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2683 三浦　妃華 ﾐｳﾗ ﾋﾒｶ 女子 3 ショウケイ中

2684 髙橋　心乃 ﾀｶﾊｼ ｺｺﾉ 女子 2 ショウケイ中

2685 船本　柊芳 ﾌﾅﾓﾄ ﾄｳｶ 女子 1 ショウケイ中

1325 大竹　那波 ｵｵﾀｹ ﾅﾅﾐ 女子 1 沖野中

1327 渡邉　優月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 沖野中

1330 鈴木　ふゆめ ｽｽﾞｷ ﾌﾕﾒ 女子 1 沖野中

1331 千葉　愛花 ﾁﾊﾞ ﾏﾅｶ 女子 1 沖野中

1928 菊地　美洋 ｷｸﾁ ﾐﾋﾛ 女子 1 加茂中

1929 今井　文音 ｲﾏｲ ｱﾔﾈ 女子 1 加茂中

1934 芳賀　未祈 ﾊｶﾞ ﾐﾉﾘ 女子 3 加茂中

1935 小林　瑞生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 女子 3 加茂中

1936 森岡　心咲 ﾓﾘｵｶ ﾐｻｷ 女子 3 加茂中

1083 菅原　聖楽 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾗ 女子 1 蒲町中

1111 山口　温乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾉ 女子 3 蒲町中

1112 吉野　心優 ﾖｼﾉ ﾐﾕ 女子 3 蒲町中

1114 草野　りり ｸｻﾉ ﾘﾘ 女子 3 蒲町中

1120 志田　知央 ｼﾀﾞ ﾁｵ 女子 2 蒲町中

693 佐藤　ちひろ ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 女子 2 岩中

704 大津　李 ｵｵﾂ ﾓﾓ 女子 2 岩中

713 加藤　乃彩 ｶﾄｳ ﾉｱ 女子 3 岩中

714 神　心那 ｼﾞﾝ ｺｺﾅ 女子 1 岩中

1537 猪狩　理乃 ｲｶﾞﾘ ﾘﾉ 女子 3 宮教大附属

1540 佐藤　あのん ｻﾄｳ ｱﾉﾝ 女子 3 宮教大附属

1547 田村　栞理 ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ 女子 2 宮教大附属

1551 藤本　心花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺﾉﾊ 女子 2 宮教大附属

1568 遊佐　真珠彩 ﾕｻ ﾏﾘｱ 女子 3 宮城聴覚中

204 眞野　來桃 ﾏﾉ ｸﾙﾐ 女子 3 宮城野中

209 湯田　未來 ﾕﾀﾞ ﾐﾗ 女子 3 宮城野中

222 梶谷　環子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾜｺ 女子 1 宮城野中

223 笠原　碧衣 ｶｻﾊﾗ ｱｵｲ 女子 1 宮城野中

224 谷　結陸 ﾀﾆ ﾕｲﾘ 女子 1 宮城野中

808 塙　怜奈 ﾊﾅﾜ ﾚﾅ 女子 1 郡山中学校

817 村上　栞南 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 女子 1 郡山中学校

820 多田　桃歌 ﾀﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 1 郡山中学校

823 杉本　桃子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾓｺ 女子 2 郡山中学校

824 安住　果笑 ｱｽﾞﾐ ｶｴ 女子 2 郡山中学校

337 赤塚　心花 ｱｶﾂｶ ﾐﾊﾅ 女子 2 五橋中

340 大西　空 ｵｵﾆｼ ｿﾗ 女子 2 五橋中

349 村中　梨紗 ﾑﾗﾅｶ ﾘｻ 女子 2 五橋中

352 斎藤　柊里 ｻｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 女子 3 五橋中

360 金田　彩希 ｶﾈﾀﾞ ｻｷ 女子 3 五橋中

163 蓮沼　奏心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｳ 女子 2 五城中学校

164 民部田　夕奈 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾕﾅ 女子 2 五城中学校

172 早坂　桜 ﾊﾔｻｶ ｻｸﾗ 女子 3 五城中学校

182 齊藤　凪子 ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｺ 女子 1 五城中学校

183 寺島　南美 ﾃﾗｼﾏ ﾐﾅﾐ 女子 1 五城中学校

1885 錦戸　椿 ﾆｼｷﾄﾞ ﾂﾊﾞｷ 女子 1 向陽台中

1297 安達　夢奈 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾅ 女子 3 幸町中

1304 赤間　聖留 ｱｶﾏ ｾｲﾙ 女子 3 幸町中

1306 横山　ゆな ﾖｺﾔﾏ ﾕﾅ 女子 3 幸町中

1307 蜂谷　日菜 ﾊﾁﾔ ﾋﾅ 女子 3 幸町中

1457 菅原　小鈴 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾘﾝ 女子 2 広瀬中

1463 笹原　妃奈乃 ｻｻﾊﾗ ﾋﾅﾉ 女子 2 広瀬中

1464 田口　希果 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾉｶ 女子 2 広瀬中

1467 齊藤　菜々花 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｶ 女子 2 広瀬中

1469 吉村　円花 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 女子 2 広瀬中

641 平塚　美帆 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾎ 女子 1 高砂中

642 大沼　彩乃 ｵｵﾇﾏ ｱﾔﾉ 女子 1 高砂中

643 林　楓夏 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 女子 1 高砂中

644 髙橋　莉心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 1 高砂中

648 加藤　樹菜 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾅ 女子 2 高砂中

2282 名和　　れいな ﾅﾜ ﾚｲﾅ 女子 1 高森中

2283 畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 女子 1 高森中

2285 菅原　　綾音 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 女子 1 高森中

100 狩屋　萌 ｶﾘﾔ  ﾓｴ 女子 3 三条

91 首藤　梨乃 ｼｭﾄｳ ﾘﾉ 女子 1 三条
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96 溝口　心優 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 女子 2 三条

98 中田　紗香 ﾅｶﾀ  ｻﾔｶ 女子 2 三条

99 渡邊　初奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳｲﾅ 女子 2 三条

1041 廣瀬　心優 ﾋﾛｾ ﾐﾕ 女子 3 山田中

1042 岡崎　留奈 ｵｶｻﾞｷ ﾙﾅ 女子 3 山田中

1052 福井　陽彩 ﾌｸｲ ﾋｲﾛ 女子 2 山田中

1053 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 2 山田中

1055 廣瀬　心美 ﾋﾛｾ ｺｺﾐ 女子 2 山田中

2042 清水　麻那 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅ 女子 3 寺岡中

2062 林　亜美 ﾊﾔｼ ｱﾐ 女子 3 寺岡中

2063 佐々木　詩織 ｻｻｷ ｼｵﾘ 女子 3 寺岡中

2067 渡邊　紗英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴ 女子 2 寺岡中

2070 大友　俐凛 ｵｵﾄﾓ ﾘﾘ 女子 2 寺岡中

602 菊地　璃音 ｷｸﾁ ﾘｵ 女子 3 七郷

604 佐藤　瑠加 ｻﾄｳ ﾙｶ 女子 3 七郷

605 澤村　南咲 ｻﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 3 七郷

622 鈴木　梨央 ｽｽﾞｷ ﾘｵﾝ 女子 2 七郷

632 阿部　夏月 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 女子 2 七郷

1685 中島　弥代音 ﾅｶｼﾏ ﾔﾖｲ 女子 2 七北田中

1689 村松　瑚子 ﾑﾗﾏﾂ ｺｺ 女子 2 七北田中

1690 若林　明香寧 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 女子 2 七北田中

1710 野島　かれん ﾉｼﾞﾏ ｶﾚﾝ 女子 3 七北田中

1801 丸山　衣澄 ﾏﾙﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 女子 1 将監中

1818 佐藤　愛華 ｻﾄｳ ｱｲｶ 女子 3 将監中

1825 佐藤　利紗 ｻﾄｳ ﾘｻ 女子 2 将監中

1828 鈴屋　美月 ｽｽﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 将監中

1829 塩川　文葉 ｼｵｶﾜ ｱﾔﾊ 女子 2 将監中

122 橋本　光哩 ﾊｼﾓﾄ ﾋｶﾘ 女子 3 上杉山中

123 野村　信乃 ﾉﾑﾗ ｼﾉ 女子 3 上杉山中

124 虎岩　あかり ﾄﾗｲﾜ ｱｶﾘ 女子 3 上杉山中

142 岩松　芙咲 ｲﾜﾏﾂ ﾊｽﾞｷ 女子 3 上杉山中

147 村上　茉優 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾕｳ 女子 2 上杉山中

732 鈴木　あいり ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 女子 3 西多賀

734 髙田　実咲 ﾀｶﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 3 西多賀

742 野沢　優来 ﾉｻﾞﾜ ﾕﾗ 女子 2 西多賀

743 藁科　さくら ﾜﾗｼﾅ ｻｸﾗ 女子 2 西多賀

745 奥村　史織 ｵｸﾑﾗ ｼｵﾘ 女子 2 西多賀

9377 佐々木　美桜 ｻｻｷ ﾐｵ 女子 3 青陵

9379 千葉　さくら ﾁﾊﾞ ｻｸﾗ 女子 3 青陵

9381 松山　陽奈 ﾏﾂﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 3 青陵

9390 小口　紗空 ｵｸﾞﾁ ｻﾗ 女子 2 青陵

9391 タタル　愛梨 ﾀﾀﾙ ｴﾐﾘ 女子 2 青陵

1261 櫻庭　真朱 ｻｸﾗﾊﾞ ﾏｱﾔ 女子 3 折立中

1265 原　悠乃 ﾊﾗ ﾋｻﾉ 女子 3 折立中

1266 岩崎　穂 ｲﾜｻｷ ﾐﾉﾘ 女子 3 折立中

1267 柴田　遥菜 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 女子 3 折立中

1 太田　麻愛 ｵｵﾀ ﾏﾅ 女子 3 仙台一

11 嶋貫　妃夏 ｼﾏﾇｷ ﾋﾅﾀ 女子 2 仙台一

13 橋本　千明 ﾊｼﾓﾄ ﾁｱｷ 女子 2 仙台一

21 西村　杏 ﾆｼﾑﾗ ｱﾝ 女子 1 仙台一

24 田中　志歩 ﾀﾅｶ ｼﾎ 女子 2 仙台一

524 吉田　茜 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 3 仙台中田

535 佐藤　あいり ｻﾄｳ ｱｲﾘ 女子 3 仙台中田

540 大槻　茜 ｵｵﾂｷ ｱｶﾈ 女子 2 仙台中田

542 上森　心寧 ｶﾐﾓﾘ ｺｺﾈ 女子 2 仙台中田

550 町田　にこ ﾏﾁﾀﾞ ﾆｺ 女子 2 仙台中田

60 安部　かのあ ｱﾍﾞ ｶﾉｱ 女子 2 仙台二中

61 猪俣　葵 ｲﾉﾏﾀ ｱｵｲ 女子 2 仙台二中

62 及川　凜帆 ｵｲｶﾜ ﾘﾎ 女子 2 仙台二中

63 千葉　結菜 ﾁﾊﾞ ﾕｲﾅ 女子 2 仙台二中

65 吉田　繭子 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕｺ 女子 2 仙台二中

1212 安部　柚凛 ｱﾍﾞ ﾕｳﾘ 女子 1 袋原中

1213 佐々木　乃杏 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 1 袋原中

1222 砂金　柚良 ｲｻｺﾞ ﾕﾗ 女子 2 袋原中

1224 相沢　虹七 ｱｲｻﾞﾜ ﾆｼﾞﾅ 女子 2 袋原中

1226 梅崎　望杏 ｳﾒｻﾞｷ ﾉｱ 女子 2 袋原中
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867 伊藤　寧音 ｲﾄｳ ﾈﾈ 女子 2 台原中

868 菊地　紗季 ｷｸﾁ ｻｷ 女子 2 台原中

870 泉　寧音 ｲｽﾞﾐ ﾈﾈ 女子 2 台原中

871 栗沢　心菜 ｸﾘｻﾜ ｺｺﾅ 女子 2 台原中

872 田久　ななみ ﾀｷｭｳ ﾅﾅﾐ 女子 2 台原中

1002 鈴木　綾音 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 2 中山中

1004 前田　凜音 ﾏｴﾀﾞ ﾘｵﾝ 女子 2 中山中

1011 花坂　美咲 ﾊﾅｻｶ ﾐｻｷ 女子 3 中山中

1012 生島　心菜 ｲｸｼﾏ ｺｺﾅ 女子 3 中山中

1013 黒川　夏葉 ｸﾛｶﾜ ﾅﾂﾊ 女子 3 中山中

1170 佐藤　美月 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 女子 2 中野中

1174 廣川　さら ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 女子 1 中野中

1176 佐々木　華音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 女子 1 中野中

490 中嶋　凛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝ 女子 3 長町中

491 岩本　蒼夢 ｲﾜﾓﾄ ｱﾑ 女子 3 長町中

494 宮城　春咲 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾙｻ 女子 2 長町中

495 山本　麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 女子 2 長町中

499 齋藤　真緒 ｻｲﾄｳ ﾏｵ 女子 2 長町中

2006 後藤　亜実 ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 女子 1 鶴が丘中

2010 横澤　花菜 ﾖｺｻﾜ ｶﾅ 女子 1 鶴が丘中

2020 岩佐　花音 ｲﾜｻ ｶﾉﾝ 女子 2 鶴が丘中

2022 阪本　楓夏 ｻｶﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 2 鶴が丘中

287 佐東　結菜 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 女子 1 東華中

288 関本　春花 ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 1 東華中

289 髙橋　眞希 ﾀｶﾊｼ ﾏｷ 女子 1 東華中

299 佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 2 東華中

300 佐藤　あん ｻﾄｳ ｱﾝ 女子 2 東華中

1841 澁谷　梨乃 ｼﾌﾞﾔ ﾘﾉ 女子 3 南光台中

1845 加藤　華 ｶﾄｳ ﾊﾅ 女子 3 南光台中

1849 西澤　風香 ﾆｼｻﾞﾜ ﾌｳｶ 女子 2 南光台中

1852 佐々木　知優 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 女子 2 南光台中

1856 佐々木　莉來 ｻｻｷ ﾚｲﾗ 女子 2 南光台中

451 齋藤　杏佳 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 女子 1 南小泉

457 大和　凛杏 ﾔﾏﾄ ﾘｱﾝ 女子 1 南小泉

9441 酒井　美怜 ｻｶｲ ﾐﾚｲ 女子 1 二華中

9442 嵯峨　悠月 ｻｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 二華中

9445 藤井　志織 ﾌｼﾞｲ ｼｵﾘ 女子 1 二華中

9448 木内　さゆみ ｷﾉｳﾁ  ｻﾕﾐ 女子 3 二華中

1768 今野　凪 ｺﾝﾉ ﾅｷﾞ 女子 2 八乙女中

1770 安達　菜々海 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女子 2 八乙女中

1778 吉田　寧 ﾖｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 2 八乙女中

1781 大森　　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 女子 1 八乙女中

1788 佐々　　悠歩 ｻｻ ﾊﾙｸ 女子 1 八乙女中

403 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 八軒中学校

404 櫻井　紫乃 ｻｸﾗｲ ｼﾉ 女子 2 八軒中学校

405 板橋　知咲 ｲﾀﾊﾞｼ ﾁｻｷ 女子 1 八軒中学校

412 佐藤　綸 ｻﾄｳ ﾘﾝ 女子 3 八軒中学校

413 三岳　桜子 ﾐﾂﾀｹ ｻｸﾗｺ 女子 1 八軒中学校

963 横田　結菜 ﾖｺﾀ ﾕｳﾅ 女子 3 八木山中

971 佐藤　和花 ｻﾄｳ ﾜｶ 女子 2 八木山中

2161 伊藤　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 女子 2 富沢中

2169 尾形　美羽 ｵｶﾞﾀ ﾐｳ 女子 3 富沢中

2179 細川　芭菜 ﾎｿｶﾜ ﾊﾅ 女子 2 富沢中

2182 小林　まなみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 女子 2 富沢中

2194 齋藤　萌々 ｻｲﾄｳ ﾓﾓ 女子 3 富沢中

2248 山家　優月 ﾔﾝﾍﾞ ﾕﾂｷ 女子 1 茂庭台中

2483 村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 柳生中

2486 鈴木　倖巴乃 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾉ 女子 3 柳生中

578 宇野　日依 ｳﾉ ﾋﾖﾘ 女子 2 六郷中

580 高橋　愛実 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 女子 2 六郷中

586 渡邊　優乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾉ 女子 2 六郷中

593 相原　優花 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 3 六郷中
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1323 大平　結花 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｲｶ 女子 2 沖野中

1332 森　萌香 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 女子 1 沖野中

1921 菅原　日向葵 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ 女子 3 加茂中

1533 石丸　ひの ｲｼﾏﾙ ﾋﾉ 女子 3 宮教大附属

207 西村　希美 ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 女子 3 宮城野中

210 荒井　和佳奈 ｱﾗｲ ﾜｶﾅ 女子 2 宮城野中

215 千葉　茉那 ﾁﾊﾞ ﾏﾅ 女子 2 宮城野中

217 佐藤　文香 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 女子 2 宮城野中

220 岡田　愛佳里 ｵｶﾀﾞ ｱｶﾘ 女子 2 宮城野中

807 鷹島　唯 ﾀｶｼﾏ ﾕｲ 女子 1 郡山中学校

322 堺　瑠璃 ｻｶｲ ﾙﾘ 女子 1 五橋中

328 堀野　若葉 ﾎﾘﾉ ﾜｶﾊﾞ 女子 1 五橋中

330 荒　かえで ｱﾗ ｶｴﾃﾞ 女子 2 五橋中

334 西村　爽 ﾆｼﾑﾗ ｻﾜ 女子 2 五橋中

357 橋本　陽和 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ 女子 3 五橋中

180 男乕　結衣 ｵﾉﾄﾗ ﾕｲ 女子 1 五城中学校

1884 山口　小百合 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾕﾘ 女子 2 向陽台中

1456 福士　明日香 ﾌｸｼ ｱｽｶ 女子 2 広瀬中

1462 岩佐　璃子 ｲﾜｻ ﾘｺ 女子 2 広瀬中

645 二瓶　夏緒 ﾆﾍｲ ﾅｵ 女子 1 高砂中

2281 ｶﾙﾉﾝ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ　芽衣 ｶﾙﾉﾝ ﾒｲ 女子 1 高森中

2284 石澤　　舞 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｲ 女子 1 高森中

2311 橫山　香里奈 ﾖｺﾔﾏ ｶﾘﾅ 女子 2 高森中

101 佐藤　妃奈乃 ｻﾄｳ  ﾋﾅﾉ 女子 3 三条

92 木村　英奈 ｷﾑﾗ ﾊﾅ 女子 1 三条

94 佐藤　綾架 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 女子 1 三条

97 村上　綾菜 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾅ 女子 2 三条

1043 長嶋　花歩 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾎ 女子 3 山田中

1054 佐藤　綺寧 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 女子 2 山田中

1073 鍋谷　美月 ﾅﾍﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ 女子 1 山田中

623 石丸　紗奈 ｲｼﾏﾙ ｻﾔﾅ 女子 2 七郷

624 駿河　凛華 ｽﾙｶﾞ ﾘﾝｶ 女子 2 七郷

628 梶原　由奈 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ 女子 2 七郷

1687 竹森　明花 ﾀｹﾓﾘ ﾒｲｶ 女子 2 七北田中

1692 加藤　花凛 ｶﾄｳ ｶﾘﾝ 女子 2 七北田中

1701 松本　萌 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 女子 1 七北田中

1706 江見　奈々葉 ｴﾐ ﾅﾅﾊ 女子 3 七北田中

1708 那波　柚衣 ﾅﾊﾞ ﾕｲ 女子 3 七北田中

1803 山城　文 ﾔﾏｼﾛ ﾌﾐ 女子 1 将監中

1811 佐藤　小晴 ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 3 将監中

1820 柳澤　香 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｵﾘ 女子 3 将監中

135 川村　佳凛 ｶﾜﾑﾗ ｶﾘﾝ 女子 2 上杉山中

144 中西　美結 ﾅｶﾆｼ ﾐﾕ 女子 3 上杉山中

746 伊藤　ゆい ｲﾄｳ ﾕｲ 女子 2 西多賀

9382 宮下　倫佳 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｶ 女子 3 青陵

9393 岡崎　倖文 ｵｶｻﾞｷ ｻｱﾔ 女子 2 青陵

9394 原　柑奈 ﾊﾗ ｶﾝﾅ 女子 1 青陵

1245 堀内　響 ﾎﾘｳﾁ ｷｮｳ 女子 2 折立中

1264 畠山　ほのか ﾊﾀｹﾔﾏ ﾎﾉｶ 女子 3 折立中

1270 土屋　絢夢 ﾂﾁﾔ ｱﾉﾝ 女子 1 折立中

1271 長倉　果音 ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾉﾝ 女子 1 折立中

12 中川　綸子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾝｺ 女子 2 仙台一

14 齋藤　優夏 ｻｲﾄｳ ﾕﾅ 女子 2 仙台一

8 長谷川　柚紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 女子 3 仙台一

9727 本田　小雪 ﾎﾝﾀﾞ ｺﾕｷ 女子 3 仙台一

539 相澤　妃翠 ｱｲｻﾞﾜ ﾋｽｲ 女子 2 仙台中田

543 西條　結泉 ｻｲｼﾞｮｳ ﾕｲ 女子 2 仙台中田

544 佐藤　瑛三里 ｻﾄｳ ｴﾐﾘ 女子 2 仙台中田

554 高橋　春奈 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ 女子 1 仙台中田

42 布施　久瑠美 ﾌｾ ｸﾙﾐ 女子 3 仙台二中

64 飛知和　芽瑠 ﾋﾁﾜ ﾒﾙ 女子 2 仙台二中

1210 及川　穂乃花 ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ 女子 1 袋原中

1211 勝又　美涼 ｶﾂﾏﾀ ﾐｽｽﾞ 女子 1 袋原中

1220 庄子　美玖 ｼｮｳｼﾞ ﾐｸ 女子 2 袋原中

1225 板橋　紗桜 ｲﾀﾊﾞｼ ｻﾗ 女子 2 袋原中

1234 佐藤　莉緒 ｻﾄｳ ﾘｵ 女子 3 袋原中
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845 熊谷　恋羽 ｸﾏｶﾞｲ ｺﾊﾈ 女子 1 台原中

847 柴田　しずく ｼﾊﾞﾀ ｼｽﾞｸ 女子 1 台原中

862 押野　碧宙 ｵｼﾉ ﾐｿﾗ 女子 3 台原中

869 横山　さら ﾖｺﾔﾏ ｻﾗ 女子 2 台原中

874 阿倍　莉奈 ｱﾍﾞ ﾘﾅ 女子 2 台原中

1165 柳田　菜月 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾅﾂｷ 女子 2 中野中

1167 三浦　仁菜 ﾐｳﾗ ﾆﾅ 女子 2 中野中

1169 丸山　ひな ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾅ 女子 2 中野中

1175 岡田　姫來 ｵｶﾀﾞ ｷﾗ 女子 1 中野中

1180 鈴木　琉依 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 女子 1 中野中

482 長岡　みさき ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ 女子 3 長町中

486 鈴木　彩佳 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 女子 3 長町中

493 加賀谷　柚希 ｶｶﾞﾔ ﾕｳｷ 女子 2 長町中

505 鈴木　かのん ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 女子 1 長町中

510 千葉　瑞希 ﾁﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 女子 1 長町中

2002 三浦　梨衣風 ﾐｳﾗ ﾘｲｶ 女子 1 鶴が丘中

2008 情野　真悠 ｾｲﾉ ﾏﾕ 女子 1 鶴が丘中

2009 南薗　沙弥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ｻﾔ 女子 1 鶴が丘中

2023 早坂　水希 ﾊﾔｻｶ ﾐｽﾞｷ 女子 2 鶴が丘中

290 千葉　美波 ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ 女子 1 東華中

293 菅原　千莉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾘ 女子 1 東華中

294 藤村　美結 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕ 女子 1 東華中

307 佐々木　結有 ｻｻｷ ﾕｳ 女子 2 東華中

445 齋藤　怜依 ｻｲﾄｳ ﾚｲ 女子 3 南小泉

1765 髙田　夏菜 ﾀｶﾀﾞ ｶﾅ 女子 2 八乙女中

1776 板倉　　のあ ｲﾀｸﾗ ﾉｱ 女子 1 八乙女中

1779 小山　紗奈 ｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ 女子 3 八乙女中

1780 東海林　雪乃 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷﾉ 女子 3 八乙女中

1790 東海林　柚乃 ｼｮｳｼﾞ ﾕｽﾞﾉ 女子 1 八乙女中

402 佐藤　美渚 ｻﾄｳ ﾐﾅｷﾞ 女子 2 八軒中学校

961 浅沼　琉菜 ｱｻﾇﾏ ﾙﾅ 女子 3 八木山中

962 村上　美月 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾞｷ 女子 3 八木山中

975 安藤　紀香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｶ 女子 2 八木山中

976 小野寺　琴葉 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺﾄﾊ 女子 2 八木山中

977 藤田　琉維 ﾌｼﾞﾀ ﾙｲ 女子 2 八木山中

2172 塩田　ひより ｼｵﾀﾞ ﾋﾖﾘ 女子 3 富沢中

2173 佐藤　柚香 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｶ 女子 3 富沢中

2188 小池　花 ｺｲｹ ﾊﾅ 女子 3 富沢中

2191 相澤　紗華 ｱｲｻﾞﾜ ｻﾔｶ 女子 3 富沢中

2193 廣　あかり ﾋﾛ ｱｶﾘ 女子 3 富沢中

2484 松岡　美樹 ﾏﾂｵｶ ﾐｷ 女子 3 柳生中

2488 紺野　莉央 ｺﾝﾉ ﾘｵ 女子 2 柳生中

572 佐々木　心花 ｻｻｷ ｺｺﾛ 女子 1 六郷中

573 飯田　華音 ﾊﾝﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 1 六郷中

596 平野　りょう ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ 女子 3 六郷中

599 土屋　咲菜 ﾂﾁﾔ ｻﾅ 女子 3 六郷中
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1322 遠藤　七海 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 女子 2 沖野中

1925 本間　渉美 ﾎﾝﾏ ｱﾕﾐ 女子 2 加茂中

1117 熊谷　花 ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾅ 女子 2 蒲町中

1119 佐々木　椿 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｷ 女子 2 蒲町中

1534 木村　眞子 ｷﾑﾗ ﾏｺ 女子 3 宮教大附属

1541 小川　栞奈 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 女子 2 宮教大附属

1548 髙橋　史夏 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 女子 2 宮教大附属

1569 奥田　梨世 ｵｸﾀﾞ ﾘｲﾖ 女子 2 宮城聴覚中

1570 長谷川　凛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝ 女子 2 宮城聴覚中

202 谷　遥空 ﾀﾆ ﾊﾙｱ 女子 3 宮城野中

205 杉山　晴菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾅ 女子 3 宮城野中

206 穗積　寛子 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛｺ 女子 3 宮城野中

828 伊澤　奈々花 ｲｻﾜ ﾅﾅｶ 女子 3 郡山中学校

338 西川　未桜 ﾆｼｶﾜ ﾐｵ 女子 2 五橋中

348 佐藤　莉良 ｻﾄｳ ﾘﾗ 女子 3 五橋中

355 坂口　紗良 ｻｶｸﾞﾁ ｻﾗ 女子 3 五橋中

1454 髙橋　和 ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ 女子 3 広瀬中

1458 藤原　史夏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐｶ 女子 2 広瀬中

1470 中村　唯那 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾅ 女子 2 広瀬中

651 畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ 女子 3 高砂中

662 中村　海羽 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 女子 2 高砂中

1077 髙松　美彩 ﾀｶﾏﾂ ﾐｻ 女子 1 山田中

2043 早坂　すみれ ﾊﾔｻｶ ｽﾐﾚ 女子 3 寺岡中

2047 千葉　柑那 ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ 女子 3 寺岡中

2059 小野寺　麻穗 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏﾎ 女子 3 寺岡中

2060 西川　智咲 ﾆｼｶﾜ ﾁｻｷ 女子 3 寺岡中

2069 本川　七海 ﾓﾄｶﾜ ﾅﾅﾐ 女子 2 寺岡中

606 洞城　夢叶 ﾄﾞｳｼﾞｮｳ ﾕﾒｶ 女子 3 七郷

621 吉原　音寧 ﾖｼﾊﾗ ﾈﾈ 女子 2 七郷

626 安藤　日咲 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋｻｷ 女子 2 七郷

1681 鹿野　実季 ｶﾉ ﾐｷ 女子 2 七北田中

1691 菅　千優 ｽｶﾞ ﾁﾋﾛ 女子 2 七北田中

1816 森下　未玖 ﾓﾘｼﾀ ﾐｸ 女子 3 将監中

1824 荻原　梓沙 ｵｷﾞﾜﾗ ｱｽﾞｻ 女子 2 将監中

731 五十嵐　乃音 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾝ 女子 3 西多賀

10 櫻井　愛莉紗 ｻｸﾗｲ ｱﾘｻ 女子 2 仙台一

30 梅田　知枝 ｳﾒﾀﾞ ﾄﾓｴ 女子 3 仙台一

4 佐藤　由佳 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 女子 3 仙台一

545 茅野　絢萌 ﾁﾉ ｱﾔﾒ 女子 2 仙台中田

557 柿沼　雛愛 ｶｷﾇﾏ ﾋﾅﾘ 女子 2 仙台中田

844 本多　レイナ ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲﾅ 女子 1 台原中

861 木村　涼葉 ｷﾑﾗ ｽｽﾞﾊ 女子 3 台原中

1161 加納　瑞季 ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ 女子 3 中野中

1166 津田　望尋 ﾂﾀﾞ ﾐﾋﾛ 女子 2 中野中

1168 鈴木　沙瑛 ｽｽﾞｷ ｻｴ 女子 2 中野中

483 佐藤　結芽 ｻﾄｳ ﾕﾒ 女子 3 長町中

500 田中　里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 女子 2 長町中

502 菅原　夢華 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 女子 2 長町中

503 三浦　絢 ﾐｳﾗ ｱﾔ 女子 2 長町中

514 大沼　幸音 ｵｵﾇﾏ ﾕｷﾈ 女子 2 長町中

2016 阿部　唯菜 ｱﾍﾞ ﾕﾅ 女子 2 鶴が丘中

2018 楢山　心結 ﾅﾗﾔﾏ ﾐﾕ 女子 2 鶴が丘中

284 伊藤　優莉 ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 女子 2 東華中

301 高橋　楓 ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ 女子 2 東華中

310 伊藤　らら ｲﾄｳ ﾗﾗ 女子 3 東華中

311 金子　千尋 ｶﾈｺ ﾁﾋﾛ 女子 3 東華中

1843 濵高　りさ ﾊﾏﾀｶ ﾘｻ 女子 3 南光台中

1846 引地　真白 ﾋｷﾁ ﾏｼﾛ 女子 2 南光台中

1850 庄司　倖彩 ｼｮｳｼﾞ ｻｱﾔ 女子 2 南光台中

1853 中野　奈緒美 ﾅｶﾉ ﾅｵﾐ 女子 2 南光台中

9447 ガルビン　紅愛 ｶﾞﾙﾋﾞﾝ  ｸﾚｱ 女子 3 二華中

9478 中濵　亜子 ﾅｶﾊﾏ ｱｺ 女子 2 二華中

1762 武田　和奏 ﾀｹﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 3 八乙女中

1766 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 女子 3 八乙女中

1767 晴山　葵 ﾊﾚﾔﾏ ｱｵｲ 女子 2 八乙女中

1769 鈴木　羽音 ｽｽﾞｷ ﾊﾉﾝ 女子 3 八乙女中

1 / 2



中学女子100mH(0.762m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

1771 佐藤　柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 女子 2 八乙女中

407 星　妃鞠 ﾎｼ ﾋﾏﾘ 女子 1 八軒中学校

2164 小田嶋　妃菜 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾅ 女子 2 富沢中

2166 相原　なつみ ｱｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 女子 2 富沢中

2175 宮崎　華帆 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾎ 女子 2 富沢中

2192 生越　真香登 ｵｺﾞｾ ﾏｺﾄ 女子 3 富沢中

2195 和泉　真優 ｲｽﾞﾐ ﾏﾕ 女子 3 富沢中

598 佐々木　夢乃 ｻｻｷ ﾕﾒﾉ 女子 3 六郷中
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160 六郷中 ﾛｸｺﾞｳﾁｭｳ 578 宇野　日依 ｳﾉ ﾋﾖﾘ 女子 2 六郷中

仙台市立六郷中学校 六郷中 580 高橋　愛実 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 女子 2 六郷中

586 渡邊　優乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾉ 女子 2 六郷中

593 相原　優花 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 3 六郷中

595 田口　詩音 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 女子 3 六郷中

598 佐々木　夢乃 ｻｻｷ ﾕﾒﾉ 女子 3 六郷中

400 七郷 シチゴウ 602 菊地　璃音 ｷｸﾁ ﾘｵ 女子 3 七郷

仙台市立七郷中学校 七郷 604 佐藤　瑠加 ｻﾄｳ ﾙｶ 女子 3 七郷

605 澤村　南咲 ｻﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 3 七郷

606 洞城　夢叶 ﾄﾞｳｼﾞｮｳ ﾕﾒｶ 女子 3 七郷

622 鈴木　梨央 ｽｽﾞｷ ﾘｵﾝ 女子 2 七郷

632 阿部　夏月 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 女子 2 七郷

475 寺岡中A ﾃﾗｵｶﾁｭｳA 2042 清水　麻那 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅ 女子 3 寺岡中

仙台市立寺岡中学校A 寺岡中A 2043 早坂　すみれ ﾊﾔｻｶ ｽﾐﾚ 女子 3 寺岡中

2047 千葉　柑那 ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ 女子 3 寺岡中

2059 小野寺　麻穗 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏﾎ 女子 3 寺岡中

2063 佐々木　詩織 ｻｻｷ ｼｵﾘ 女子 3 寺岡中

477 寺岡中B ﾃﾗｵｶﾁｭｳB 2050 瀬戸　はづき ｾﾄ ﾊﾂﾞｷ 女子 1 寺岡中

仙台市立寺岡中学校B 寺岡中B 2056 渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 1 寺岡中

2057 稲山　結月 ｲﾅﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 寺岡中

2066 佐藤　美羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 女子 2 寺岡中

2070 大友　俐凛 ｵｵﾄﾓ ﾘﾘ 女子 2 寺岡中

2072 齋藤　美紀里 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 2 寺岡中

563 郡山中学校 ｺｵﾘﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 805 大橋　詩織里 ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ 女子 1 郡山中学校

仙台市立郡山中学校 郡山中学校 808 塙　怜奈 ﾊﾅﾜ ﾚﾅ 女子 1 郡山中学校

817 村上　栞南 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 女子 1 郡山中学校

823 杉本　桃子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾓｺ 女子 2 郡山中学校

824 安住　果笑 ｱｽﾞﾐ ｶｴ 女子 2 郡山中学校

633 加茂中C ｶﾓﾁｭｳC 1924 岡元　咲笑 ｵｶﾓﾄ ｻｴ 女子 2 加茂中

仙台市立加茂中学校C 加茂中C 1925 本間　渉美 ﾎﾝﾏ ｱﾕﾐ 女子 2 加茂中

1928 菊地　美洋 ｷｸﾁ ﾐﾋﾛ 女子 1 加茂中

1929 今井　文音 ｲﾏｲ ｱﾔﾈ 女子 1 加茂中

634 加茂中D ｶﾓﾁｭｳD 1926 本間　清世 ﾎﾝﾏ ｷﾖ 女子 2 加茂中

仙台市立加茂中学校D 加茂中D 1934 芳賀　未祈 ﾊｶﾞ ﾐﾉﾘ 女子 3 加茂中

1935 小林　瑞生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 女子 3 加茂中

1936 森岡　心咲 ﾓﾘｵｶ ﾐｻｷ 女子 3 加茂中

741 袋原中 ﾌｸﾛﾊﾞﾗﾁｭｳ 1210 及川　穂乃花 ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ 女子 1 袋原中

仙台市立袋原中学校 袋原中 1212 安部　柚凛 ｱﾍﾞ ﾕｳﾘ 女子 1 袋原中

1213 佐々木　乃杏 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 1 袋原中

1222 砂金　柚良 ｲｻｺﾞ ﾕﾗ 女子 2 袋原中

1224 相沢　虹七 ｱｲｻﾞﾜ ﾆｼﾞﾅ 女子 2 袋原中

1226 梅崎　望杏 ｳﾒｻﾞｷ ﾉｱ 女子 2 袋原中

909 折立中B ｵﾘﾀﾃﾁｭｳB 1242 内海　真央 ｳﾁｳﾐ ﾏｵ 女子 2 折立中

仙台市立折立中学校B 折立中B 1244 今野　衣央里 ｺﾝﾉ ｲｵﾘ 女子 2 折立中

1260 木村　朱里 ｷﾑﾗ ｱｶﾘ 女子 3 折立中

1263 中松　海音 ﾅｶﾏﾂ ｶﾉﾝ 女子 3 折立中

1267 柴田　遥菜 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 女子 3 折立中

1269 佐々木　日和 ｻｻｷ ﾋﾖﾘ 女子 1 折立中

910 折立中A ｵﾘﾀﾃﾁｭｳA 1241 岩松　あおい ｲﾜﾏﾂ ｱｵｲ 女子 2 折立中

仙台市立折立中学校A 折立中A 1243 大場　明音 ｵｵﾊﾞ ｱｶﾈ 女子 2 折立中

1261 櫻庭　真朱 ｻｸﾗﾊﾞ ﾏｱﾔ 女子 3 折立中

1265 原　悠乃 ﾊﾗ ﾋｻﾉ 女子 3 折立中

1266 岩崎　穂 ｲﾜｻｷ ﾐﾉﾘ 女子 3 折立中

967 八乙女中A ﾔｵﾄﾒﾁｭｳA 1761 丹野　縁 ﾀﾝﾉ ﾕｶﾘ 女子 2 八乙女中
仙台市立八乙女中学校A 八乙女中A 1764 小関　汐音 ｺｾｷ ｼｵﾝ 女子 3 八乙女中

1766 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 女子 3 八乙女中

1771 佐藤　柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 女子 2 八乙女中

1783 中村　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 女子 3 八乙女中

968 八乙女中B ﾔｵﾄﾒﾁｭｳB 1768 今野　凪 ｺﾝﾉ ﾅｷﾞ 女子 2 八乙女中
仙台市立八乙女中学校B 八乙女中B 1770 安達　菜々海 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女子 2 八乙女中

1775 赤間　　心咲 ｱｶﾏ ﾐｻｷ 女子 1 八乙女中

1781 大森　　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 女子 1 八乙女中

1786 原野　　由凪 ﾊﾗﾉ ﾕｳﾅ 女子 1 八乙女中

1787 佐藤　悠果 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 2 八乙女中
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994 上杉山中 ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳ 122 橋本　光哩 ﾊｼﾓﾄ ﾋｶﾘ 女子 3 上杉山中

上杉山中学校 上杉山中 123 野村　信乃 ﾉﾑﾗ ｼﾉ 女子 3 上杉山中

124 虎岩　あかり ﾄﾗｲﾜ ｱｶﾘ 女子 3 上杉山中

131 坂本　彩紗 ｻｶﾓﾄ ｱﾔｻ 女子 3 上杉山中

142 岩松　芙咲 ｲﾜﾏﾂ ﾊｽﾞｷ 女子 3 上杉山中

1307 富沢中A ﾄﾐｻﾞﾜﾁｭｳA 2161 伊藤　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 女子 2 富沢中

仙台市立富沢中学校A 富沢中A 2169 尾形　美羽 ｵｶﾞﾀ ﾐｳ 女子 3 富沢中

2192 生越　真香登 ｵｺﾞｾ ﾏｺﾄ 女子 3 富沢中

2194 齋藤　萌々 ｻｲﾄｳ ﾓﾓ 女子 3 富沢中

1309 富沢中B ﾄﾐｻﾞﾜﾁｭｳB 2162 内海　樹里 ｳﾁﾐ ｼﾞｭﾘ 女子 2 富沢中

仙台市立富沢中学校B 富沢中B 2170 末永　ことみ ｽｴﾅｶﾞ ｺﾄﾐ 女子 2 富沢中

2182 小林　まなみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 女子 2 富沢中

9841 千 　美紀 ﾁﾊﾞ ﾐｷ 女子 1 富沢中

9842 川越　日向 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾅﾀ 女子 1 富沢中

1369 宮城野中A ミヤギノチュウA 202 谷　遥空 ﾀﾆ ﾊﾙｱ 女子 3 宮城野中
仙台市立宮城野中学校A 宮城野中A 204 眞野　來桃 ﾏﾉ ｸﾙﾐ 女子 3 宮城野中

205 杉山　晴菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾅ 女子 3 宮城野中

206 穗積　寛子 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛｺ 女子 3 宮城野中

209 湯田　未來 ﾕﾀﾞ ﾐﾗ 女子 3 宮城野中

1370 宮城野中B ミヤギノチュウB 213 植村　柚香 ｳｴﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 2 宮城野中
仙台市立宮城野中学校B 宮城野中B 216 熊谷　美優 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｭｳ 女子 2 宮城野中

219 大本　さくら ｵｵﾓﾄ ｻｸﾗ 女子 2 宮城野中

222 梶谷　環子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾜｺ 女子 1 宮城野中

223 笠原　碧衣 ｶｻﾊﾗ ｱｵｲ 女子 1 宮城野中

224 谷　結陸 ﾀﾆ ﾕｲﾘ 女子 1 宮城野中

1393 青陵A ｾｲﾘｮｳA 9377 佐々木　美桜 ｻｻｷ ﾐｵ 女子 3 青陵
仙台青陵中等教育学校A 青陵A 9379 千葉　さくら ﾁﾊﾞ ｻｸﾗ 女子 3 青陵

9381 松山　陽奈 ﾏﾂﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 3 青陵

9382 宮下　倫佳 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｶ 女子 3 青陵

9390 小口　紗空 ｵｸﾞﾁ ｻﾗ 女子 2 青陵

9393 岡崎　倖文 ｵｶｻﾞｷ ｻｱﾔ 女子 2 青陵

1462 長町中A ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳA 481 畑　美羽 ﾊﾀ ﾐｳ 女子 3 長町中

仙台市立長町中学校A 長町中A 483 佐藤　結芽 ｻﾄｳ ﾕﾒ 女子 3 長町中

485 布屋　希恵果 ﾇﾉﾔ ｷｴｶ 女子 3 長町中

490 中嶋　凛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝ 女子 3 長町中

495 山本　麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 女子 2 長町中

499 齋藤　真緒 ｻｲﾄｳ ﾏｵ 女子 2 長町中

1463 長町中B ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳB 502 菅原　夢華 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 女子 2 長町中

仙台市立長町中学校B 長町中B 504 守　紗奈 ﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 女子 2 長町中

505 鈴木　かのん ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 女子 1 長町中

506 立谷　優名 ﾀﾁﾔ ﾕｳﾅ 女子 1 長町中

508 石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 女子 1 長町中

515 佐藤　みのり ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 2 長町中

1586 西多賀 ﾆｼﾀｶﾞﾁｭｳ 730 鈴木　みゆか ｽｽﾞｷ ﾐﾕｶ 女子 3 西多賀

仙台市立 西多賀 731 五十嵐　乃音 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾝ 女子 3 西多賀

732 鈴木　あいり ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 女子 3 西多賀

733 中村　和 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 女子 3 西多賀

734 髙田　実咲 ﾀｶﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 3 西多賀

743 藁科　さくら ﾜﾗｼﾅ ｻｸﾗ 女子 2 西多賀

745 奥村　史織 ｵｸﾑﾗ ｼｵﾘ 女子 2 西多賀

756 武藤　千晴 ﾑﾄｳ ﾁﾊﾙ 女子 1 西多賀

757 後藤　理心 ｺﾞﾄｳ  ﾘｺ 女子 1 西多賀

1617 仙台二中B ｾﾝﾀﾞｲﾆﾁｭｳB 61 猪俣　葵 ｲﾉﾏﾀ ｱｵｲ 女子 2 仙台二中

仙台市立第二中学校B 仙台二中B 62 及川　凜帆 ｵｲｶﾜ ﾘﾎ 女子 2 仙台二中

71 有坂　美柚 ｱﾘｻｶ ﾐﾕ 女子 1 仙台二中

72 高橋　穗香 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 1 仙台二中

1618 仙台二中A ｾﾝﾀﾞｲﾆﾁｭｳA 42 布施　久瑠美 ﾌｾ ｸﾙﾐ 女子 3 仙台二中

仙台市立第二中学校A 仙台二中A 60 安部　かのあ ｱﾍﾞ ｶﾉｱ 女子 2 仙台二中

63 千葉　結菜 ﾁﾊﾞ ﾕｲﾅ 女子 2 仙台二中

64 飛知和　芽瑠 ﾋﾁﾜ ﾒﾙ 女子 2 仙台二中

65 吉田　繭子 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕｺ 女子 2 仙台二中

1710 三条 ｻﾝｼﾞｮｳ 91 首藤　梨乃 ｼｭﾄｳ ﾘﾉ 女子 1 三条

仙台市立三条中学校 三条 96 溝口　心優 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 女子 2 三条

98 中田　紗香 ﾅｶﾀ  ｻﾔｶ 女子 2 三条

99 渡邊　初奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳｲﾅ 女子 2 三条

100 狩屋　萌 ｶﾘﾔ  ﾓｴ 女子 3 三条
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1805 幸町中 ｻｲﾜｲﾁｮｳﾁｭｳ 1297 安達　夢奈 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾅ 女子 3 幸町中

仙台市立幸町中学校 幸町中 1299 加藤　莉央 ｶﾄｳ ﾘｵ 女子 3 幸町中

1304 赤間　聖留 ｱｶﾏ ｾｲﾙ 女子 3 幸町中

1306 横山　ゆな ﾖｺﾔﾏ ﾕﾅ 女子 3 幸町中

1863 南光台中 ナンコウダイチュウ 1841 澁谷　梨乃 ｼﾌﾞﾔ ﾘﾉ 女子 3 南光台中

仙台市立南光台中学校 南光台中 1843 濵高　りさ ﾊﾏﾀｶ ﾘｻ 女子 3 南光台中

1845 加藤　華 ｶﾄｳ ﾊﾅ 女子 3 南光台中

1849 西澤　風香 ﾆｼｻﾞﾜ ﾌｳｶ 女子 2 南光台中

1850 庄司　倖彩 ｼｮｳｼﾞ ｻｱﾔ 女子 2 南光台中

1852 佐々木　知優 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 女子 2 南光台中

1918 仙台一 ｾﾝﾀﾞｲｲﾁ 6 伊達　柊 ﾀﾞﾃ ﾋｲﾗｷﾞ 女子 1 仙台一

仙台市立第一中学校 仙台一 11 嶋貫　妃夏 ｼﾏﾇｷ ﾋﾅﾀ 女子 2 仙台一

13 橋本　千明 ﾊｼﾓﾄ ﾁｱｷ 女子 2 仙台一

21 西村　杏 ﾆｼﾑﾗ ｱﾝ 女子 1 仙台一

24 田中　志歩 ﾀﾅｶ ｼﾎ 女子 2 仙台一

1969 台原中 ﾀﾞｲﾉﾊﾗﾁｭｳ 841 坂本　くれは ｻｶﾓﾄ ｸﾚﾊ 女子 1 台原中

仙台市立台原中学校 台原中 843 三浦　耀 ﾐｳﾗ ﾖｳ 女子 1 台原中

860 石﨑　樹里 ｲｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 女子 3 台原中

861 木村　涼葉 ｷﾑﾗ ｽｽﾞﾊ 女子 3 台原中

863 伊藤　わかば ｲﾄｳ ﾜｶﾊﾞ 女子 3 台原中

864 齋藤　涼香 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶ 女子 3 台原中

2009 蒲町中A ｶﾊﾞﾉﾏﾁﾁｭｳA 1111 山口　温乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾉ 女子 3 蒲町中

仙台市立蒲町中学校A 蒲町中A 1112 吉野　心優 ﾖｼﾉ ﾐﾕ 女子 3 蒲町中

1113 鈴木　めぐ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞ 女子 3 蒲町中

1114 草野　りり ｸｻﾉ ﾘﾘ 女子 3 蒲町中

1115 森山　華菜 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 3 蒲町中

2010 蒲町中B ｶﾊﾞﾉﾏﾁﾁｭｳB 1083 菅原　聖楽 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾗ 女子 1 蒲町中

仙台市立蒲町中学校B 蒲町中B 1084 本多　奈々子 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅｺ 女子 1 蒲町中

1086 岩崎　莉奈 ｲﾜｻｷ ﾘﾅ 女子 1 蒲町中

1087 五十嵐　萌絵 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 女子 1 蒲町中

1119 佐々木　椿 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｷ 女子 2 蒲町中

1120 志田　知央 ｼﾀﾞ ﾁｵ 女子 2 蒲町中

2050 中山中A ﾅｶﾔﾏﾁｭｳA 1004 前田　凜音 ﾏｴﾀﾞ ﾘｵﾝ 女子 2 中山中

仙台市立中山中学校A 中山中A 1010 中里　心妃 ﾅｶｻﾄ ﾐｻｷ 女子 3 中山中

1011 花坂　美咲 ﾊﾅｻｶ ﾐｻｷ 女子 3 中山中

1012 生島　心菜 ｲｸｼﾏ ｺｺﾅ 女子 3 中山中

1013 黒川　夏葉 ｸﾛｶﾜ ﾅﾂﾊ 女子 3 中山中

1015 土屋　はな ﾂﾁﾔ ﾊﾅ 女子 3 中山中

2053 中山中B ﾅｶﾔﾏﾁｭｳB 1001 阿部　倫 ｱﾍﾞ ﾘﾝ 女子 2 中山中

仙台市立中山中学校B 中山中B 1002 鈴木　綾音 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 2 中山中

1003 手嶋　結菜 ﾃｼﾏ ﾕﾅ 女子 2 中山中

1016 飯野　雪輝 ｲｲﾉ ﾕｷ 女子 1 中山中

1017 熊田　櫻 ｸﾏﾀﾞ ｻｸﾗ 女子 1 中山中

1019 西内　琴春 ﾆｼｳﾁ ｺﾊﾙ 女子 1 中山中

2246 仙台中田A ｾﾝﾀﾞｲﾅｶﾀﾞA 525 佐藤　琉花 ｻﾄｳ ﾙｶ 女子 3 仙台中田

仙台市立中田中学校A 仙台中田A 535 佐藤　あいり ｻﾄｳ ｱｲﾘ 女子 3 仙台中田

540 大槻　茜 ｵｵﾂｷ ｱｶﾈ 女子 2 仙台中田

542 上森　心寧 ｶﾐﾓﾘ ｺｺﾈ 女子 2 仙台中田

550 町田　にこ ﾏﾁﾀﾞ ﾆｺ 女子 2 仙台中田

552 西田　姫華 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 1 仙台中田

2247 仙台中田B ｾﾝﾀﾞｲﾅｶﾀﾞB 547 橋本　暖 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾝ 女子 2 仙台中田

仙台市立中田中学校B 仙台中田B 549 細谷　暖 ﾎｿﾔ ﾉﾝ 女子 2 仙台中田

553 國井　ルナ ｸﾆｲ ﾙﾅ 女子 1 仙台中田

554 高橋　春奈 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ 女子 1 仙台中田

556 髙橋　幸乃 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾉ 女子 1 仙台中田

557 柿沼　雛愛 ｶｷﾇﾏ ﾋﾅﾘ 女子 2 仙台中田

2339 鶴が丘中A ﾂﾙｶﾞｵｶﾁｭｳA 2018 楢山　心結 ﾅﾗﾔﾏ ﾐﾕ 女子 2 鶴が丘中
仙台市立鶴が丘中学校A 鶴が丘中A 2019 石川　真由子 ｲｼｶﾜ ﾏﾕｺ 女子 2 鶴が丘中

2020 岩佐　花音 ｲﾜｻ ｶﾉﾝ 女子 2 鶴が丘中

2022 阪本　楓夏 ｻｶﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 2 鶴が丘中

2030 横澤　日菜 ﾖｺｻﾜ ﾋﾅ 女子 3 鶴が丘中

2342 鶴が丘中B ﾂﾙｶﾞｵｶﾁｭｳB 2006 後藤　亜実 ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 女子 1 鶴が丘中
仙台市立鶴が丘中学校B 鶴が丘中B 2010 横澤　花菜 ﾖｺｻﾜ ｶﾅ 女子 1 鶴が丘中

2016 阿部　唯菜 ｱﾍﾞ ﾕﾅ 女子 2 鶴が丘中

2017 菅原　ひなた ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ 女子 2 鶴が丘中

3 / 5



中学女子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

2386 岩中A イワチュウA 693 佐藤　ちひろ ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 女子 2 岩中

仙台市立岩切中学校A 岩中A 704 大津　李 ｵｵﾂ ﾓﾓ 女子 2 岩中

714 神　心那 ｼﾞﾝ ｺｺﾅ 女子 1 岩中

718 佐々木　千紘 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 女子 3 岩中

2387 岩中B イワチュウB 686 熊坂　美紗登 ｸﾏｻｶ ﾐｻﾄ 女子 2 岩中

仙台市立岩切中学校B 岩中B 695 佐々木　美桜 ｻｻｷ ﾐｵ 女子 2 岩中

715 金井　天音 ｶﾅｲ ｱﾏﾈ 女子 1 岩中

716 相原　帆花 ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｶ 女子 1 岩中

717 大和田　乙伽 ｵｵﾜﾀﾞ ｵﾄｶ 女子 1 岩中

2458 山田中A ﾔﾏﾀﾞﾁｭｳA 1041 廣瀬　心優 ﾋﾛｾ ﾐﾕ 女子 3 山田中

仙台市立山田中学校A 山田中A 1042 岡崎　留奈 ｵｶｻﾞｷ ﾙﾅ 女子 3 山田中

1043 長嶋　花歩 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾎ 女子 3 山田中

1052 福井　陽彩 ﾌｸｲ ﾋｲﾛ 女子 2 山田中

1053 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 2 山田中

2461 山田中B ﾔﾏﾀﾞﾁｭｳB 1055 廣瀬　心美 ﾋﾛｾ ｺｺﾐ 女子 2 山田中

仙台市立山田中学校B 山田中B 1056 高橋　采那 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 女子 2 山田中

1071 大槻　ひな ｵｵﾂｷ ﾋﾅ 女子 1 山田中

1072 栗原　虹心 ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ 女子 1 山田中

1075 佐藤　明香 ｻﾄｳ ﾒｲｶ 女子 1 山田中

2500 東華中A トウカチュウA 309 小野　はな ｵﾉ ﾊﾅ 女子 3 東華中

仙台市立東華中学校A 東華中A 310 伊藤　らら ｲﾄｳ ﾗﾗ 女子 3 東華中

311 金子　千尋 ｶﾈｺ ﾁﾋﾛ 女子 3 東華中

312 松本　美優 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕ 女子 3 東華中

2501 東華中B トウカチュウB 283 佐東　涼凪 ｻﾄｳ ｽｽﾞﾅ 女子 2 東華中

仙台市立東華中学校B 東華中B 287 佐東　結菜 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 女子 1 東華中

288 関本　春花 ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 1 東華中

289 髙橋　眞希 ﾀｶﾊｼ ﾏｷ 女子 1 東華中

299 佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 2 東華中

305 飯島　彩奈 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 女子 2 東華中

2565 五橋中B ｲﾂﾂﾊﾞｼﾁｭｳB 323 佐藤　芙喜 ｻﾄｳ ﾌｷ 女子 1 五橋中

仙台市立五橋中学校B 五橋中B 326 髙橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 女子 1 五橋中

327 武山　りさ ﾀｹﾔﾏ ﾘｻ 女子 1 五橋中

337 赤塚　心花 ｱｶﾂｶ ﾐﾊﾅ 女子 2 五橋中

338 西川　未桜 ﾆｼｶﾜ ﾐｵ 女子 2 五橋中

340 大西　空 ｵｵﾆｼ ｿﾗ 女子 2 五橋中

2566 五橋中A ｲﾂﾂﾊﾞｼﾁｭｳA 348 佐藤　莉良 ｻﾄｳ ﾘﾗ 女子 3 五橋中

仙台市立五橋中学校A 五橋中A 352 斎藤　柊里 ｻｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 女子 3 五橋中

355 坂口　紗良 ｻｶｸﾞﾁ ｻﾗ 女子 3 五橋中

358 森　栞那 ﾓﾘ ｶﾝﾅ 女子 3 五橋中

359 中島　寛奈 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 女子 3 五橋中

360 金田　彩希 ｶﾈﾀﾞ ｻｷ 女子 3 五橋中

2597 中野中A ﾅｶﾉﾁｭｳA 1161 加納　瑞季 ｶﾉｳ ﾐｽﾞｷ 女子 3 中野中

仙台市立中野中学校A 中野中A 1166 津田　望尋 ﾂﾀﾞ ﾐﾋﾛ 女子 2 中野中

1170 佐藤　美月 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 女子 2 中野中

1171 菅原　知里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 2 中野中

2598 中野中B ﾅｶﾉﾁｭｳB 1167 三浦　仁菜 ﾐｳﾗ ﾆﾅ 女子 2 中野中

仙台市立中野中学校B 中野中B 1169 丸山　ひな ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾅ 女子 2 中野中

1172 沼倉　颯希 ﾇﾏｸﾗ ｻﾂｷ 女子 2 中野中

1174 廣川　さら ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 女子 1 中野中

1175 岡田　姫來 ｵｶﾀﾞ ｷﾗ 女子 1 中野中

1176 佐々木　華音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 女子 1 中野中

2632 七北田中 ﾅﾅｷﾀﾁｭｳ 1689 村松　瑚子 ﾑﾗﾏﾂ ｺｺ 女子 2 七北田中

仙台市立七北田中学校 七北田中 1690 若林　明香寧 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 女子 2 七北田中

1709 大久保　早紀 ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 女子 3 七北田中

1710 野島　かれん ﾉｼﾞﾏ ｶﾚﾝ 女子 3 七北田中

2793 二華中 ﾆｶﾁｭｳ 9446 山根　希乃風 ﾔﾏﾈ  ﾉﾉｶ 女子 3 二華中

宮城県仙台二華中学校 二華中 9447 ガルビン　紅愛 ｶﾞﾙﾋﾞﾝ  ｸﾚｱ 女子 3 二華中

9448 木内　さゆみ ｷﾉｳﾁ  ｻﾕﾐ 女子 3 二華中

9449 小川　　怜禾 ｵｶﾞﾜ  ｻﾄｶ 女子 3 二華中

9478 中濵　亜子 ﾅｶﾊﾏ ｱｺ 女子 2 二華中

2886 将監中B ｼｮｳｹﾞﾝﾁｭｳB 1801 丸山　衣澄 ﾏﾙﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 女子 1 将監中

仙台市立将監中学校B 将監中B 1802 小野　奏音 ｵﾉ ｶﾅﾈ 女子 1 将監中

1803 山城　文 ﾔﾏｼﾛ ﾌﾐ 女子 1 将監中

1825 佐藤　利紗 ｻﾄｳ ﾘｻ 女子 2 将監中

1828 鈴屋　美月 ｽｽﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 将監中
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2887 将監中A ｼｮｳｹﾞﾝﾁｭｳA 1810 尾形　萌々菜 ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ 女子 3 将監中

仙台市立将監中学校A 将監中A 1818 佐藤　愛華 ｻﾄｳ ｱｲｶ 女子 3 将監中

1826 四方　桜七 ｼｶﾀ ｻﾅ 女子 2 将監中

1829 塩川　文葉 ｼｵｶﾜ ｱﾔﾊ 女子 2 将監中

2923 広瀬中A ﾋﾛｾﾁｭｳA 1452 大窪　愛菜 ｵｵｸﾎﾞ ｱｲﾅ 女子 3 広瀬中

仙台市立広瀬中学校A 広瀬中A 1454 髙橋　和 ﾀｶﾊｼ ﾉﾄﾞｶ 女子 3 広瀬中

1457 菅原　小鈴 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾘﾝ 女子 2 広瀬中

1466 遠藤　結 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 女子 2 広瀬中

2924 広瀬中B ﾋﾛｾﾁｭｳB 1458 藤原　史夏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐｶ 女子 2 広瀬中

仙台市立広瀬中学校B 広瀬中B 1470 中村　唯那 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾅ 女子 2 広瀬中

1473 小山田　美桜奈 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐｵﾅ 女子 1 広瀬中

1475 藤田　瑠菜 ﾌｼﾞﾀ ﾙﾅ 女子 1 広瀬中

1478 加藤　蕾 ｶﾄｳ ﾙｲ 女子 1 広瀬中

2953 宮教大附属 ミヤキョウダイフゾク 1534 木村　眞子 ｷﾑﾗ ﾏｺ 女子 3 宮教大附属
宮城教育大学附属中学校 宮教大附属 1537 猪狩　理乃 ｲｶﾞﾘ ﾘﾉ 女子 3 宮教大附属

1538 木村　一葉 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾊ 女子 3 宮教大附属

1540 佐藤　あのん ｻﾄｳ ｱﾉﾝ 女子 3 宮教大附属

1541 小川　栞奈 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 女子 2 宮教大附属

1551 藤本　心花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺﾉﾊ 女子 2 宮教大附属

3010 高森中A タカモリチュウA 2283 畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 女子 1 高森中

仙台市立高森中学校A 高森中A 2285 菅原　　綾音 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 女子 1 高森中

2293 根本　南 ﾈﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 2 高森中

2296 石田　明佳里 ｲｼﾀﾞ ｱｶﾘ 女子 2 高森中

2297 中野渡　悠凪 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾕｳﾅ 女子 2 高森中

2306 斧田　円 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 女子 2 高森中

3041 五城中学校 ｺﾞｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 161 渡邉　小暖 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 女子 2 五城中学校

仙台市立五城中学校 五城中学校 163 蓮沼　奏心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｳ 女子 2 五城中学校

164 民部田　夕奈 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾕﾅ 女子 2 五城中学校

165 後藤　璃菜 ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 女子 2 五城中学校

171 杉原　優華 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 3 五城中学校

172 早坂　桜 ﾊﾔｻｶ ｻｸﾗ 女子 3 五城中学校

3070 八軒中学校A ﾊﾁｹﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳA 403 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 八軒中学校

仙台市立八軒中学校A 八軒中学校A 404 櫻井　紫乃 ｻｸﾗｲ ｼﾉ 女子 2 八軒中学校

405 板橋　知咲 ｲﾀﾊﾞｼ ﾁｻｷ 女子 1 八軒中学校

412 佐藤　綸 ｻﾄｳ ﾘﾝ 女子 3 八軒中学校

413 三岳　桜子 ﾐﾂﾀｹ ｻｸﾗｺ 女子 1 八軒中学校

3127 高砂中A ﾀｶｻｺﾞﾁｭｳA 641 平塚　美帆 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾎ 女子 1 高砂中

仙台市立高砂中学校A 高砂中A 651 畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ 女子 3 高砂中

657 日塔　るな ﾆｯﾄｳ ﾙﾅ 女子 3 高砂中

662 中村　海羽 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 女子 2 高砂中

663 佐々木　まひな ｻｻｷ ﾏﾋﾅ 女子 2 高砂中

3128 高砂中B ﾀｶｻｺﾞﾁｭｳB 642 大沼　彩乃 ｵｵﾇﾏ ｱﾔﾉ 女子 1 高砂中

仙台市立高砂中学校B 高砂中B 643 林　楓夏 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 女子 1 高砂中

644 髙橋　莉心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 1 高砂中

645 二瓶　夏緒 ﾆﾍｲ ﾅｵ 女子 1 高砂中

648 加藤　樹菜 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾅ 女子 2 高砂中

664 永井　維音 ﾅｶﾞｲ ｲｵ 女子 2 高砂中

3172 沖野中 オキノﾁｭｳ 1321 庄司　莉々亜 ｼｮｳｼﾞ ﾘﾘｱ 女子 2 沖野中

仙台市立沖野中学校 沖野中 1322 遠藤　七海 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 女子 2 沖野中

1324 小田島　優愛 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｱ 女子 2 沖野中

1326 早坂　叶音 ﾊﾔｻｶ ｶﾉﾝ 女子 1 沖野中

1327 渡邉　優月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 沖野中

1332 森　萌香 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 女子 1 沖野中
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1326 早坂　叶音 ﾊﾔｻｶ ｶﾉﾝ 女子 1 沖野中

1328 加藤　心悠 ｶﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 1 沖野中

1115 森山　華菜 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 3 蒲町中

1538 木村　一葉 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾊ 女子 3 宮教大附属

1542 鈴木　理央 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 2 宮教大附属

208 平澤　咲絢 ﾋﾗｻﾜ ｻｱﾔ 女子 2 宮城野中

212 螺　優愛 ﾎﾗｶﾞｲ ﾕｱ 女子 2 宮城野中

219 大本　さくら ｵｵﾓﾄ ｻｸﾗ 女子 2 宮城野中

840 千田　琴乃 ﾁﾀﾞ ｺﾄﾉ 女子 3 郡山中学校

165 後藤　璃菜 ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 女子 2 五城中学校

1883 齋藤　さくら ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ 女子 2 向陽台中

1298 安藤　舞帆 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾎ 女子 3 幸町中

1302 赤間　愛留 ｱｶﾏ ｱｲﾙ 女子 3 幸町中

1459 山田　優美 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐ 女子 2 広瀬中

1465 青柳　愛佳 ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾅｶ 女子 2 広瀬中

663 佐々木　まひな ｻｻｷ ﾏﾋﾅ 女子 2 高砂中

2286 リーダー　　歩実 ﾘｰﾀﾞｰ ｱﾕﾐ 女子 1 高森中

2297 中野渡　悠凪 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾕｳﾅ 女子 2 高森中

1076 江戸　結香 ｴﾄﾞ ﾕｳｶ 女子 1 山田中

2048 渡　優貴 ﾜﾀﾘ ﾕｷ 女子 3 寺岡中

2061 芳賀　真彩 ﾊｶﾞ ﾏｱﾔ 女子 3 寺岡中

620 渡邊　凪美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾐ 女子 2 七郷

625 菊地　凛 ｷｸﾁ ﾘﾝ 女子 2 七郷

1686 金瀬　花 ｶﾅｾ ﾊﾅ 女子 2 七北田中

1802 小野　奏音 ｵﾉ ｶﾅﾈ 女子 1 将監中

1812 武田　芽依 ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ 女子 3 将監中

1826 四方　桜七 ｼｶﾀ ｻﾅ 女子 2 将監中

126 井上　柚希 ｲﾉｳｴ ﾕｽﾞｷ 女子 1 上杉山中

1418 宮崎　雫月 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾂﾞｸ 女子 3 西山中

1421 城下　心 ｼﾛｼﾀ ｺｺﾛ 女子 3 西山中

748 佐藤　和香 ｻﾄｳ ﾜｶ 女子 2 西多賀

9372 窪内　彩乃 ｸﾎﾞｳﾁ ｱﾔﾉ 女子 3 青陵

15 佐藤　果歩 ｻﾄｳ ｶﾎ 女子 2 仙台一

2 佐々木　葵衣 ｻｻｷ ｱｵｲ 女子 3 仙台一

487 二階堂　碧咲 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｱｷ 女子 3 長町中

488 金子　莉菜 ｶﾈｺ ﾘﾅ 女子 3 長町中

501 佐藤　あずみ ｻﾄｳ ｱｽﾞﾐ 女子 2 長町中

504 守　紗奈 ﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 女子 2 長町中

286 金内　珠寿 ｶﾅｳﾁ ｽｽﾞ 女子 2 東華中

309 小野　はな ｵﾉ ﾊﾅ 女子 3 東華中

9446 山根　希乃風 ﾔﾏﾈ  ﾉﾉｶ 女子 3 二華中

1763 川嶌　璃子 ｶﾜｼﾏ ﾘｺ 女子 2 八乙女中

2162 内海　樹里 ｳﾁﾐ ｼﾞｭﾘ 女子 2 富沢中

2187 泉谷　咲葵 ｲｽﾞﾐﾔ ﾁｻｷ 女子 3 富沢中
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362 村岡　夏羽 ﾑﾗｵｶ ﾅﾂﾊ 女子 3 愛宕中

1081 佐々木　莉子 ｻｻｷ ﾘｺ 女子 1 蒲町中

1082 永澤　優來 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾗ 女子 1 蒲町中

1116 井上　來穂 ｲﾉｳｴ ｸﾙﾐ 女子 2 蒲町中

682 梅津　紗季 ｳﾒﾂ ｻｷ 女子 2 岩中

695 佐々木　美桜 ｻｻｷ ﾐｵ 女子 2 岩中

699 氏家　里桜 ｳｼﾞｲｴ ﾘｵ 女子 2 岩中

1545 佐藤　舞弥 ｻﾄｳ ﾏﾔ 女子 2 宮教大附属

1549 燈明　柑奈 ﾄｳﾐｮｳ ｶﾝﾅ 女子 2 宮教大附属

213 植村　柚香 ｳｴﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 2 宮城野中

214 今野　煌梨 ｺﾝﾉ ｷﾗﾘ 女子 2 宮城野中

216 熊谷　美優 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｭｳ 女子 2 宮城野中

218 田口　歩果 ﾀｸﾞﾁ ｱﾕｶ 女子 2 宮城野中

803 海野　悠 ｶｲﾉ ﾊﾙｶ 女子 3 郡山中学校

805 大橋　詩織里 ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ 女子 1 郡山中学校

810 日下　蘭 ｸｻｶ ﾗﾝ 女子 2 郡山中学校

811 下山　友菜 ｼﾓﾔﾏ ﾕﾅ 女子 2 郡山中学校

813 毛鳥　綾音 ﾓｳﾁｮｳ ｱﾔﾈ 女子 2 郡山中学校

358 森　栞那 ﾓﾘ ｶﾝﾅ 女子 3 五橋中

359 中島　寛奈 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 女子 3 五橋中

161 渡邉　小暖 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 女子 2 五城中学校

162 伊藤　愛結 ｲﾄｳ ｱﾕ 女子 2 五城中学校

181 狩野　希空 ｶﾘﾉ ﾉｱ 女子 1 五城中学校

1881 郷古　桃花 ｺﾞｳｺ ﾓﾓｶ 女子 2 向陽台中

1452 大窪　愛菜 ｵｵｸﾎﾞ ｱｲﾅ 女子 3 広瀬中

1466 遠藤　結 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 女子 2 広瀬中

657 日塔　るな ﾆｯﾄｳ ﾙﾅ 女子 3 高砂中

664 永井　維音 ﾅｶﾞｲ ｲｵ 女子 2 高砂中

1056 高橋　采那 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 女子 2 山田中

1071 大槻　ひな ｵｵﾂｷ ﾋﾅ 女子 1 山田中

1072 栗原　虹心 ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ 女子 1 山田中

1075 佐藤　明香 ｻﾄｳ ﾒｲｶ 女子 1 山田中

2055 小田　一花 ｵﾀﾞ ｲﾁｶ 女子 3 寺岡中

2064 関井　千祥 ｾｷｲ ﾁｻｷ 女子 3 寺岡中

2065 小野寺　芽依 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ 女子 2 寺岡中

627 大山　和奏 ｵｵﾔﾏ ﾜｶﾅ 女子 2 七郷

635 牛坂　れいら ｳｼｻﾞｶ ﾚｲﾗ 女子 1 七郷

1684 伊藤　真央 ｲﾄｳ ﾏｵ 女子 2 七北田中

1709 大久保　早紀 ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 女子 3 七北田中

1810 尾形　萌々菜 ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ 女子 3 将監中

1822 髙橋　美有 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 女子 2 将監中

1827 村井　柚結 ﾑﾗｲ ﾕｽﾞﾕ 女子 2 将監中

131 坂本　彩紗 ｻｶﾓﾄ ｱﾔｻ 女子 3 上杉山中

141 佐藤　美羽 ｻﾄｳ ｳﾙﾊ 女子 3 上杉山中

730 鈴木　みゆか ｽｽﾞｷ ﾐﾕｶ 女子 3 西多賀

733 中村　和 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 女子 3 西多賀

747 安孫子　璃音 ｱﾋﾞｺ ﾘﾉﾝ 女子 2 西多賀

758 阿部　葵姫 ｱﾍﾞ ﾐﾋﾅ 女子 1 西多賀

9374 今野　里桜 ｺﾝﾉ ﾘｵ 女子 3 青陵

19 佐藤　世理 ｻﾄｳ ｾﾘ 女子 2 仙台一

23 木村　瑚子 ｷﾑﾗ ｺｺ 女子 2 仙台一

26 藤田　優芽 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾒ 女子 3 仙台一

525 佐藤　琉花 ｻﾄｳ ﾙｶ 女子 3 仙台中田

549 細谷　暖 ﾎｿﾔ ﾉﾝ 女子 2 仙台中田

73 村上　寧音 ﾑﾗｶﾐ ﾈﾈ 女子 1 仙台二中

846 齋藤　凜乃 ｻｲﾄｳ ﾘﾝﾉ 女子 1 台原中

1001 阿部　倫 ｱﾍﾞ ﾘﾝ 女子 2 中山中

1003 手嶋　結菜 ﾃｼﾏ ﾕﾅ 女子 2 中山中

1171 菅原　知里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 2 中野中

481 畑　美羽 ﾊﾀ ﾐｳ 女子 3 長町中

485 布屋　希恵果 ﾇﾉﾔ ｷｴｶ 女子 3 長町中

489 千葉　心遥 ﾁﾊﾞ ｺｺﾊ 女子 3 長町中

515 佐藤　みのり ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 2 長町中

2017 菅原　ひなた ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ 女子 2 鶴が丘中

2030 横澤　日菜 ﾖｺｻﾜ ﾋﾅ 女子 3 鶴が丘中

281 髙橋　莉来 ﾀｶﾊｼ ﾘﾗ 女子 2 東華中
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312 松本　美優 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕ 女子 3 東華中

320 巴　ひなた ﾄﾓｴ ﾋﾅﾀ 女子 2 東華中

9443 髙橋　美百 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 1 二華中

9449 小川　　怜禾 ｵｶﾞﾜ  ｻﾄｶ 女子 3 二華中

9471 菅沼　花奏 ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 女子 2 二華中

1773 加藤　湖子 ｶﾄｳ ｺｺ 女子 3 八乙女中

1783 中村　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 女子 3 八乙女中

408 加堂　純美恋 ｶﾄﾞｳ ｽﾐﾚ 女子 1 八軒中学校

411 佐藤　海優 ｻﾄｳ ﾐﾕ 女子 1 八軒中学校

2168 今野　裕月 ｺﾝﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 富沢中

2178 庄子　夢花 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒｶ 女子 2 富沢中

2183 中山　千愛 ﾅｶﾔﾏ ｾﾗ 女子 3 富沢中

2184 松﨑　佳歩 ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾎ 女子 3 富沢中

2245 齋藤　朱里 ｻｲﾄｳ ｱｶﾘ 女子 1 茂庭台中

579 佐藤　愛桜 ｻﾄｳ ｱｲﾗ 女子 2 六郷中

584 菅野　瑞葵 ｶﾝﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 2 六郷中
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2682 千葉　凜音 ﾁﾊﾞ ﾘﾉ 女子 3 ショウケイ中

1085 松崎　向日葵 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾏﾜﾘ 女子 1 蒲町中

1089 髙橋　未央 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 1 蒲町中

1113 鈴木　めぐ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞ 女子 3 蒲町中

836 菅原　亜美 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾐ 女子 3 郡山中学校

837 伊藤　里菜 ｲﾄｳ ﾘﾅ 女子 3 郡山中学校

838 大久　莉央 ｵｵﾋｻ ﾘｵ 女子 3 郡山中学校

1299 加藤　莉央 ｶﾄｳ ﾘｵ 女子 3 幸町中

655 針生　楓夏 ﾊﾘｳ ﾌｳｶ 女子 3 高砂中

102 久慈　真央 ｸｼﾞ ﾏｵ 女子 3 三条

2041 大村　楓恋 ｵｵﾑﾗ ｶﾚﾝ 女子 3 寺岡中

601 及川　汐音 ｵｲｶﾜ ｼｵﾈ 女子 3 七郷

603 今　　　瑞希 ｺﾝ ﾐﾂﾞｷ 女子 3 七郷

1707 針生　茉音 ﾊﾘｳ ﾏｵ 女子 3 七北田中

1814 佐藤　亜珠羽 ｻﾄｳ ｱｽﾞﾊ 女子 3 将監中

1821 佐々木　美玖 ｻｻｷ ﾐｸ 女子 2 将監中

1423 齊藤　真思 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 女子 3 西山中

741 大沼　玲奈 ｵｵﾇﾏ ﾚﾅ 女子 2 西多賀

9 伊藤　愛 ｲﾄｳ ｱｲ 女子 3 仙台一

547 橋本　暖 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾝ 女子 2 仙台中田

548 秦　柚稀 ﾊﾀ ﾕｽﾞｷ 女子 2 仙台中田

1231 勝又　美咲 ｶﾂﾏﾀ ﾐｻｷ 女子 3 袋原中

1015 土屋　はな ﾂﾁﾔ ﾊﾅ 女子 3 中山中

1172 沼倉　颯希 ﾇﾏｸﾗ ｻﾂｷ 女子 2 中野中

484 鈴木　颯世 ｽｽﾞｷ ｻﾖ 女子 3 長町中

516 今野　衣莉空 ｺﾝﾉ ｲﾘｽ 女子 2 長町中

282 遠藤　陽菜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 2 東華中

285 小川　結楓 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｶ 女子 2 東華中

1774 村上　由乃 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾉ 女子 2 八乙女中

1777 齊藤　姫花 ｻｲﾄｳ ﾋﾒｶ 女子 3 八乙女中

410 荒川　芽生 ｱﾗｶﾜ ﾒｲ 女子 3 八軒中学校

2171 中尾　さや ﾅｶｵ ｻﾔ 女子 2 富沢中

2180 遠藤　唯 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 女子 2 富沢中

2181 阿部　桜奈 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 女子 3 富沢中

595 田口　詩音 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 女子 3 六郷中
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