾞﾐ ﾄｼﾔ 男子 1 07 六郷中 宮　城

594 秋葉　基央人 ｱｷﾊ ｷｵﾄ 男子 1 07 六郷中 宮　城

256 東仙台中 241 遠藤　大地 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 男子 1 06 東仙台中 宮　城

248 相澤　柊太 ｱｲｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 男子 2 05 東仙台中 宮　城

249 小鷹　正久 ｺﾀｶ ﾏｻﾋｻ 男子 2 05 東仙台中 宮　城

259 伊藤　蒼空 ｲﾄｳ ｿﾗ 男子 1 06 東仙台中 宮　城

262 青嶋　悠生 ｱｵｼﾏ ﾕｳｷ 男子 1 06 東仙台中 宮　城

271 螺　大河 ﾎﾗｶﾞｲ  ﾀｲｶﾞ 男子 2 05 東仙台中 宮　城
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1022 七郷中 601 大宮　綾介 ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 06 七郷中 宮　城

635 蒔苗　翔皇 ﾏｶﾅｴ ｼｮｳ 男子 2 05 七郷中 宮　城

636 菅野　陽汰 ｶﾝﾉ ﾋﾅﾀ 男子 2 05 七郷中 宮　城

639 後藤　樹生 ｺﾞﾄｳ ｲﾂｷ 男子 2 05 七郷中 宮　城

687 仙台二華 9445 鎌田　大地 ｶﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 2 05 仙台二華

9446 小関　祐也 ｺｾｷ ﾕｳﾔ 男子 2 05 仙台二華

9448 林　優斗 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 男子 2 05 仙台二華

9449 戸嶋　凌介 ﾄｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 06 仙台二華

9450 藤田　青以 ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 男子 1 06 仙台二華

9454 和久田　芯杜 ﾜｸﾀﾞ ｼﾝﾄ 男子 1 06 仙台二華

1213 広瀬中 1447 佐々木　絢一 ｻｻｷ ｹﾝｲﾁ 男子 2 広瀬中 宮　城

1450 髙橋　遼 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 男子 2 広瀬中 宮　城

1455 千葉　剛秀 ﾁﾊﾞ ｺﾞｳｼｭｳ 男子 2 広瀬中 宮　城

1462 中村　斗哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳﾔ 男子 1 広瀬中 宮　城

9891 佐藤　七瀬 ｻﾄｳ ﾅﾅｾ 男子 2 広瀬中 宮　城
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865 佐々木　雄大 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 男子 2 05 宮　城 台原中

57300124865430 角田　隼 ｶｸﾀ ﾊﾔﾄ 男子 2 05 宮　城 六郷中

1817 丸山　智禄 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ 男子 2 将監中

129 杵淵　彪冴 ｷﾈﾌﾁ ﾋｭｳｶﾞ 男子 2 宮　城 上杉山中

2245 坂倉　大翔 ｻｶｸﾗ ﾀﾞｲﾄ 男子 2 05 宮　城 茂庭台中

121 福士　心 ﾌｸｼ ｼﾝ 男子 2 宮　城 上杉山中

9891 佐藤　七瀬 ｻﾄｳ ﾅﾅｾ 男子 2 宮　城 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

100300126943833 前田　慶吾 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 男子 2 05 宮　城 中山中
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1888 谷地舘　海人 ﾔﾁﾀﾃ ｶｲﾄ 男子 2 05 宮　城 向陽台中

9445 鎌田　大地 ｶﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 2 05 仙台二華

110100131364220 日下　大貴 ｸｻｶ ﾀﾞｲｷ 男子 2 06 宮　城 蒲町中

1184 加藤　蒼樹 ｶﾄｳ ｱｵｲ 男子 2 宮　城 中野中

655 志賀　元紀 ｼｶﾞ ｹﾞﾝｷ 男子 2 06 宮　城 高砂中

1063 鏑木　遥翔 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾊﾙﾄ 男子 2 宮　城 山田中

1459 荒川　沓摩 ｱﾗｶﾜ ﾄｳﾏ 男子 2 宮　城 広瀬中

852 村上　琥珀 ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 男子 2 05 宮　城 台原中

41700135725124 蒲生　桜佑 ｶﾞﾓｳ ｵｳｽｹ 男子 1 06 宮　城 八軒中

154 早坂　天瀬 ﾊﾔｻｶ ﾃﾝｾ 男子 2 宮　城 上杉山中

1778 幅　朝飛 ﾊﾊﾞ ｱｻﾋ 男子 2 宮　城 八乙女中学校

1443 小野　由成 ｵﾉ ﾕｳｾｲ 男子 2 宮　城 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

1194 柳田　優介 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 男子 2 宮　城 中野中

248 相澤　柊太 ｱｲｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 男子 2 05 宮　城 東仙台中

518 村木　海斗 ﾑﾗｷ ｶｲﾄ 男子 1 07 宮　城 長町中

1907 掛端　悠人 ｶｹﾊﾀ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 向陽台中

111500142161015 村上　颯哉 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾔ 男子 1 06 宮　城 蒲町中

127 槻田　涼 ﾂｷﾀ ﾘｮｳ 男子 2 宮　城 上杉山中

1816 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 2 将監中

9448 林　優斗 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 男子 2 05 仙台二華

1454 八嶋　黎琉 ﾔｼﾏ ﾚｱﾙ 男子 2 宮　城 広瀬中

1334 佐藤　聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 男子 1 06 宮　城 沖野中

110700142160317 高瀬　陽 ﾀｶｾ ﾋﾅﾀ 男子 1 06 宮　城 蒲町中

209 阿部　真士 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 男子 1 06 宮城 宮城野中

1905 菅野　玲輝 ｶﾝﾉ ﾚｱ 男子 1 07 宮　城 向陽台中

657 鈴木　奏和 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 男子 2 05 宮　城 高砂中

111200142160721 岩瀬　斗真 ｲﾜｾ ﾄｳﾏ 男子 1 06 宮　城 蒲町中

850 加藤　凜音 ｶﾄｳ ﾘｵ 男子 2 05 宮　城 台原中

2492 倉谷　颯汰 ｸﾗﾀﾆ ｿｳﾀ 男子 1 柳生中

145 菊地　羚 ｷｸﾁ ﾚﾝ 男子 1 宮　城 上杉山中

241 遠藤　大地 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 男子 1 06 宮　城 東仙台中

1768 松島　和哉 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾔ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

1769 狩野　煌大 ｶﾘﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

1780 岩本　陸玖 ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ  男子 1 宮　城 八乙女中学校

1791 地主　志咲 ｼﾞﾇｼ ｼｮｳ 男子 1 宮　城 八乙女中学校

111000142160519 千葉　敦生 ﾁﾊﾞ ｱﾂｷ 男子 1 07 宮　城 蒲町中

1332 橋本　大輝 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男子 1 06 宮　城 沖野中

110800142160418 星野　航世 ﾎｼﾉ ｺｳｾｲ 男子 1 06 宮　城 蒲町中

1806 渡部　颯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 男子 2 将監中

545141170620 壹岐　泰我 ｲｷ ﾀｲｶﾞ 男子 1 07 宮　城 仙台中田

1801 森永　蓮惺 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾚﾝｾｲ 男子 1 将監中

58500133915628 森岡　拓海 ﾓﾘｵｶ ﾀｸﾐ 男子 1 06 宮　城 六郷中

1435 小石川　光汰 ｺｲｼｶﾜ ｺｳﾀ 男子 1 06 宮　城 西山中

59100133915830 橘　優斗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ 男子 1 06 宮　城 六郷中

9449 戸嶋　凌介 ﾄｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 06 仙台二華
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40400115107722 髙橋　寛 ﾀｶﾊｼ ｶﾝ 男子 3 05 宮　城 八軒中

9444 矢田　蓮 ﾔﾀ ﾚﾝ 男子 2 05 仙台二華

9442 綱本　悠汰 ﾂﾅﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 2 05 仙台二華

9447 中島　啓耀 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾖｳ 男子 2 05 仙台二華

63900129873939 後藤　樹生 ｺﾞﾄｳ ｲﾂｷ 男子 2 05 宮　城 七郷中

520 大畑　輝宙 ｵｵﾊﾀ ｷﾗ 男子 1 06 宮　城 長町中

381 熊谷　陸 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｸ 男子 1 06 宮　城 愛宕中

1804 佐藤　圭 ｻﾄｳ ｹｲ 男子 2 将監中

59000124867937 渡部　義文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 男子 2 05 宮　城 六郷中

1820 鈴木　海 ｽｽﾞｷ ｶｲ 男子 2 将監中

362 大場　優成 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｾｲ 男子 2 05 宮　城 愛宕中

9453 松下　典弘 ﾏﾂｼﾀ ﾉﾘﾋﾛ 男子 1 06 仙台二華

268 中鉢　昊助 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｺｳｽｹ 男子 1 07 宮　城 東仙台中

58700133916326 伊東　壮也 ｲﾄｳ ｿｳﾔ 男子 1 06 宮　城 六郷中

278600134495632 坪井　勇和 ﾂﾎﾞｲ ﾕｳﾜ 男子 2 06 宮　城 ウルスラ中
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1065 大槻　ゆめ ｵｵﾂｷ ﾕﾒ 女子 2 宮　城 山田中

1055 名取　優杏 ﾅﾄﾘ ﾕｱﾝ 女子 3 宮　城 山田中

1806 浅野　結 ｱｻﾉ ﾕｲ 女子 2 将監中

36000121165422 金田　彩希 ｶﾈﾀﾞ ｻｷ 女子 1 06 宮　城 五橋中

1281 板橋　瑠花 ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 女子 2 05 宮　城 幸町中

533129682331 葛岡　晏 ｸｽﾞｵｶ ｱﾝ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

35600128511220 橋本　穂香 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 2 05 宮　城 五橋中

125 相澤　紗良 ｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 女子 2 宮　城 上杉山中

9448 木内　さゆみ ｷﾉｳﾁ ｻﾕﾐ 女子 1 07 仙台二華

1790 内山　美奈 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾅ 女子 2 宮　城 八乙女中学校

1063 細谷　真優 ﾎｿﾔ ﾏﾕ 女子 2 宮　城 山田中

111200142159830 吉野　心優 ﾖｼﾉ ﾐﾕ 女子 1 06 宮　城 蒲町中

513 斉藤　美桜 ｻｲﾄｳ ﾐｵ 女子 2 06 宮　城 長町中

226 川口　和葉 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾊ 女子 2 05 宮城 宮城野中

1451 佐藤　萌音 ｻﾄｳ ﾓﾈ 女子 2 宮　城 広瀬中

1328 阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 2 05 宮　城 沖野中

63100129874132 阿部　小雪 ｱﾍﾞ ｺﾕｷ 女子 2 05 宮　城 七郷中

1785 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 女子 2 宮　城 八乙女中学校

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

491 岩本　蒼夢 ｲﾜﾓﾄ ｱﾑ 女子 1 06 宮　城 長町中

40600125305925 今野　日陽 ｺﾝﾉ ﾋﾖﾘ 女子 2 05 宮　城 八軒中

1786 伊東　奏音 ｲﾄｳ ｶﾉﾝ 女子 2 宮　城 八乙女中学校

1788 木村　風希 ｷﾑﾗ ﾌｳｷ 女子 2 宮　城 八乙女中学校

34800141164320 佐藤　莉良 ｻﾄｳ ﾘﾗ 女子 1 06 宮　城 五橋中

2508 須藤　優里花 ｽﾄﾞｳ ﾕﾘｶ 女子 2 柳生中

1041 廣瀬　心優 ﾋﾛｾ ﾐﾕ 女子 1 宮　城 山田中

1287 小林　聖愛 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 女子 2 05 宮　城 幸町中

507 菅原　美南子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅｺ 女子 2 05 宮　城 長町中

111100142159729 山口　温乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾉ 女子 1 06 宮　城 蒲町中

111300142159931 鈴木　めぐ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞ 女子 1 06 宮　城 蒲町中

130 吉田　真菜 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ 女子 2 宮　城 上杉山中

56900124868837 浅川　来瞳 ｱｻｶﾜ ｸﾙﾐ 女子 2 05 宮　城 六郷中

535141171419 佐藤　あいり ｻﾄｳ ｱｲﾘ 女子 1 06 宮　城 仙台中田

512 阿部　優衣奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 女子 2 06 宮　城 長町中

1194 太田　ゆら ｵｵﾀ ﾕﾗ 女子 2 宮　城 中野中

1764 小関　汐音 ｺｾｷ ｼｵﾝ 女子 1 宮　城 八乙女中学校

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

1189 糟谷　かんな ｶｽﾔ ｶﾝﾅ 女子 2 宮　城 中野中

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

41200135728127 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

225 結城　心海 ﾕｳｷ ｺｺﾐ 女子 2 05 宮城 宮城野中

488 金子　莉菜 ｶﾈｺ ﾘﾅ 女子 1 06 宮　城 長町中

1566 阿部　優花 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 女子 2 宮　城 宮城聴覚中

1164 髙橋　乃愛 ﾀｶﾊｼ  ﾉｱ 女子 1 宮　城 中野中

481 畑　美羽 ﾊﾀ ﾐｳ 女子 1 06 宮　城 長町中

1330 丹野　美優 ﾀﾝﾉ ﾐﾕｳ 女子 2 05 宮　城 沖野中

1452 大窪　愛菜 ｵｵｸﾎﾞ ｱｲﾅ 女子 1 宮　城 広瀬中

101000140890830 中里　心妃 ﾅｶｻﾄ ﾐｻｷ 女子 1 06 宮　城 中山中

142 岩松　芙咲 ｲﾜﾏﾂ ﾊｽﾞｷ 女子 1 宮　城 上杉山中

63300129874435 大山　桜音 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙﾈ 女子 2 05 宮　城 七郷中

209 湯田　未來 ﾕﾀﾞ ﾐﾗ 女子 1 06 宮城 宮城野中

2525 鎌田　結愛 ｶﾏﾀ ﾕｱ 女子 2 宮　城 館中

1282 伊東　なな子 ｲﾄｳ ﾅﾅｺ 女子 2 05 宮　城 幸町中

1441 庄子　優黎那 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾘﾅ 女子 2 宮　城 広瀬中

63400129874637 山形　夢月 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕﾂﾞ 女子 2 05 宮　城 七郷中

100600126944329 大山　里咲 ｵｵﾔﾏ ﾘｻ 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

1422 大垣　芹乃 ｵｵｶﾞｷ ｾﾘﾉ 女子 1 06 宮　城 西山中

1420 七尾　樺帆 ﾅﾅｵ ｶﾎ 女子 1 06 宮　城 西山中

484 鈴木　颯世 ｽｽﾞｷ ｻﾖ 女子 1 06 宮　城 長町中

3390128511422 髙橋　日和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 女子 2 96 宮　城 五橋中

2487 鈴木　もも音 ｽｽﾞｷ ﾓﾓﾈ 女子 2 柳生中

204 眞野　來桃 ﾏﾉ ｸﾙﾐ 女子 1 06 宮城 宮城野中

270 堀　愛香 ﾎﾘ ﾏﾅｶ 女子 2 05 宮　城 東仙台中

1776 上塚　爽月 ｶﾐﾂﾞｶ ｻﾂｷ 女子 2 宮　城 八乙女中学校

1042 岡崎　留奈 ｵｶｻﾞｷ ﾙﾅ 女子 1 宮　城 山田中

489 千葉　心遥 ﾁﾊﾞ ｺｺﾊ 女子 1 06 宮　城 長町中
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224 和田　柚希 ﾜﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 女子 2 05 宮城 宮城野中

221 鈴木　楓 ｽｽﾞｷ ｶｴﾃﾞ 女子 2 05 宮城 宮城野中

206 穗積　寛子 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛｺ 女子 1 06 宮城 宮城野中

1304 赤間　聖留 ｱｶﾏ ｾｲﾙ 女子 1 06 宮　城 幸町中

1061 下山　藍 ｼﾓﾔﾏ ｱｲ 女子 2 宮　城 山田中

273 佐々木　桜花 ｻｻｷ ｵｳｶ 女子 2 06 宮　城 東仙台中

1789 原野　詩雛 ﾊﾗﾉ ｼｲﾅ 女子 2 宮　城 八乙女中学校

1762 武田　和奏 ﾀｹﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 1 宮　城 八乙女中学校

1769 鈴木　羽音 ｽｽﾞｷ ﾊﾉﾝ 女子 1 宮　城 八乙女中学校

2526 鈴木　一伽 ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ 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

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

35100128510926 渡邊　莉瀬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｾ 女子 2 05 宮　城 五橋中

1285 工藤　乃愛 ｸﾄﾞｳ ﾉｱ 女子 2 05 宮　城 幸町中

1442 齋藤　陽菜 ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 女子 2 宮　城 広瀬中

1448 黒沢　陽花 ｸﾛｻﾜ ﾋﾅ 女子 2 宮　城 広瀬中

1340 石山　葉奈 ｲｼﾔﾏ ﾊﾅ 女子 1 06 宮　城 沖野中

1332 伊藤　梨乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 05 宮　城 沖野中

280 後 　杏美 ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾐ 女子 1 07 宮　城 東仙台中

111400142160014 草野　りり ｸｻﾉ ﾘﾘ 女子 1 06 宮　城 蒲町中

1418 宮崎　雫月 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｽﾞｸ 女子 1 06 宮　城 西山中

63200129874233 大橋　奈央 ｵｵﾊｼ ﾅｵ 女子 2 05 宮　城 七郷中

864 齋藤　涼香 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶ 女子 1 06 宮　城 台原中

123 野村　信乃 ﾉﾑﾗ ｼﾉ 女子 1 宮　城 上杉山中

847 黒﨑　莉央 ｸﾛｻｷ ﾘｵ 女子 2 05 宮　城 台原中

487 二階堂　碧咲 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｱｷ 女子 1 06 宮　城 長町中

1306 横山　ゆな ﾖｺﾔﾏ ﾕﾅ 女子 1 07 宮　城 幸町中

863 伊藤　わかば ｲﾄｳ ﾜｶﾊﾞ 女子 1 06 宮　城 台原中

1568 遊佐　真珠彩 ﾕｻ ﾏﾘｱ 女子 1 宮　城 宮城聴覚中

60700136228426 仲川　陽菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅ 女子 1 07 宮　城 七郷中

223 山内　愛子 ﾔﾏｳﾁ ｱｲｺ 女子 2 05 宮城 宮城野中

2324 冨澤　結愛 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｱ 女子 1 07 宮　城 タゴチュウ

2500 畑中　美空 ﾊﾀﾅｶ ﾐｸ 女子 2 柳生中

210 荒井　和佳奈 ｱﾗｲ ﾜｶﾅ 女子 1 06 宮城 宮城野中

202 谷　遥空 ﾀﾆ ﾊﾙｱ 女子 1 07 宮城 宮城野中

841 堀井　優香 ﾎﾘｲ ﾕｳｶ 女子 2 05 宮　城 台原中

850 佐々木　彩乃 ｻｻｷ ｱﾔﾅ 女子 2 05 宮　城 台原中

860 石﨑　樹里 ｲｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 女子 1 06 宮　城 台原中

861 木村　涼葉 ｷﾑﾗ ｽｽﾞﾊ 女子 1 06 宮　城 台原中

1777 齊藤　姫花 ｻｲﾄｳ ﾋﾒｶ 女子 1 宮　城 八乙女中学校

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

60400136228123 佐藤　瑠加 ｻﾄｳ ﾙｶ 女子 1 06 宮　城 七郷中

60300136228022 　瑞希 ｺﾝ ﾐｽﾞｷ 女子 1 06 宮　城 七郷中

2486 鈴木　倖巴乃 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾉ 女子 1 柳生中

1187 瀬戸川　茜音 ｾﾄｶﾞﾜ ｱｶﾈ 女子 2 宮　城 中野中

250 阿部　未来 ｱﾍﾞ  ﾐｸ 女子 1 07 宮　城 東仙台中

657 日塔　るな ﾆｯﾄｳ ﾙﾅ 女子 1 06 宮　城 高砂中

59300133914526 相原　優花 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 1 07 宮　城 六郷中

101300140891326 黒川　夏葉 ｸﾛｶﾜ ﾅﾂﾊ 女子 1 06 宮　城 中山中

1461 石川　美夢 ｲｼｶﾜ ﾐﾕ 女子 2 宮　城 広瀬中

101500140891427 土屋　はな ﾂﾁﾔ ﾊﾅ 女子 1 06 宮　城 中山中

64000129876841 平山　日菜 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾅ 女子 2 05 宮　城 七郷中

1307 蜂谷　日菜 ﾊﾁﾔ ﾋﾅ 女子 1 06 宮　城 幸町中

538141171520 渡部　真姫奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾅ 女子 1 07 宮　城 仙台中田

1812 武田　芽依 ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ 女子 1 将監中

1338 佐々木　悠衣 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 1 06 宮　城 沖野中

1811 佐藤　小晴 ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 1 将監中

1804 山城　礼 ﾔﾏｼﾛ ｱﾔ 女子 2 将監中

1893 山田　葉瑠 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

1297 安達　夢奈 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾅ 女子 1 06 宮　城 幸町中

1301 蜂谷　花菜 ﾊﾁﾔ ﾊﾅ 女子 1 06 宮　城 幸町中

1302 赤間　愛留 ｱｶﾏ ｱｲﾙ 女子 1 06 宮　城 幸町中

2341 佐藤　葵 ｻﾄｳ ｱｵｲ 女子 2 05 宮　城 タゴチュウ

1816 森下　未玖 ﾓﾘｼﾀ ﾐｸ 女子 1 将監中
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1813 新沼　優名 ﾆｲﾇﾏ ﾕﾅ 女子 1 将監中

1820 柳澤　香 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｵﾘ 女子 1 将監中

1810 尾形　萌々菜 ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ 女子 1 将監中
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2311 横山　綺星 ﾖｺﾔﾏ ｷﾗ 女子 3 04 宮　城 高森中

57000124869333 庄子　理菜 ｼｮｳｼﾞ ﾘﾅ 女子 2 06 宮　城 六郷中

576 根本　美海 ﾈﾓﾄ ﾐｳﾅ 女子 3 04 宮　城 六郷中

2001 安達　萌夏 ｱﾀﾞﾁ ﾓｴｶ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

1780 東海林　雪乃 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷﾉ 女子 1 宮　城 八乙女中学校

63900129876639 鈴木　祐佳 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 女子 2 05 宮　城 七郷中

59600133913626 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

207 西村　希美 ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 06 宮城 宮城野中

486 鈴木　彩佳 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 女子 1 06 宮　城 長町中

59900133916730 土屋　咲菜 ﾂﾁﾔ ｻﾅ 女子 1 06 宮　城 六郷中

228 高橋　和香 ﾀｶﾊｼ ﾜｶ 女子 2 05 宮城 宮城野中

1895 髙橋　園音美 ﾀｶﾊｼ ｿﾉﾐ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

2521 佐山　寧音 ｻﾔﾏ ﾈﾈ 女子 1 宮　城 館中

227 鈴木　美里 ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 女子 2 05 宮城 宮城野中

2008 佐藤　美空 ｻﾄｳ ﾐｸ 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

1891 浅野　綾花 ｱｻﾉ ｱﾔｶ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

1453 佐々木　礼乃 ｻｻｷ ｱﾔﾉ 女子 1 宮　城 広瀬中

1005001280211317 小林　愛果 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 女子 2 05 宮　城 中山中

101100140890931 花坂　美咲 ﾊﾅｻｶ ﾐｻｷ 女子 1 07 宮　城 中山中

9443 髙橋　葵 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 女子 2 05 仙台二華
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中学女子100mH(0.762m)

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

1454 髙橋　和 ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 宮　城 広瀬中

129 大竹　菜緒 ｵｵﾀｹ ﾅｵ 女子 2 宮　城 上杉山中

41700125306219 鈴木　恵菜 ｽｽﾞｷ ｴﾅ 女子 2 05 宮　城 八軒中

224 和田　柚希 ﾜﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 女子 2 05 宮城 宮城野中

2315 佐藤　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 女子 2 05 宮　城 高森中

110600131366020 菊地　音羽 ｷｸﾁ ｵﾄﾊ 女子 2 06 宮　城 蒲町中

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

127 林　ゆい ﾊﾔｼ ﾕｲ 女子 2 宮　城 上杉山中

1185 髙山　椎凪 ﾀｶﾔﾏ ｼｲﾅ 女子 2 宮　城 中野中

9445 村上　萌栞 ﾑﾗｶﾐ ﾎﾉｶ 女子 2 05 仙台二華

1303 窪田　妃那 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ 女子 1 06 宮　城 幸町中

1183 大宮　里都 ｵｵﾐﾔ ﾘﾂ 女子 2 宮　城 中野中

110500131365827 川原　望瑛 ｶﾜﾊﾗ ﾓｴ 女子 2 05 宮　城 蒲町中

1449 鈴木　南羽 ｽｽﾞｷ ﾅﾉﾊ 女子 2 宮　城 広瀬中

2006 岸　瑞希 ｷｼ ﾐｽﾞｷ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

2002 今野　水葵 ｺﾝﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

2003 堀尾　華杏奈 ﾎﾘｵ ｶﾝﾅ 女子 2 05 宮　城 鶴が丘中

40500125305824 櫻井　心花 ｻｸﾗｲ ﾓﾄｶ 女子 2 05 宮　城 八軒中

1448 黒沢　陽花 ｸﾛｻﾜ ﾋﾅ 女子 2 宮　城 広瀬中

2501 佐々木　柚菜 ｻｻｷ ﾕｽﾞﾅ 女子 2 柳生中

1161 加納　瑞季 ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ 女子 1 宮　城 中野中

221 鈴木　楓 ｽｽﾞｷ ｶｴﾃﾞ 女子 2 05 宮城 宮城野中

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

143 三宅　舞花 ﾐﾔｹ ﾏｲｶ 女子 2 宮　城 上杉山中

33100128510320 及川　虹子 ｵｲｶﾜ ｺｺ 女子 2 05 宮　城 五橋中

35500141165220 坂口　紗良 ｻｶｸﾞﾁ ｻﾗ 女子 1 06 宮　城 五橋中

852 有住　千香子 ｱﾘｽﾐ ﾁｶｺ 女子 2 05 宮　城 台原中

671 菊池　葵 ｷｸﾁ ｱｵｲ 女子 2 05 宮　城 高砂中

854 髙橋　由楽 ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 女子 2 05 宮　城 台原中

205 杉山　晴菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾅ 女子 1 06 宮城 宮城野中

206 穗積　寛子 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛｺ 女子 1 06 宮城 宮城野中

842 三浦　綾音 ﾐｳﾗ ｱﾔﾈ 女子 2 05 宮　城 台原中

245 酒井　眞希 ｻｶｲ ﾏｻｷ 女子 1 06 宮　城 東仙台中

272 今野　李音 ｺﾝﾉ  ﾘｵ 女子 2 05 宮　城 東仙台中

651 畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ 女子 1 06 宮　城 高砂中

2504 小国　ここな ｵｸﾞﾆ ｺｺﾅ 女子 2 柳生中

1162 大場　奏和 ｵｵﾊﾞ ｿﾅ 女子 1 宮　城 中野中

1284 片倉　薫風 ｶﾀｸﾗ ﾎﾉｶ 女子 2 05 宮　城 幸町中

59800133917024 佐々木　夢乃 ｻｻｷ ﾕﾒﾉ 女子 1 06 宮　城 六郷中

1766 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 女子 1 宮　城 八乙女中学校

1893 山田　葉瑠 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

1286 熊谷　百夏 ｸﾏｶﾞｲ ﾓﾓｶ 女子 2 05 宮　城 幸町中

1292 寺澤　七海 ﾃﾗｻﾜ ﾅﾅﾐ 女子 2 05 宮　城 幸町中

32500141167121 髙野　璃子 ﾀｶﾉ ﾘｺ 女子 2 05 宮　城 五橋中

2485 奧田　舞羽 ｵｸﾀﾞ ﾑｳ 女子 1 柳生中

202 谷　遥空 ﾀﾆ ﾊﾙｱ 女子 1 07 宮城 宮城野中

1760 小山　紗奈 ｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ 女子 1 宮　城 八乙女中学校

1761 船橋　美結 ﾌﾅﾊｼ ﾐﾕ 女子 1 宮　城 八乙女中学校

60600136228325 洞城　夢叶 ﾄﾞｳｼﾞｮｳ ﾕﾒｶ 女子 1 06 宮　城 七郷中

9447 ガルビン　紅愛 ｶﾞﾙﾋﾞﾝ ｸﾚｱ 女子 1 06 仙台二華
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中学女子4X100mR

No. ﾁｰﾑ名 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 個人所属地

131 県中体連強化A 169 白鳥　名花 女子 2 県中体連強化 宮　城

360 金田　彩希 女子 1 県中体連強化 宮　城

817 金森　美紀 女子 2 県中体連強化 宮　城

921 エネクリスティーナ　ジェニファー 女子 3 県中体連強化 宮　城

1100 佐藤　結華 女子 3 県中体連強化 宮　城

5575 野中　愛子 女子 2 県中体連強化 宮　城

6648 鵜澤　希妃 女子 3 県中体連強化 宮　城

322 山田中 1041 廣瀬　心優 ﾋﾛｾ ﾐﾕ 女子 1 山田中 宮　城

1042 岡崎　留奈 ｵｶｻﾞｷ ﾙﾅ 女子 1 山田中 宮　城

1055 名取　優杏 ﾅﾄﾘ ﾕｱﾝ 女子 3 山田中 宮　城

1061 下山　藍 ｼﾓﾔﾏ ｱｲ 女子 2 山田中 宮　城

1063 細谷　真優 ﾎｿﾔ ﾏﾕ 女子 2 山田中 宮　城

1065 大槻　ゆめ ｵｵﾂｷ ﾕﾒ 女子 2 山田中 宮　城

484 八軒中 405 櫻井　心花 ｻｸﾗｲ ﾓﾄｶ 女子 2 05 八軒中 宮　城

406 今野　日陽 ｺﾝﾉ ﾋﾖﾘ 女子 2 05 八軒中 宮　城

407 佐々木　心優 ｻｻｷ ﾐﾕｳ 女子 2 05 八軒中 宮　城

412 佐藤　綸 ｻﾄｳ ﾘﾝ 女子 1 06 八軒中 宮　城

416 早坂　日菜 ﾊﾔｻｶ ﾋﾅ 女子 2 05 八軒中 宮　城

417 鈴木　恵菜 ｽｽﾞｷ ｴﾅ 女子 2 05 八軒中 宮　城

1002 中野中A 1161 加納　瑞季 ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ 女子 1 中野中 宮　城

1164 髙橋　乃愛 ﾀｶﾊｼ  ﾉｱ 女子 1 中野中 宮　城

1189 糟谷　かんな ｶｽﾔ ｶﾝﾅ 女子 2 中野中 宮　城

1194 太田　ゆら ｵｵﾀ ﾕﾗ 女子 2 中野中 宮　城

745 上杉山中A 124 虎岩　あかり ﾄﾗｲﾜ ｱｶﾘ 女子 1 上杉山中 宮　城

125 相澤　紗良 ｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 女子 2 上杉山中 宮　城

127 林　ゆい ﾊﾔｼ ﾕｲ 女子 2 上杉山中 宮　城

129 大竹　菜緒 ｵｵﾀｹ ﾅｵ 女子 2 上杉山中 宮　城

130 吉田　真菜 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ 女子 2 上杉山中 宮　城

142 岩松　芙咲 ｲﾜﾏﾂ ﾊｽﾞｷ 女子 1 上杉山中 宮　城

526 長町中A 491 岩本　蒼夢 ｲﾜﾓﾄ ｱﾑ 女子 1 06 長町中 宮　城

507 菅原　美南子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅｺ 女子 2 05 長町中 宮　城

512 阿部　優衣奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 女子 2 06 長町中 宮　城

513 斉藤　美桜 ｻｲﾄｳ ﾐｵ 女子 2 06 長町中 宮　城

237 蒲町中A 1103 阿部　ちひろ ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 女子 2 05 蒲町中 宮　城

1105 川原　望瑛 ｶﾜﾊﾗ ﾓｴ 女子 2 05 蒲町中 宮　城

1106 菊地　音羽 ｷｸﾁ ｵﾄﾊ 女子 2 06 蒲町中 宮　城

1112 吉野　心優 ﾖｼﾉ ﾐﾕ 女子 1 06 蒲町中 宮　城

1113 鈴木　めぐ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞ 女子 1 06 蒲町中 宮　城

83 宮城野中A 204 眞野　來桃 ﾏﾉ ｸﾙﾐ 女子 1 06 宮城野中 宮城

209 湯田　未來 ﾕﾀﾞ ﾐﾗ 女子 1 06 宮城野中 宮城

225 結城　心海 ﾕｳｷ ｺｺﾐ 女子 2 05 宮城野中 宮城

226 川口　和葉 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾊ 女子 2 05 宮城野中 宮城

594 八乙女中学校 1764 小関　汐音 ｺｾｷ ｼｵﾝ 女子 1 八乙女中学校 宮　城

1766 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 女子 1 八乙女中学校 宮　城

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

1785 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 女子 2 八乙女中学校 宮　城

1788 木村　風希 ｷﾑﾗ ﾌｳｷ 女子 2 八乙女中学校 宮　城

1790 内山　美奈 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾅ 女子 2 八乙女中学校 宮　城

1069 五橋中A 331 及川　虹子 ｵｲｶﾜ ｺｺ 女子 2 05 五橋中 宮　城

348 佐藤　莉良 ｻﾄｳ ﾘﾗ 女子 1 06 五橋中 宮　城

355 坂口　紗良 ｻｶｸﾞﾁ ｻﾗ 女子 1 06 五橋中 宮　城

356 橋本　穂香 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 2 05 五橋中 宮　城

686 仙台二華 9441 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 女子 2 05 仙台二華

9442 佐藤　若葉 ｻﾄｳ ﾜｶﾊﾞ 女子 2 05 仙台二華

9445 村上　萌栞 ﾑﾗｶﾐ ﾎﾉｶ 女子 2 05 仙台二華

9446 山根　希乃風 ﾔﾏﾈ ﾉﾉｶ 女子 1 06 仙台二華

9447 ガルビン　紅愛 ｶﾞﾙﾋﾞﾝ ｸﾚｱ 女子 1 06 仙台二華

9448 木内　さゆみ ｷﾉｳﾁ ｻﾕﾐ 女子 1 07 仙台二華

1003 中野中B 1162 大場　奏和 ｵｵﾊﾞ ｿﾅ 女子 1 中野中 宮　城

1183 大宮　里都 ｵｵﾐﾔ ﾘﾂ 女子 2 中野中 宮　城

1184 武田　華奈 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ 女子 2 中野中 宮　城

1185 髙山　椎凪 ﾀｶﾔﾏ ｼｲﾅ 女子 2 中野中 宮　城

1193 濱野　瑞紀 ﾊﾏﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 2 中野中 宮　城

973 西山中 1411 髙田　萌衣 ﾀｶﾀﾞ ﾒｲ 女子 2 05 西山中 宮　城

1418 宮崎　雫月 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｽﾞｸ 女子 1 06 西山中 宮　城

1419 髙田　茉子 ﾀｶﾀﾞ ﾏｺ 女子 1 06 西山中 宮　城

1420 七尾　樺帆 ﾅﾅｵ ｶﾎ 女子 1 06 西山中 宮　城

1422 大垣　芹乃 ｵｵｶﾞｷ ｾﾘﾉ 女子 1 06 西山中 宮　城
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中学女子4X100mR

No. ﾁｰﾑ名 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 個人所属地

936 仙台中田A 531 佐伯　柚稀 ｻｴｷ ﾕｽﾞｷ 女子 2 06 仙台中田 宮　城

532 佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 2 05 仙台中田 宮　城

533 葛岡　晏 ｸｽﾞｵｶ ｱﾝ 女子 2 05 仙台中田 宮　城

535 佐藤　あいり ｻﾄｳ ｱｲﾘ 女子 1 06 仙台中田 宮　城

536 佐藤　結来 ｻﾄｳ ﾕﾗ 女子 2 05 仙台中田 宮　城

549 丹野　遥音 ﾀﾝﾉ ﾊﾙﾈ 女子 2 05 仙台中田 宮　城

653 沖野中A 1328 阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 2 05 沖野中 宮　城

1330 丹野　美優 ﾀﾝﾉ ﾐﾕｳ 女子 2 05 沖野中 宮　城

1332 伊藤　梨乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 05 沖野中 宮　城

1338 佐々木　悠衣 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 1 06 沖野中 宮　城

1339 相澤　優月 ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 06 沖野中 宮　城

1340 石山　葉奈 ｲｼﾔﾏ ﾊﾅ 女子 1 06 沖野中 宮　城

285 将監中A 1806 浅野　結 ｱｻﾉ ﾕｲ 女子 2 将監中

1807 森永　実花 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾐｶ 女子 2 将監中

1811 佐藤　小晴 ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 1 将監中

1812 武田　芽依 ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ 女子 1 将監中

1814 佐藤　亜珠羽 ｻﾄｳ ｱｽﾞﾊ 女子 1 将監中

1817 久保田　梨星 ｸﾎﾞﾀ ﾘｾ 女子 1 将監中

440 柳生中A 2485 奧田　舞羽 ｵｸﾀﾞ ﾑｳ 女子 1 柳生中

2486 鈴木　倖巴乃 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾉ 女子 1 柳生中

2487 鈴木　もも音 ｽｽﾞｷ ﾓﾓﾈ 女子 2 柳生中

2500 畑中　美空 ﾊﾀﾅｶ ﾐｸ 女子 2 柳生中

2506 米山　南 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾅﾐ 女子 2 柳生中

2508 須藤　優里花 ｽﾄﾞｳ ﾕﾘｶ 女子 2 柳生中

1023 七郷中A 605 澤村　南咲 ｻﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 1 06 七郷中 宮　城

606 洞城　夢叶 ﾄﾞｳｼﾞｮｳ ﾕﾒｶ 女子 1 06 七郷中 宮　城

631 阿部　小雪 ｱﾍﾞ ｺﾕｷ 女子 2 05 七郷中 宮　城

633 大山　桜音 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙﾈ 女子 2 05 七郷中 宮　城

634 山形　夢月 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕﾂﾞ 女子 2 05 七郷中 宮　城

640 平山　日菜 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾅ 女子 2 05 七郷中 宮　城

48 六郷中A 566 黒須　めぐみ ｸﾛｽ ﾒｸﾞﾐ 女子 2 05 六郷中 宮　城

569 浅川　来瞳 ｱｻｶﾜ ｸﾙﾐ 女子 2 05 六郷中 宮　城

571 星　陽果莉 ﾎｼ ﾋｶﾘ 女子 2 05 六郷中 宮　城

593 相原　優花 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 1 07 六郷中 宮　城

595 田口　詩音 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 女子 1 06 六郷中 宮　城

598 佐々木　夢乃 ｻｻｷ ﾕﾒﾉ 女子 1 06 六郷中 宮　城

1070 五橋中B 339 髙橋　日和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 女子 2 96 五橋中 宮　城

351 渡邊　莉瀬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｾ 女子 2 05 五橋中 宮　城

352 斎藤　柊里 ｻｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 女子 1 06 五橋中 宮　城

358 森　栞那 ﾓﾘ ｶﾝﾅ 女子 1 06 五橋中 宮　城

528 長町中B 481 畑　美羽 ﾊﾀ ﾐｳ 女子 1 06 長町中 宮　城

484 鈴木　颯世 ｽｽﾞｷ ｻﾖ 女子 1 06 長町中 宮　城

487 二階堂　碧咲 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｱｷ 女子 1 06 長町中 宮　城

489 千葉　心遥 ﾁﾊﾞ ｺｺﾊ 女子 1 06 長町中 宮　城

490 中嶋　凛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝ 女子 1 06 長町中 宮　城

82 宮城野中B 205 杉山　晴菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾅ 女子 1 06 宮城野中 宮城

206 穗積　寛子 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛｺ 女子 1 06 宮城野中 宮城

221 鈴木　楓 ｽｽﾞｷ ｶｴﾃﾞ 女子 2 05 宮城野中 宮城

224 和田　柚希 ﾜﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 女子 2 05 宮城野中 宮城

200 台原中 847 黒﨑　莉央 ｸﾛｻｷ ﾘｵ 女子 2 05 台原中 宮　城

850 佐々木　彩乃 ｻｻｷ ｱﾔﾅ 女子 2 05 台原中 宮　城

852 有住　千香子 ｱﾘｽﾐ ﾁｶｺ 女子 2 05 台原中 宮　城

854 髙橋　由楽 ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 女子 2 05 台原中 宮　城

863 伊藤　わかば ｲﾄｳ ﾜｶﾊﾞ 女子 1 06 台原中 宮　城

386 鶴が丘中 2002 今野　水葵 ｺﾝﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 2 05 鶴が丘中 宮　城

2003 堀尾　華杏奈 ﾎﾘｵ ｶﾝﾅ 女子 2 05 鶴が丘中 宮　城

2006 岸　瑞希 ｷｼ ﾐｽﾞｷ 女子 2 05 鶴が丘中 宮　城

2030 横澤　日菜 ﾖｺｻﾜ ﾋﾅ 女子 1 06 鶴が丘中 宮　城

454 中山中A 1006 大山　里咲 ｵｵﾔﾏ ﾘｻ 女子 2 05 中山中 宮　城

1007 狩野　琴美 ｶﾘﾉ ｺﾄﾐ 女子 2 05 中山中 宮　城

1010 中里　心妃 ﾅｶｻﾄ ﾐｻｷ 女子 1 06 中山中 宮　城

1012 生島　心菜 ｲｸｼﾏ ｺｺﾅ 女子 1 06 中山中 宮　城

1013 黒川　夏葉 ｸﾛｶﾜ ﾅﾂﾊ 女子 1 06 中山中 宮　城

1015 土屋　はな ﾂﾁﾔ ﾊﾅ 女子 1 06 中山中 宮　城

1174 幸町中 1281 板橋　瑠花 ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 女子 2 05 幸町中 宮　城

1282 伊東　なな子 ｲﾄｳ ﾅﾅｺ 女子 2 05 幸町中 宮　城

1284 片倉　薫風 ｶﾀｸﾗ ﾎﾉｶ 女子 2 05 幸町中 宮　城

1287 小林　聖愛 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 女子 2 05 幸町中 宮　城
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1229 高砂中 651 畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ 女子 1 06 高砂中 宮　城

657 日塔　るな ﾆｯﾄｳ ﾙﾅ 女子 1 06 高砂中 宮　城

671 菊池　葵 ｷｸﾁ ｱｵｲ 女子 2 05 高砂中 宮　城

673 村田　詩音 ﾑﾗﾀ ｼｵﾝ 女子 2 05 高砂中 宮　城

257 東仙台中 245 酒井　眞希 ｻｶｲ ﾏｻｷ 女子 1 06 東仙台中 宮　城

270 堀　愛香 ﾎﾘ ﾏﾅｶ 女子 2 05 東仙台中 宮　城

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

272 今野　李音 ｺﾝﾉ  ﾘｵ 女子 2 05 東仙台中 宮　城

273 佐々木　桜花 ｻｻｷ ｵｳｶ 女子 2 06 東仙台中 宮　城

280 後 　杏美 ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾐ 女子 1 07 東仙台中 宮　城

797 館中 2521 佐山　寧音 ｻﾔﾏ ﾈﾈ 女子 1 館中 宮　城

2522 佐々木　結 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 1 館中 宮　城

2523 志摩　光海 ｼﾏ ｺｳﾅ 女子 1 館中 宮　城

2525 鎌田　結愛 ｶﾏﾀ ﾕｱ 女子 2 館中 宮　城

2526 鈴木　一伽 ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ 女子 2 館中 宮　城

1024 七郷中B 603 　瑞希 ｺﾝ ﾐｽﾞｷ 女子 1 06 七郷中 宮　城

604 佐藤　瑠加 ｻﾄｳ ﾙｶ 女子 1 06 七郷中 宮　城

607 仲川　陽菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅ 女子 1 07 七郷中 宮　城

632 大橋　奈央 ｵｵﾊｼ ﾅｵ 女子 2 05 七郷中 宮　城

635 宍戸　ひかり ｼｼﾄﾞ ﾋｶﾘ 女子 2 05 七郷中 宮　城

1044 タゴチュウ 2323 荒田　雪和 ｱﾗﾀ ﾕｷﾅ 女子 1 07 タゴチュウ 宮　城

2324 冨澤　結愛 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｱ 女子 1 07 タゴチュウ 宮　城

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

2341 佐藤　葵 ｻﾄｳ ｱｵｲ 女子 2 05 タゴチュウ 宮　城

1214 広瀬中 1442 齋藤　陽菜 ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 女子 2 広瀬中 宮　城

1451 佐藤　萌音 ｻﾄｳ ﾓﾈ 女子 2 広瀬中 宮　城

1454 髙橋　和 ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 広瀬中 宮　城

1460 宮本　穂花 ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 2 広瀬中 宮　城
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157 玉澤　七海 ﾀﾏｻﾜ ﾅﾅﾐ 女子 2 宮　城 上杉山中

1805 但木　暖衣 ﾀﾀﾞｷ ﾉｲ 女子 2 将監中

132 佐々木　結音 ｻｻｷ ﾕｲﾈ 女子 2 宮　城 上杉山中

134 佐藤　絢弓 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 女子 2 宮　城 上杉山中

9446 山根　希乃風 ﾔﾏﾈ ﾉﾉｶ 女子 1 06 仙台二華

205 杉山　晴菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾅ 女子 1 06 宮城 宮城野中

41700125306219 鈴木　恵菜 ｽｽﾞｷ ｴﾅ 女子 2 05 宮　城 八軒中

139 関本　華 ｾｷﾓﾄ ﾊﾅ 女子 2 宮　城 上杉山中

35400128511523 大城　あずさ ｵｵｼﾛ ｱｽﾞｻ 女子 2 05 宮　城 五橋中

512 阿部　優衣奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 女子 2 06 宮　城 長町中

1421 城下　心 ｼﾛｼﾀ ｺｺﾛ 女子 1 07 宮　城 西山中

1298 安藤　舞帆 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾎ 女子 1 06 宮　城 幸町中

111500142160115 森山　華菜 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 1 06 宮　城 蒲町中

2315 佐藤　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 女子 2 05 宮　城 高森中

2242 渡邉　結愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ 女子 1 06 宮　城 茂庭台中

1454 髙橋　和 ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 宮　城 広瀬中

1480 稲村　若奈 ｲﾅﾑﾗ ﾜｶﾅ 女子 2 宮　城 広瀬中

488 金子　莉菜 ｶﾈｺ ﾘﾅ 女子 1 06 宮　城 長町中

487 二階堂　碧咲 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｱｷ 女子 1 06 宮　城 長町中

136 石川　あかり ｲｼｶﾜ ｱｶﾘ 女子 2 宮　城 上杉山中

1305 平山　恵 ﾋﾗﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 女子 1 06 宮　城 幸町中

651 畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ 女子 1 06 宮　城 高砂中

276200134493529 佐々木　愛加 ｻｻｷ ﾏﾅｶ 女子 2 05 宮　城 ウルスラ中
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2022 中澤　里緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 女子 3 05 宮　城 鶴が丘中

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

56600124868332 黒須　めぐみ ｸﾛｽ ﾒｸﾞﾐ 女子 2 05 宮　城 六郷中

40700125306017 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

9441 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 女子 2 05 仙台二華

126 粂　花音 ｸﾒ ｶﾉﾝ 女子 2 宮　城 上杉山中

533129682331 葛岡　晏 ｸｽﾞｵｶ ｱﾝ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

1295 丹野　珠志 ﾀﾝﾉ ﾐﾕｷ 女子 2 05 宮　城 幸町中

100700126944632 狩野　琴美 ｶﾘﾉ ｺﾄﾐ 女子 2 05 宮　城 中山中

35800141165018 森　栞那 ﾓﾘ ｶﾝﾅ 女子 1 06 宮　城 五橋中

57100124870123 星　陽果莉 ﾎｼ ﾋｶﾘ 女子 2 05 宮　城 六郷中

1894 齋　さくら ｻｲ ｻｸﾗ 女子 2 05 宮　城 向陽台中

1807 森永　実花 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾐｶ 女子 2 将監中

226 川口　和葉 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾊ 女子 2 05 宮城 宮城野中

2030 横澤　日菜 ﾖｺｻﾜ ﾋﾅ 女子 1 06 宮　城 鶴が丘中

41600125306118 早坂　日菜 ﾊﾔｻｶ ﾋﾅ 女子 2 05 宮　城 八軒中

490 中嶋　凛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝ 女子 1 06 宮　城 長町中

1460 宮本　穂花 ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 2 宮　城 広瀬中

481 畑　美羽 ﾊﾀ ﾐｳ 女子 1 06 宮　城 長町中

63500129874940 宍戸　ひかり ｼｼﾄﾞ ﾋｶﾘ 女子 2 05 宮　城 七郷中

1339 相澤　優月 ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 06 宮　城 沖野中

536129681835 佐藤　結来 ｻﾄｳ ﾕﾗ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

101200140891023 生島　心菜 ｲｸｼﾏ ｺｺﾅ 女子 1 06 宮　城 中山中

1061 下山　藍 ｼﾓﾔﾏ ｱｲ 女子 2 宮　城 山田中

1193 濱野　瑞紀 ﾊﾏﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 2 宮　城 中野中

63700129876235 菅井　菜名 ｽｶﾞｲ ﾅﾅ 女子 2 05 宮　城 七郷中

1184 武田　華奈 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ 女子 2 宮　城 中野中

1452 大窪　愛菜 ｵｵｸﾎﾞ ｱｲﾅ 女子 1 宮　城 広瀬中

1814 佐藤　亜珠羽 ｻﾄｳ ｱｽﾞﾊ 女子 1 将監中

1817 久保田　梨星 ｸﾎﾞﾀ ﾘｾ 女子 1 将監中

1783 中村　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 女子 1 宮　城 八乙女中学校

60500136228224 澤村　南咲 ｻﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 1 06 宮　城 七郷中

35200141164522 斎藤　柊里 ｻｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 女子 1 06 宮　城 五橋中

141 佐藤　美羽 ｻﾄｳ ｳﾙﾊ 女子 1 宮　城 上杉山中

268 菅原　ひより ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾖﾘ 女子 2 05 宮　城 東仙台中

489 千葉　心遥 ﾁﾊﾞ ｺｺﾊ 女子 1 06 宮　城 長町中

1289 杉本　玲奈 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾅ 女子 2 05 宮　城 幸町中

378 藤野　心寧 ﾌｼﾞﾉ ｺｺﾈ 女子 2 05 宮　城 愛宕中

1773 加藤　湖子 ｶﾄｳ ｺｺ 女子 1 宮　城 八乙女中学校

525141171217 佐藤　琉花 ｻﾄｳ ﾙｶ 女子 1 07 宮　城 仙台中田

1300 中村　莉乃 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾉ 女子 1 07 宮　城 幸町中

210 荒井　和佳奈 ｱﾗｲ ﾜｶﾅ 女子 1 06 宮城 宮城野中

9449 小川　怜禾 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｶ 女子 1 07 仙台二華

1 / 1



中学女子砲丸投(2.721kg)

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

2021 髙橋　優月 ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 女子 3 04 宮　城 鶴が丘中

532129682028 佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

137 遠藤　柚季 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞｷ 女子 2 宮　城 上杉山中

140 横山　みなみ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾅﾐ 女子 2 宮　城 上杉山中

655 針生　楓夏 ﾊﾘｳ ﾌｳｶ 女子 1 06 宮　城 高砂中

1423 斉藤　真思 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 女子 1 06 宮　城 西山中

41700125306219 鈴木　恵菜 ｽｽﾞｷ ｴﾅ 女子 2 05 宮　城 八軒中

1474 仙葉　美優 ｾﾝﾊﾞ ﾐﾕｳ 女子 2 宮　城 広瀬中

1189 糟谷　かんな ｶｽﾔ ｶﾝﾅ 女子 2 宮　城 中野中

534129682129 菅野　ほのか ｶﾝﾉ ﾎﾉｶ 女子 2 05 宮　城 仙台中田

484 鈴木　颯世 ｽｽﾞｷ ｻﾖ 女子 1 06 宮　城 長町中

1443 久坂　芽衣 ﾋｻｻｶ ﾒｲ 女子 2 宮　城 広瀬中

1190 阿部　千夏 ｱﾍﾞ ﾁﾅﾂ 女子 2 宮　城 中野中

209 湯田　未來 ﾕﾀﾞ ﾐﾗ 女子 1 06 宮城 宮城野中

1299 加藤　莉央 ｶﾄｳ ﾘｵ 女子 1 06 宮　城 幸町中

2315 佐藤　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 女子 2 05 宮　城 高森中

245 酒井　眞希 ｻｶｲ ﾏｻｷ 女子 1 06 宮　城 東仙台中

277 鈴木　明日葉 ｽｽﾞｷ ｱｽﾊ 女子 2 05 宮　城 東仙台中

41000135726630 荒川　芽生 ｱﾗｶﾜ ﾒｲ 女子 1 06 宮　城 八軒中

1819 佐藤　結衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 女子 1 将監中

1186 太田　珠里 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾘ 女子 2 宮　城 中野中

59500133917832 田口　詩音 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 女子 1 06 宮　城 六郷中
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