
高校女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

811 氏家　美月 ｳｼﾞｲｴ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 宮城学院高校

813 支倉　陽香 ﾊｾｸﾗ ﾊﾙｶ 女子 2 宮城学院高校

816 大學　晴 ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾊﾙ 女子 3 宮城学院高校

818 植木　江里 ｳｴｷ ｴﾘ 女子 3 宮城学院高校

821 加藤　小春 ｶﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 1 宮城学院高校

851 近藤　奈々恵 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｴ 女子 2 尚絅学院高

852 阿部　希咲 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 女子 2 尚絅学院高

855 宗政　真緒 ﾑﾈﾏｻ ﾏｵ 女子 2 尚絅学院高

857 庄子　優黎那 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾘﾅ 女子 1 尚絅学院高

860 髙橋　日和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 女子 1 尚絅学院高

885 細谷　真優 ﾎｿﾔ ﾏﾕ 女子 1 常盤木学園高校

886 板橋　瑠花 ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 女子 1 常盤木学園高校

906 浅野　結 ｱｻﾉ ﾕｲ 女子 1 常盤木学園高校

907 及川　瑠菜 ｵｲｶﾜ ﾙﾅ 女子 1 常盤木学園高校

908 大槻　ゆめ ｵｵﾂｷ ﾕﾒ 女子 1 常盤木学園高校

781 阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 1 聖和学園

782 星　彩雪 ﾎｼ ｻﾕｷ 女子 1 聖和学園

800 千田　遥花 ﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 2 聖和学園

801 平塚　茉那 ﾋﾗﾂｶ ﾏﾅ 女子 3 聖和学園

803 寺田　莉菜 ﾃﾗﾀﾞ ﾘﾅ 女子 2 聖和学園

931 大内　萌花 ｵｵｳﾁ ﾎﾉｶ 女子 2 仙台育英学園高

941 澤村　ももか ｻﾜﾑﾗ ﾓﾓｶ 女子 2 仙台育英学園高

945 佐藤　愛佳理 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 女子 1 仙台育英学園高

947 阿部　ちひろ ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 女子 1 仙台育英学園高

948 野中　愛子 ﾉﾅｶ ｱｲｺ 女子 1 仙台育英学園高

214 生井　杏 ﾅﾏｲ ｱﾝ 女子 3 仙台向山高

215 橋谷田　聖乃 ﾊｼﾔﾀﾞ ｷﾖﾉ 女子 3 仙台向山高

220 小原　梨紗 ｵﾊﾞﾗ ﾘｻ 女子 2 仙台向山高

222 中村　杏紗 ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ 女子 2 仙台向山高

223 倉田　あかり ｸｱﾀ ｱｶﾘ 女子 1 仙台向山高

352 大谷　卯華 ｵｵﾀﾆ ｳｶ 女子 3 仙台高校

353 金田　美咲 ｶﾈﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 3 仙台高校

354 熊谷　静花 ｸﾏｶﾞｲ ｼｽﾞｶ 女子 3 仙台高校

355 黒﨑　愛琉 ｸﾛｻｷ ｱｲﾘ 女子 3 仙台高校

358 古川　愛菜 ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾅ 女子 2 仙台高校

288 佐藤　心花 ｻﾄｳ ｺﾉｶ 女子 2 仙台西高

66 内田　朱音 ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 1 仙台第三

68 髙橋　陽奈子 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅｺ 女子 1 仙台第三

302 戸田　瑠南 ﾄﾀﾞ ﾙﾅ 女子 2 仙台東高

308 亀谷　ほのか ｶﾒﾔ ﾎﾉｶ 女子 3 仙台東高

309 氏家　聖三 ｳｼﾞｲｴ ｻﾄﾐ 女子 3 仙台東高

316 槙原　姫彩 ﾏｷﾊﾗ ﾒｲ 女子 1 仙台東高

324 松田　早希 ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ 女子 3 仙台東高

1050 村上　茉希 ﾑﾗｶﾐ ﾏｷ 女子 2 東北学院榴ケ岡

1054 莊司　実香　 ｼｮｳｼﾞ ﾐｶ 女子 1 東北学院榴ケ岡

977 石川　礼愛 ｲｼｶﾜ ｱﾔﾒ 女子 2 東北高

986 阿部　咲来 ｱﾍﾞ ｻｸﾗ 女子 1 東北高
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高校女子パラ100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

4260 佐藤　かえで ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 女子 3 東北ＡＣ

842 岩佐　陽向 ｲﾜｻ ﾋﾅ 女子 1 尚絅学院高
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高校女子1500m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

822 藤原　喬 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳ 女子 1 宮城学院高校

823 吉田　陽菜 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 女子 1 宮城学院高校

824 中村　桃子 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ 女子 1 宮城学院高校

841 川村　智美 ｶﾜﾑﾗ ｻﾄﾐ 女子 3 尚絅学院高

850 小林　粋 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｲ 女子 2 尚絅学院高

854 鳥海　ななか ﾄﾘｳﾐ ﾅﾅｶ 女子 2 尚絅学院高

858 鍋谷　風華 ﾅﾍﾞﾔ ﾌｳｶ 女子 1 尚絅学院高

859 石井　花奈 ｲｼｲ ﾊﾅ 女子 1 尚絅学院高

887 近藤　野々花 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 女子 1 常盤木学園高校

889 馬場　ひなた ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾅﾀ 女子 1 常盤木学園高校

894 山﨑　めい ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ 女子 2 常盤木学園高校

900 及川　愛依 ｵｲｶﾜ ﾒｲ 女子 2 常盤木学園高校

905 庄子　理菜 ｼｮｳｼﾞ ﾘﾅ 女子 1 常盤木学園高校

784 早坂　優 ﾊﾔｻｶ ﾕｳ 女子 1 聖和学園

785 山崎　奈結 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾕ 女子 1 聖和学園

793 佐々木　彩那 ｻｻｷ ｱﾔﾅ 女子 2 聖和学園

794 石垣　美空 ｲｼｶﾞｷ ﾐｸ 女子 3 聖和学園

799 佐藤　美智花 ｻﾄｳ ﾐﾁｶ 女子 2 聖和学園

219 末永　うらら ｽｴﾅｶﾞ ｳﾗﾗ 女子 2 仙台向山高

225 佐藤　瑠菜 ｻﾄｳ ﾙﾅ 女子 1 仙台向山高

65 渡部　麗穏 ﾜﾀﾍﾞ ﾘｵﾝ 女子 2 仙台第三

301 千葉　帆奈 ﾁﾊﾞ ﾊﾝﾅ 女子 2 仙台東高

313 早坂　朝菜 ﾊﾔｻｶ ｱｻﾅ 女子 1 仙台東高

314 田中　結奈 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 女子 1 仙台東高

1049 千葉　くるみ ﾁﾊﾞ ｸﾙﾐ 女子 2 東北学院榴ケ岡

1051 後藤　舞 ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 女子 2 東北学院榴ケ岡

979 横山　綺星 ﾖｺﾔﾏ ｷﾗ 女子 2 東北高

981 但木　南桜 ﾀﾀﾞｷ ﾅｵ 女子 2 東北高

983 小玉　羽央 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾅｶ 女子 2 東北高

984 千田　采葵 ﾁﾀﾞ ｱｵｲ 女子 2 東北高
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高校女子4X100mR

ﾁｰﾑ ﾁｰﾑ名 ｶﾅ

No ﾁｰﾑ正式名 略称 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 個人所属

828 仙台向山高A ｾﾝﾀﾞｲﾑｶｲﾔﾏｺｳA 214 生井　杏 ﾅﾏｲ ｱﾝ 女子 3 仙台向山高
宮城県仙台向山高等学校A 仙台向山高A 215 橋谷田　聖乃 ﾊｼﾔﾀﾞ ｷﾖﾉ 女子 3 仙台向山高

216 大友　祥 ｵｵﾄﾓ ｻﾁ 女子 3 仙台向山高

217 樫崎　なつ ｶｼｻﾞｷ ﾅﾂ 女子 3 仙台向山高

218 平子　舞夏 ﾋﾗｺ ﾏｲｶ 女子 3 仙台向山高

829 仙台向山高B ｾﾝﾀﾞｲﾑｶｲﾔﾏｺｳB 220 小原　梨紗 ｵﾊﾞﾗ ﾘｻ 女子 2 仙台向山高
宮城県仙台向山高等学校B 仙台向山高B 221 松岡　莉子 ﾏﾂｵｶ ﾘｺ 女子 2 仙台向山高

222 中村　杏紗 ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ 女子 2 仙台向山高

223 倉田　あかり ｸｱﾀ ｱｶﾘ 女子 1 仙台向山高

224 下山　藍 ｼﾓﾔﾏ ｱｲ 女子 1 仙台向山高

228 宮本　詩音 ﾐﾔﾓﾄ ｼｵﾝ 女子 1 仙台向山高

1258 仙台西高 センダイニシコウコウ 271 森　優名 ﾓﾘ ﾕｳﾅ 女子 1 仙台西高

宮城県仙台西高等学校 仙台西高 272 佐々木　杏菜 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 女子 1 仙台西高

287 安藤　七花 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ 女子 2 仙台西高

288 佐藤　心花 ｻﾄｳ ｺﾉｶ 女子 2 仙台西高

289 稲吉　美詞 ｲﾅﾖｼ ﾐｺﾄ 女子 2 仙台西高

1474 宮城学院高校B ミヤギガクインコウコウB 811 氏家　美月 ｳｼﾞｲｴ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 宮城学院高校

宮城学院高等学校B 宮城学院高校B 813 支倉　陽香 ﾊｾｸﾗ ﾊﾙｶ 女子 2 宮城学院高校

820 阿部　優衣奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 女子 1 宮城学院高校

821 加藤　小春 ｶﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 1 宮城学院高校

822 藤原　喬 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳ 女子 1 宮城学院高校

1475 宮城学院高校A ミヤギガクインコウコウA 814 小関　柚野 ｺｾｷ ﾕﾉ 女子 3 宮城学院高校

宮城学院高等学校A 宮城学院高校A 816 大學　晴 ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾊﾙ 女子 3 宮城学院高校

818 植木　江里 ｳｴｷ ｴﾘ 女子 3 宮城学院高校

823 吉田　陽菜 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 女子 1 宮城学院高校

824 中村　桃子 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ 女子 1 宮城学院高校

1555 仙台高校 ｾﾝﾀﾞｲｺｳｺｳ 352 大谷　卯華 ｵｵﾀﾆ ｳｶ 女子 3 仙台高校

仙台市立仙台高等学校 仙台高校 353 金田　美咲 ｶﾈﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 3 仙台高校

355 黒﨑　愛琉 ｸﾛｻｷ ｱｲﾘ 女子 3 仙台高校

357 高橋　碧 ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ 女子 2 仙台高校

358 古川　愛菜 ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾅ 女子 2 仙台高校

362 髙橋　美菜都 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾄ 女子 1 仙台高校

2654 仙台育英学園高A センダイイクエイガクエンコウA 932 若生　姫香 ﾜｺｳ ﾋﾒｶ 女子 2 仙台育英学園高

仙台育英学園高校A 仙台育英学園高A 941 澤村　ももか ｻﾜﾑﾗ ﾓﾓｶ 女子 2 仙台育英学園高

946 細川　叶 ﾎｿｶﾜ ｶﾅｴ 女子 1 仙台育英学園高

948 野中　愛子 ﾉﾅｶ ｱｲｺ 女子 1 仙台育英学園高

2655 仙台育英学園高B センダイイクエイガクエンコウB 931 大内　萌花 ｵｵｳﾁ ﾎﾉｶ 女子 2 仙台育英学園高

仙台育英学園高校B 仙台育英学園高B 944 斉藤　凜 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 女子 1 仙台育英学園高

945 佐藤　愛佳理 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 女子 1 仙台育英学園高

947 阿部　ちひろ ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 女子 1 仙台育英学園高

2692 東北高 ﾄｳﾎｸｺｳ 975 中澤　里緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 女子 2 東北高

東北高等学校 東北高 976 玉澤　七海 ﾀﾏｻﾜ ﾅﾅﾐ 女子 2 東北高

977 石川　礼愛 ｲｼｶﾜ ｱﾔﾒ 女子 2 東北高

978 西城　伽音 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾉﾝ 女子 2 東北高

980 佐々木　咲笑 ｻｻｷ ｻｴ 女子 2 東北高

986 阿部　咲来 ｱﾍﾞ ｻｸﾗ 女子 1 東北高

2741 常盤木学園高校B ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳB 871 日下　あやな ｸｻｶ ｱﾔﾅ 女子 3 常盤木学園高校

学校法人常盤木学園高等学校B 常盤木学園高校B 884 相原　彩乃 ｱｲﾊﾗ ｱﾔﾉ 女子 3 常盤木学園高校

886 板橋　瑠花 ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 女子 1 常盤木学園高校

898 名取　優杏 ﾅﾄﾘ ﾕｱﾝ 女子 2 常盤木学園高校

901 佐藤　結華 ｻﾄｳ ﾕｲｶ 女子 2 常盤木学園高校

908 大槻　ゆめ ｵｵﾂｷ ﾕﾒ 女子 1 常盤木学園高校

2742 常盤木学園高校A ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳA 875 佐藤　美里 ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 女子 3 常盤木学園高校

学校法人常盤木学園高等学校A 常盤木学園高校A 880 伊藤　ののか ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 女子 3 常盤木学園高校

892 郷右近　美優 ｺﾞｳｺﾝ ﾐﾕ 女子 3 常盤木学園高校

895 黒丸　朝日 ｸﾛﾏﾙ ｱｻﾋ 女子 2 常盤木学園高校

896 赤間　未優 ｱｶﾏ ﾐﾕｳ 女子 2 常盤木学園高校

906 浅野　結 ｱｻﾉ ﾕｲ 女子 1 常盤木学園高校

2767 尚絅学院高 ｼｮｳｹｲｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ 851 近藤　奈々恵 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｴ 女子 2 尚絅学院高

尚絅学院高等学校 尚絅学院高 852 阿部　希咲 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 女子 2 尚絅学院高

853 亀井　陽香梨 ｶﾒｲ ﾋｶﾘ 女子 2 尚絅学院高

855 宗政　真緒 ﾑﾈﾏｻ ﾏｵ 女子 2 尚絅学院高

856 竹中　晴菜 ﾀｹﾅｶ ﾊﾙﾅ 女子 2 尚絅学院高

857 庄子　優黎那 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾘﾅ 女子 1 尚絅学院高
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高校女子走高跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

820 阿部　優衣奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 女子 1 宮城学院高校

783 佐々木　結音 ｻｻｷ ﾕｲﾈ 女子 1 聖和学園

791 小原　大空 ｵﾊﾞﾗ ｿﾗ 女子 2 聖和学園

792 久慈　未来 ｸｼﾞ ﾐﾚ 女子 2 聖和学園

287 安藤　七花 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ 女子 2 仙台西高

976 玉澤　七海 ﾀﾏｻﾜ ﾅﾅﾐ 女子 2 東北高
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高校女子走幅跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

843 三浦　凛 ﾐｳﾗ ﾘﾝ 女子 3 尚絅学院高

848 須田　理子 ｽﾀﾞ ﾘｺ 女子 3 尚絅学院高

878 伊藤　愛莉 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 女子 3 常盤木学園高校

888 橋本　穂香 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 1 常盤木学園高校

902 鈴木　春香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 女子 2 常盤木学園高校

790 岩澤　花菜 ｲﾜｻﾜ ﾊﾅ 女子 2 聖和学園

940 宮森　みな実 ﾐﾔﾓﾘ ﾐﾅﾐ 女子 2 仙台育英学園高

216 大友　祥 ｵｵﾄﾓ ｻﾁ 女子 3 仙台向山高

224 下山　藍 ｼﾓﾔﾏ ｱｲ 女子 1 仙台向山高

359 遠藤　想乃栞 ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾉｶ 女子 1 仙台高校

360 北住　心菜 ｷﾀｽﾞﾐ ｺｺﾅ 女子 1 仙台高校

362 髙橋　美菜都 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾄ 女子 1 仙台高校

310 原　姫羽 ﾊﾗ ﾂｷﾊ 女子 2 仙台東高

312 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 1 仙台東高

974 髙橋　ルナ ﾀｶﾊｼ ﾙﾅ 女子 3 東北高

975 中澤　里緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 女子 2 東北高

980 佐々木　咲笑 ｻｻｷ ｻｴ 女子 2 東北高
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高校女子砲丸投(4.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

899 加藤　杏菜 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 2 常盤木学園高校

1048 原田　あゆみ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 2 東北学院榴ケ岡

217 樫崎　なつ ｶｼｻﾞｷ ﾅﾂ 女子 3 仙台向山高

351 遠藤　七海 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 女子 3 仙台高校

356 大谷　こころ ｵｵﾀﾆ ｺｺﾛ 女子 2 仙台高校

357 高橋　碧 ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ 女子 2 仙台高校

361 齋藤　心結 ｻｲﾄｳ ﾐﾕ 女子 1 仙台高校
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