
中学1年男子100m

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

1086 00156757637 吉野　天翔 ﾖｼﾉ ﾂﾊﾞｻ 男子 1 09 仙台市 蒲町中

1083 00156757334 髙橋　煌太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 男子 1 08 仙台市 蒲町中

1087 00156757738 山内　博斗 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾄ 男子 1 08 仙台市 蒲町中

225 沼田　昌磨 ﾇﾏﾀ ｼｮｳﾏ 男子 1 08 宮　城 宮城野中

223 伊勢　旺太 ｲｾ ｵｳﾀ 男子 1 08 宮　城 宮城野中

226 笹森　登眞 ｻｻﾓﾘ ﾄｳﾏ 男子 1 08 宮　城 宮城野中

233 吉田　令 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 男子 1 08 宮　城 宮城野中

218 松本　琉生 ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ 男子 1 08 宮　城 宮城野中

232 佐々木　舜耶 ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ 男子 1 08 宮　城 宮城野中

209 髙橋　優希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 男子 1 08 宮　城 宮城野中

9533 清水　馨太 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 男子 1 宮　城 錦ケ丘中

9522 山内　颯太 ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾀ 男子 1 宮　城 錦ケ丘中

9524 佐藤　琉音 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾄ 男子 1 宮　城 錦ケ丘中

324 橋本　慧大 ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ 男子 1 08 宮　城 五橋中

321 秋山　健太 ｱｷﾔﾏ ｹﾝﾀ 男子 1 08 宮　城 五橋中

322 小野　ネスタ ｵﾉ ﾈｽﾀ 男子 1 08 宮　城 五橋中

184 大場　天翔 ｵｵﾊﾞ ｱﾏﾄ 男子 1 宮　城 五城中学校

185 折腹　心洸 ｵﾘﾊﾗ ﾐｻｷ 男子 1 宮　城 五城中学校

192 橋本　昂弥 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾔ 男子 1 宮　城 五城中学校

182 安積　祐希 ｱｻｶ ﾕｳｷ 男子 1 宮　城 五城中学校

193 船津　壮 ﾌﾅﾂ ｿｳ 男子 1 宮　城 五城中学校

1446 外舘　遼成 ﾄﾀﾞﾃ ﾘｮｳｾｲ 男子 1 09 宮　城 広瀬中

1449 菅原　隆誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 1 08 宮　城 広瀬中

1448 大岩　瑶太 ｵｵｲﾜ ﾖｳﾀ 男子 1 08 宮　城 広瀬中

1447 鈴木　珀斗 ｽｽﾞｷ ﾊｸﾄ 男子 1 宮　城 広瀬中

1452 叶　覚斗 ｶﾉｳ ｵｸﾄ 男子 1 宮　城 広瀬中

1453 木村　優雅 ｷﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 男子 1 宮　城 広瀬中

1454 佐藤　斗和 ｻﾄｳ ﾄﾜ 男子 1 宮　城 広瀬中

658 島田　祐羽人 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 1 宮　城 高砂中

2313 髙橋　李旺 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 男子 1 08 宮　城 高森中

2317 小林　　蒼馬 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ 男子 1 08 宮　城 高森中

1072 洞澤　雄 ﾎﾗｻﾜ ﾕｳ 男子 1 山田中

1074 立山　恵太朗 ﾀﾃﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 山田中

2052 武藤　悠生 ﾑﾄｳ ﾕｳｷ 男子 1 宮　城 寺岡中

2050 遠藤　泰史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 男子 1 宮　城 寺岡中

2051 佐々木　遼太 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ 男子 1 宮　城 寺岡中

2054 大宮　叶真 ｵｵﾐﾔ ｷｮｳﾏ 男子 1 宮　城 寺岡中

2055 庄子　大輝 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 1 宮　城 寺岡中

2057 三浦　遙介 ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 男子 1 宮　城 寺岡中

2058 山家　陽太 ﾔﾝﾍﾞ ﾖｳﾀ 男子 1 宮　城 寺岡中

631 細谷 　　　麗夢 ﾎｿﾔ ﾗｲﾑ 男子 1 七郷中

632 米澤 　　　蓮 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾚﾝ 男子 1 七郷中

627 草野 　　　悠生 ｸｻﾉ ﾕｳｾｲ 男子 1 七郷中

1708 髙橋　応 ﾀｶﾊｼ ｱﾀﾙ 男子 1 08 宮　城 七北田中

1713 渡辺　真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 男子 1 09 宮　城 七北田中

1704 佐藤　飛翔 ｻﾄｳ ﾋｼｮｳ 男子 1 08 宮　城 七北田中

154 湯浅　智武 ﾕｱｻ ｼﾉﾌﾞ 男子 1 宮　城 上杉山中

156 遠藤　圭太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 男子 1 宮　城 上杉山中

140 神吉　皇太朗 ｶﾐﾖｼ ｺﾀﾛｳ 男子 1 宮　城 上杉山中

121 酒井　駿 ｻｶｲ ｼｭﾝ 男子 1 宮　城 上杉山中

1273 岩渕　凜空 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｸ 男子 1 宮　城 折立中

1274 金須　瑠偉 ｷﾝｽ ﾙｲ 男子 1 宮　城 折立中

1272 安達　白斗 ｱﾀﾞﾁ ﾊｸﾄ 男子 1 宮　城 折立中

1279 百井　笑多 ﾓﾓｲ ﾜﾀ 男子 1 宮　城 折立中

1276 里見　諒吾 ｻﾄﾐ ﾘｮｳｺﾞ 男子 1 宮　城 折立中

1280 安田　光助 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 1 宮　城 折立中

1277 底田　莉玖 ｿｺﾀ ﾘｸ 男子 1 宮　城 折立中

529 髙橋　正徳 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 男子 1 宮城 仙台中田

524 野村　政宗 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾑﾈ 男子 1 宮城 仙台中田

1202 遠藤　大志 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 男子 1 宮　城 袋原中

1203 伊藤　碧弥 ｲﾄｳ ｱﾏﾈ 男子 1 宮　城 袋原中

1204 菊地　羚孔 ｷｸﾁ ﾘｸ 男子 1 宮　城 袋原中

1205 渡辺　李壱 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｲﾁ 男子 1 宮　城 袋原中

1515 早坂　夢逢 ﾊﾔｻｶ ﾕｱ 男子 1 08 宮　城 大沢中

1503 伊藤　道陽 ｲﾄｳ ﾐﾁﾊﾙ 男子 1 08 宮　城 大沢中

1516 吉田　拓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 1 09 宮　城 大沢中
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1029 山中　琥太朗 ﾔﾏﾅｶ ｺﾀﾛｳ 男子 1 09 宮　城 中山中

1032 宍戸　優月 ｼｼﾄﾞ ﾕﾂﾞｷ 男子 1 08 宮　城 中山中

1034 前田　佳祐 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 1 08 宮　城 中山中

1036 遠藤　真輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 男子 1 08 宮　城 中山中

1040 近藤　悠斗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 男子 1 08 宮　城 中山中

1022 小島　律 ｺｼﾞﾏ ﾘﾂ 男子 1 08 宮　城 中山中

1035 西村　壮史 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾄ 男子 1 09 宮　城 中山中

1037 竹内　友仁 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾋﾄ 男子 1 08 宮　城 中山中

1191 00162497837 大宮　澄人 ｵｵﾐﾔ ｽﾐﾄ 男子 1 08 宮　城 中野中

1184 00162493025 梅津　逞 ｳﾒﾂ ﾀｸﾏ 男子 1 08 宮　城 中野中

2002 八巻　瑛都 ﾔﾏｷ ｴｲﾄ 男子 1 08 宮　城 鶴が丘中

2001 阿保　舟逢 ｱﾎﾞ ｼｭﾎｳ 男子 1 08 宮　城 鶴が丘中

292 後藤　駿斗 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 東華中

312 菅野　勇人 ｶﾝﾉ ﾕｳﾄ 男子 1 東華中

295 柴崎　幸弥 ｼﾊﾞｻｷ ｺｳﾔ 男子 1 東華中

1878 松田　龍空 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ 男子 1 宮　城 南光台中

2213 佐藤　琉生 ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 男子 1 宮　城 南中山中学校

1799 大羽　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 男子 1 八乙女中

1763 髙橋　蔵之助 ﾀｶﾊｼ ｸﾗﾉｽｹ 男子 1 八乙女中

1778 大場　晄希 ｵｵﾊﾞ ｺｳｷ 男子 1 八乙女中

1770 嶺岸　悠翔 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 男子 1 八乙女中

9681 伊藤　翔 ｲﾄｳ ｼｮｳ 男子 1 八乙女中

1776 青柳　龍咲 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳｻ 男子 1 八乙女中

1771 伊藤　光汰 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 1 八乙女中

9682 佐藤　貫太 ｻﾄｳ ｶﾝﾀ 男子 1 八乙女中

1765 松坂　俊介 ﾏﾂｻﾞｶ ｼｭﾝｽｹ 男子 1 八乙女中

433 三浦　大雅 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 1 八軒中学校

425 早坂　竜 ﾊﾔｻｶ ﾘｭｳ 男子 1 八軒中学校

983 00159352328 沓澤　礼望 ｸﾂｻﾞﾜ ﾚﾉ 男子 1 08 仙台市 八木山中

9842 菊田　瑛心 ｷｸﾀ ｴｲｼﾝ 男子 1 宮城 富沢中

2173 下山　英天 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 男子 1 宮城 富沢中

2174 大野　旭登 ｵｵﾉ ｱｻﾄ 男子 1 宮城 富沢中

2176 小山　翔也 ｵﾔﾏ ｼｮｳﾔ 男子 1 宮城 富沢中

9841 石塚　壮馬 ｲｼﾂｶ ｿｳﾏ 男子 1 宮城 富沢中

2183 小川　龍司 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 男子 1 宮城 富沢中

2178 中村　凱 ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｲ 男子 1 宮城 富沢中

2179 尾形　陸空 ｵｶﾞﾀ ﾘｸ 男子 1 宮城 富沢中

2184 安東　亮祐 ｱﾝﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 宮城 富沢中

2185 奥山　龍之介 ｵｸﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 1 宮城 富沢中

2255 菅原　司 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂｶｻ 男子 1 08 宮　城 茂庭台中

2488 佐藤　隼斗 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 08 宮　城 柳生中

2 / 10



中学２・３年男子100m

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

4685 4685 田上　壮太 ﾀｶﾞﾐ ｿｳﾀ 男子 2 08 宮　城 ランナーズハイ

1338 山田　旭飛 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 男子 3 07 宮　城 沖野中

1321 魚住　優斗 ｳｵｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 男子 2 07 宮　城 沖野中

1119 00150609930 八島　世名 ﾔｼﾏ ｾﾅ 男子 2 07 仙台市 蒲町中

1118 00150609829 近藤　颯 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳ 男子 2 07 仙台市 蒲町中

1082 00150610215 高橋　惺仁 ﾀｶﾊｼ ｾﾝｼﾞﾝ 男子 2 07 仙台市 蒲町中

1567 亀　佑海 ｶﾒ ﾕｳ 男子 3 宮　城 宮城聴覚中

214 庭瀬　愛琉 ﾆﾜｾ ｱｲﾙ 男子 2 07 宮　城 宮城野中

208 及川　輝琉 ｵｲｶﾜ ﾋｶﾙ 男子 2 07 宮　城 宮城野中

215 千葉　遥希 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｷ 男子 2 07 宮　城 宮城野中

213 嶺岸　大和 ﾐﾈｷﾞｼ ﾔﾏﾄ 男子 2 07 宮　城 宮城野中

221 鈴木　智喜 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ 男子 2 07 宮　城 宮城野中

9502 佐藤　颯哉 ｻﾄｳ ｿｳﾔ 男子 2 宮　城 錦ケ丘中

342 森　唯斗 ﾓﾘ ﾕｲﾄ 男子 3 06 宮　城 五橋中

354 村上　　暁輝 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｷ 男子 2 07 宮　城 五橋中

332 山寺　倫太郎 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 2 07 宮　城 五橋中

356 大和　健心 ﾔﾏﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 2 07 宮　城 五橋中

194 櫻井　光翔 ｻｸﾗｲ ﾋｶﾙ 男子 2 宮　城 五城中学校

162 鈴木　孝惺 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 2 宮　城 五城中学校

166 佐藤　映心 ｻﾄｳ ｴｲｼﾝ 男子 2 宮　城 五城中学校

1894 大土　由翔 ｵｵﾂﾁ ﾕｳﾄ 男子 2 07 宮　城 向陽台中

1896 椋名　健翔 ﾑｸﾅ ｹﾝｼｮｳ 男子 2 07 宮　城 向陽台中

1471 149717635 山口　惺也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 2 07 宮　城 広瀬中

1472 149717736 庄子　夕翔 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 07 宮　城 広瀬中

1476 149718131 千田　遥聖 ﾁﾀﾞ ﾖｳｾｲ 男子 2 07 宮　城 広瀬中

676 阿部　智康 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔｽ 男子 3 宮　城 高砂中

647 奥山　輝道 ｵｸﾔﾏ ﾃﾙﾐﾁ 男子 2 宮　城 高砂中

649 佐藤　庸太 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 男子 2 宮　城 高砂中

2302 原　悠斗 ﾊﾗ ﾕｳﾄ 男子 2 07 宮　城 高森中

2299 小林　遼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 男子 2 07 宮　城 高森中

2307 今野　敦仁 ｺﾝﾉ ｱﾂﾄ 男子 2 08 宮　城 高森中

2301 高橋　浩大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 07 宮　城 高森中

2298 飯淵　瑛人 ｲｲﾌﾞﾁ ｴｲﾄ 男子 2 07 宮　城 高森中

2304 弓削　友宇輝 ﾕｹﾞ ﾕｳｷ 男子 2 07 宮　城 高森中

2305 阿部　悠希 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 2 07 宮　城 高森中

2308 若生　一沙 ﾜｺｳ ｶｽﾞｻ 男子 2 07 宮　城 高森中

1051 小山　秀悟 ｵﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ 男子 2 山田中

1054 佐々木　光 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 男子 2 山田中

1061 渡部　朔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸ 男子 2 山田中

2064 荒井　勇輝 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 男子 2 宮　城 寺岡中

2068 佐藤　琉友 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 男子 2 宮　城 寺岡中

2066 庄子　海斗 ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ 男子 2 宮　城 寺岡中

2062 飯田　琉斗 ｲｲﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 2 宮　城 寺岡中

2069 富永　隆之介 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 宮　城 寺岡中

622 佐藤　　　泰我 ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 男子 2 七郷中

147 玉木　大誠 ﾀﾏｷ ﾀｲｾｲ 男子 2 宮　城 上杉山中

151 嘉永　昌悟 ﾖｼﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 宮　城 上杉山中

150 根本　悠吾 ﾈﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 男子 2 宮　城 上杉山中

148 藤原　礼 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｲ 男子 2 宮　城 上杉山中

138 畠山　秀翔 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭｳﾄ 男子 2 宮　城 上杉山中

9375 菊池　綾太 ｷｸﾁ ｱﾔﾀ 男子 3 青陵

9390 鈴木　蓮 ｽｽﾞｷ ﾚﾝ 男子 2 青陵

9373 石原　悠生 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 3 青陵

9374 加藤　恵太 ｶﾄｳ ｹｲﾀ 男子 3 青陵

9394 池田　遼祐 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 青陵

1247 奥山　健太郎 ｵｸﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 2 宮　城 折立中

1248 奥山　康太郎 ｵｸﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 宮　城 折立中

1249 菅野　翔 ｶﾝﾉ ｼｮｳ 男子 2 宮　城 折立中

1255 堀内　奏 ﾎﾘｳﾁ ｿｳ 男子 2 宮　城 折立中

1246 井上　柊哉 ｲﾉｳｴ ﾄｳﾔ 男子 2 宮　城 折立中

1254 髙橋　樹 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｷ 男子 2 宮　城 折立中

521 鈴木　順正 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 2 宮城 仙台中田

1221 大室　和輝 ｵｵﾑﾛ ｶｽﾞｷ 男子 2 宮　城 袋原中

1222 佐々木　柚太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 男子 2 宮　城 袋原中

1223 髙橋　拓 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛ 男子 2 宮　城 袋原中

1483 邊見　朔矢 ﾍﾝﾐ ｻｸﾔ 男子 2 07 宮　城 大沢中
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1506 前田　怜志 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 男子 2 07 宮　城 大沢中

1508 佐藤　蓮 ｻﾄｳ ﾚﾝ 男子 2 07 宮　城 大沢中

1024 土田　優人 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 07 宮　城 中山中

1025 蜂屋　大陸 ﾊﾁﾔ ﾘｸ 男子 2 07 宮　城 中山中

1001 青田　蓮士 ｱｵﾀ ﾚﾝｼﾞ 男子 2 07 宮　城 中山中

1027 早坂　幸秀 ﾊﾔｻｶ ﾕｷﾋﾃﾞ 男子 2 08 宮　城 中山中

1172 00148347936 木村　倖士 ｷﾑﾗ ﾕｷｼ 男子 2 07 宮　城 中野中

1174 00148351123 永野　翔也 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾔ 男子 2 07 宮　城 中野中

1168 00148345833 菅原　大雅 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 2 07 宮　城 中野中

1178 00148353327 千葉　和樹 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ 男子 2 07 宮　城 中野中

496 斉藤　颯太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 男子 1 宮　城 長町中

516 木村　航和 ｷﾑﾗ ｺｳﾜ 男子 3 宮　城 長町中

494 國領　天磨 ｺｸﾘｮｳ ﾃﾝﾏ 男子 2 宮　城 長町中

514 鈴木　孝太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 男子 3 宮　城 長町中

491 神山　弥 ｶﾐﾔﾏ ﾜﾀﾙ 男子 2 宮　城 長町中

481 中嶋　陸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ 男子 2 宮　城 長町中

487 佐々木　紫苑 ｻｻｷ ｼｵﾝ 男子 2 宮　城 長町中

489 照井　梓真 ﾃﾙｲ ｱｽﾞﾏ 男子 2 宮　城 長町中

490 久和　唯人 ﾋｻﾜ ﾕｲﾄ 男子 2 宮　城 長町中

2017 菅野　颯大 ｶﾝﾉ ｿｳﾀﾞｲ 男子 2 07 宮　城 鶴が丘中

2016 片岡　結希人 ｶﾀｵｶ ﾕｷﾄ 男子 2 08 宮　城 鶴が丘中

304 大久保　貴瑛 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｱｷ 男子 2 東華中

286 山本　龍輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｷ 男子 2 東華中

288 佐藤　新 ｻﾄｳ ｱﾗﾀ 男子 2 東華中

302 舟腰　陽太 ﾌﾅｺｼ ﾖｳﾀ 男子 2 東華中

283 元屋敷　瀬那 ﾓﾄﾔｼｷ ｾﾅ 男子 2 東華中

1851 大田　朝日 ｵｵﾀ ｱｻﾋ 男子 3 宮　城 南光台中

1848 川村　駿人 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男子 2 宮　城 南光台中

1846 岩村　陽央 ｲﾜﾑﾗ ﾋｵｳ 男子 2 宮　城 南光台中

2206 近藤　詩温 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｵﾝ 男子 2 宮　城 南中山中学校

1781 大岩　陸人 ｵｵｲﾜ ﾘｸﾄ 男子 3 八乙女中

1773 針生　涼太 ﾊﾘｭｳ ﾘｮｳﾀ 男子 2 八乙女中

1762 羽田　健二 ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男子 3 八乙女中

1787 石田　大貴 ｲｼﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 2 八乙女中

1795 佐藤　陽向 ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 男子 2 八乙女中

1786 相澤　悠人 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 2 八乙女中

1775 髙野　珀人 ﾀｶﾉ ﾊｸﾄ 男子 2 八乙女中

1796 大岩　悠人 ｵｵｲﾜ ﾕｳﾄ 男子 2 八乙女中

1791 大見　恒輝 ｵｵﾐ ﾋｻｷ 男子 2 八乙女中

402 加藤　龍行 ｶﾄｳ ﾀﾂﾕｷ 男子 2 八軒中学校

420 三浦　羚斗 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾄ 男子 3 八軒中学校

421 佐藤　壮一 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ 男子 3 八軒中学校

978 00139806532 安藤　遼心 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲ 男子 3 06 仙台市 八木山中

979 00139808130 及川　正義 ｵｲｶﾜ ｾｲｷﾞ 男子 3 06 仙台市 八木山中

964 00150598836 三浦　涼真 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾏ 男子 2 07 仙台市 八木山中

962 00150597330 小林　龍矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 男子 2 07 仙台市 八木山中

967 00150602317 酒井　良也 ｻｶｲ ﾖｼﾔ 男子 2 07 仙台市 八木山中

2168 佐々木　龍正 ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 宮城 富沢中

2169 櫻井　琉成 ｻｸﾗｲ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 宮城 富沢中

2164 勝田　奏太 ｶﾂﾀ ｿｳﾀ 男子 2 宮城 富沢中

2171 伹野　大介 ﾀﾀﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 男子 2 宮城 富沢中

2162 多田　一晴 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊﾙ 男子 2 宮城 富沢中

2486 松尾　喜紀 ﾏﾂｵ ﾖｼｷ 男子 2 07 宮　城 柳生中

2514 00150702621 小野寺　葉留 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙ 男子 2 07 宮　城 柳生中
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177 鶴が丘中 ﾂﾙｶﾞｵｶﾁｭｳ 2001 阿保　舟逢 ｱﾎﾞ ｼｭﾎｳ 男子 1 08 鶴が丘中 宮　城

仙台市立鶴が丘中学校 鶴が丘中 2002 八巻　瑛都 ﾔﾏｷ ｴｲﾄ 男子 1 08 鶴が丘中 宮　城

2016 片岡　結希人 ｶﾀｵｶ ﾕｷﾄ 男子 2 08 鶴が丘中 宮　城

2017 菅野　颯大 ｶﾝﾉ ｿｳﾀﾞｲ 男子 2 07 鶴が丘中 宮　城

2018 千田　星那 ﾁﾀﾞ ｾﾅ 男子 2 07 鶴が丘中 宮　城

210 長町中 ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳ 481 中嶋　陸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ 男子 2 長町中 宮　城

仙台市立長町中学校 長町中 487 佐々木　紫苑 ｻｻｷ ｼｵﾝ 男子 2 長町中 宮　城

491 神山　弥 ｶﾐﾔﾏ ﾜﾀﾙ 男子 2 長町中 宮　城

494 國領　天磨 ｺｸﾘｮｳ ﾃﾝﾏ 男子 2 長町中 宮　城

496 斉藤　颯太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 男子 1 長町中 宮　城

227 五城中学校 ｺﾞｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 161 小野木　正宗 ｵﾉｷﾞ ﾏｻﾑﾈ 男子 2 五城中学校 宮　城

仙台市立五城中学校 五城中学校 162 鈴木　孝惺 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 2 五城中学校 宮　城

166 佐藤　映心 ｻﾄｳ ｴｲｼﾝ 男子 2 五城中学校 宮　城

194 櫻井　光翔 ｻｸﾗｲ ﾋｶﾙ 男子 2 五城中学校 宮　城

295 八木山中B ヤギヤマチュウB 962 小林　龍矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 男子 2 07 八木山中 仙台市
仙台市立八木山中学校B 八木山中B 963 下權谷　宗慧 ｼﾓｺﾞﾝﾔ ﾑﾈｻﾄ 男子 2 07 八木山中 仙台市

964 三浦　涼真 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾏ 男子 2 07 八木山中 仙台市

966 高杉　陽那太 ﾀｶｽｷﾞ ﾋﾅﾀ 男子 2 07 八木山中 仙台市

967 酒井　良也 ｻｶｲ ﾖｼﾔ 男子 2 07 八木山中 仙台市

296 八木山中A ヤギヤマチュウA 978 安藤　遼心 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲ 男子 3 06 八木山中 仙台市
仙台市立八木山中学校A 八木山中A 979 及川　正義 ｵｲｶﾜ ｾｲｷﾞ 男子 3 06 八木山中 仙台市

995 井幡　遼太郎 ｲﾊﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 3 06 八木山中 仙台市

997 志賀　悠汰 ｼｶﾞ ﾕｳﾀ 男子 3 06 八木山中 仙台市

329 錦ケ丘中A ニシキガオカチュウA 9501 平塚　海衣 ﾋﾗﾂｶ ｶｲ 男子 2 錦ケ丘中 宮　城
仙台市立錦ケ丘中学校陸上競技部A 錦ケ丘中A 9509 関　悠介 ｾｷ ﾕｳｽｹ 男子 2 錦ケ丘中 宮　城

9511 只野　良太朗 ﾀﾀﾞﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 2 錦ケ丘中 宮　城

9516 武藤　颯人 ﾑﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 2 錦ケ丘中 宮　城

330 錦ケ丘中B ニシキガオカチュウB 9502 佐藤　颯哉 ｻﾄｳ ｿｳﾔ 男子 2 錦ケ丘中 宮　城
仙台市立錦ケ丘中学校陸上競技部B 錦ケ丘中B 9503 髙谷　洸稀 ﾀｶﾔ ｺｳｷ 男子 2 錦ケ丘中 宮　城

9504 色川　天人 ｲﾛｶﾜ ｱﾏﾄ 男子 2 錦ケ丘中 宮　城

9512 伊藤　未来 ｲﾄｳ ﾐﾗｲ 男子 2 錦ケ丘中 宮　城

331 錦ケ丘中C ニシキガオカチュウC 9521 浜崎　航太 ﾊﾏｻｷ ｺｳﾀ 男子 1 錦ケ丘中 宮　城
仙台市立錦ケ丘中学校陸上競技部C 錦ケ丘中C 9524 佐藤　琉音 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾄ 男子 1 錦ケ丘中 宮　城

9525 君島　海聖 ｷﾐｼﾞﾏ ｶｻﾞﾄ 男子 1 錦ケ丘中 宮　城

9533 清水　馨太 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 男子 1 錦ケ丘中 宮　城

9536 伊藤　稜世 ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ 男子 1 錦ケ丘中 宮　城

389 高砂中A ﾀｶｻｺﾞﾁｭｳA 641 金村　俊祐 ｶﾅﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 高砂中 宮　城

仙台市立高砂中学校A 高砂中A 643 竹内　聖法 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾉﾘ 男子 2 高砂中 宮　城

647 奥山　輝道 ｵｸﾔﾏ ﾃﾙﾐﾁ 男子 2 高砂中 宮　城

649 佐藤　庸太 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 男子 2 高砂中 宮　城

657 佐藤　路空 ｻﾄｳ ﾛｸ 男子 1 高砂中 宮　城

658 島田　祐羽人 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 1 高砂中 宮　城

409 大沢中 ｵｵｻﾜﾁｭｳ 1483 邊見　朔矢 ﾍﾝﾐ ｻｸﾔ 男子 2 07 大沢中 宮　城

仙台市立大沢中学校 大沢中 1497 武藤　吏駈 ﾑﾄｳ ﾘﾝｸ 男子 2 07 大沢中 宮　城

1505 畠山　凜音 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｵ 男子 2 07 大沢中 宮　城

1506 前田　怜志 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 男子 2 07 大沢中 宮　城

1515 早坂　夢逢 ﾊﾔｻｶ ﾕｱ 男子 1 08 大沢中 宮　城

1516 吉田　拓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 1 09 大沢中 宮　城

470 宮城野中 ミヤギノチュウ 208 及川　輝琉 ｵｲｶﾜ ﾋｶﾙ 男子 2 07 宮城野中 宮　城

仙台市立宮城野中学校 宮城野中 213 嶺岸　大和 ﾐﾈｷﾞｼ ﾔﾏﾄ 男子 2 07 宮城野中 宮　城

214 庭瀬　愛琉 ﾆﾜｾ ｱｲﾙ 男子 2 07 宮城野中 宮　城

215 千葉　遥希 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｷ 男子 2 07 宮城野中 宮　城

223 伊勢　旺太 ｲｾ ｵｳﾀ 男子 1 08 宮城野中 宮　城

225 沼田　昌磨 ﾇﾏﾀ ｼｮｳﾏ 男子 1 08 宮城野中 宮　城

741 中野中A ﾅｶﾉﾁｭｳA 1168 菅原　大雅 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 2 07 中野中 宮　城

仙台市立中野中学校A 中野中A 1169 佐藤　大耶 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾔ 男子 2 08 中野中 宮　城

1172 木村　倖士 ｷﾑﾗ ﾕｷｼ 男子 2 07 中野中 宮　城

1174 永野　翔也 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾔ 男子 2 07 中野中 宮　城

1178 千葉　和樹 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ 男子 2 07 中野中 宮　城

1191 大宮　澄人 ｵｵﾐﾔ ｽﾐﾄ 男子 1 08 中野中 宮　城

939 中山中A ﾅｶﾔﾏﾁｭｳA 1001 青田　蓮士 ｱｵﾀ ﾚﾝｼﾞ 男子 2 07 中山中 宮　城

仙台市立中山中学校A 中山中A 1024 土田　優人 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 07 中山中 宮　城

1025 蜂屋　大陸 ﾊﾁﾔ ﾘｸ 男子 2 07 中山中 宮　城

1034 前田　佳祐 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 1 08 中山中 宮　城

1036 遠藤　真輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 男子 1 08 中山中 宮　城
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960 柳生中 ﾔﾅｷﾞｳﾁｭｳ 2486 松尾　喜紀 ﾏﾂｵ ﾖｼｷ 男子 2 07 柳生中 宮　城

仙台市立柳生中学校 柳生中 2488 佐藤　隼斗 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 08 柳生中 宮　城

2505 小室　李玖 ｺﾑﾛ ﾘｸ 男子 1 08 柳生中 宮　城

2514 小野寺　葉留 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙ 男子 2 07 柳生中 宮　城

1041 青陵 ｾｲﾘｮｳ 9373 石原　悠生 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 3 青陵

仙台青陵中等教育学校 青陵 9374 加藤　恵太 ｶﾄｳ ｹｲﾀ 男子 3 青陵

9375 菊池　綾太 ｷｸﾁ ｱﾔﾀ 男子 3 青陵

9377 村上　怜央 ﾑﾗｶﾐ ﾚｵ 男子 3 青陵

9390 鈴木　蓮 ｽｽﾞｷ ﾚﾝ 男子 2 青陵

9394 池田　遼祐 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 青陵

1176 富沢中 ﾄﾐｻﾞﾜﾁｭｳ 2164 勝田　奏太 ｶﾂﾀ ｿｳﾀ 男子 2 富沢中 宮城

仙台市立富沢中学校 富沢中 2168 佐々木　龍正 ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 富沢中 宮城

2169 櫻井　琉成 ｻｸﾗｲ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 富沢中 宮城

2173 下山　英天 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 男子 1 富沢中 宮城

9842 菊田　瑛心 ｷｸﾀ ｴｲｼﾝ 男子 1 富沢中 宮城

1220 東華中B トウカチュウB 284 下山　大翔 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ 男子 2 東華中

仙台市立東華中学校B 東華中B 287 川田　奏太朗 ｶﾜﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 2 東華中

288 佐藤　新 ｻﾄｳ ｱﾗﾀ 男子 2 東華中

305 大竹　航平 ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ 男子 2 東華中

1221 東華中A トウカチュウA 286 山本　龍輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｷ 男子 2 東華中

仙台市立東華中学校A 東華中A 292 後藤　駿斗 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 東華中

302 舟腰　陽太 ﾌﾅｺｼ ﾖｳﾀ 男子 2 東華中

304 大久保　貴瑛 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｱｷ 男子 2 東華中

1665 折立中 ｵﾘﾀﾃﾁｭｳ 1246 井上　柊哉 ｲﾉｳｴ ﾄｳﾔ 男子 2 折立中 宮　城

仙台市立折立中学校 折立中 1247 奥山　健太郎 ｵｸﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 2 折立中 宮　城

1248 奥山　康太郎 ｵｸﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 折立中 宮　城

1249 菅野　翔 ｶﾝﾉ ｼｮｳ 男子 2 折立中 宮　城

1254 髙橋　樹 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｷ 男子 2 折立中 宮　城

1255 堀内　奏 ﾎﾘｳﾁ ｿｳ 男子 2 折立中 宮　城

1698 寺岡中C テラオカチュウC 2055 庄子　大輝 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 1 寺岡中 宮　城

仙台市立寺岡中学校C 寺岡中C 2057 三浦　遙介 ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 男子 1 寺岡中 宮　城

2058 山家　陽太 ﾔﾝﾍﾞ ﾖｳﾀ 男子 1 寺岡中 宮　城

2062 飯田　琉斗 ｲｲﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 2 寺岡中 宮　城

1699 寺岡中A テラオカチュウA 2050 遠藤　泰史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 男子 1 寺岡中 宮　城

仙台市立寺岡中学校A 寺岡中A 2052 武藤　悠生 ﾑﾄｳ ﾕｳｷ 男子 1 寺岡中 宮　城

2064 荒井　勇輝 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 男子 2 寺岡中 宮　城

2068 佐藤　琉友 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 男子 2 寺岡中 宮　城

1700 寺岡中B テラオカチュウB 2051 佐々木　遼太 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ 男子 1 寺岡中 宮　城

仙台市立寺岡中学校B 寺岡中B 2054 大宮　叶真 ｵｵﾐﾔ ｷｮｳﾏ 男子 1 寺岡中 宮　城

2066 庄子　海斗 ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ 男子 2 寺岡中 宮　城

2069 富永　隆之介 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 寺岡中 宮　城

1786 八乙女中C ﾔｵﾄﾒﾁｭｳC 1770 嶺岸　悠翔 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 男子 1 八乙女中
仙台市立八乙女中学校C 八乙女中C 1775 髙野　珀人 ﾀｶﾉ ﾊｸﾄ 男子 2 八乙女中

1778 大場　晄希 ｵｵﾊﾞ ｺｳｷ 男子 1 八乙女中

1785 新倉　一輝 ﾆｲｸﾗ ｶｽﾞｷ 男子 2 八乙女中

1791 大見　恒輝 ｵｵﾐ ﾋｻｷ 男子 2 八乙女中

1787 八乙女中B ﾔｵﾄﾒﾁｭｳB 1786 相澤　悠人 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 2 八乙女中
仙台市立八乙女中学校B 八乙女中B 1788 永澤　光司 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳｼﾞ 男子 2 八乙女中

1796 大岩　悠人 ｵｵｲﾜ ﾕｳﾄ 男子 2 八乙女中

1798 永澤　勇輝 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｷ 男子 2 八乙女中

1788 八乙女中A ﾔｵﾄﾒﾁｭｳA 1773 針生　涼太 ﾊﾘｭｳ ﾘｮｳﾀ 男子 2 八乙女中
仙台市立八乙女中学校A 八乙女中A 1787 石田　大貴 ｲｼﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 2 八乙女中

1795 佐藤　陽向 ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 男子 2 八乙女中

1799 大羽　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 男子 1 八乙女中

1875 広瀬中A ﾋﾛｾﾁｭｳA 1471 山口　惺也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 2 07 広瀬中 宮　城

仙台市立広瀬中学校A 広瀬中A 1472 庄子　夕翔 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 07 広瀬中 宮　城

1476 千田　遥聖 ﾁﾀﾞ ﾖｳｾｲ 男子 2 07 広瀬中 宮　城

1479 村林　風河 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ 男子 2 08 広瀬中 宮　城

1876 広瀬中C ﾋﾛｾﾁｭｳC 1442 近江　陽太 ｵｵﾐ ﾖｳﾀ 男子 1 広瀬中 宮　城

仙台市立広瀬中学校C 広瀬中C 1444 工藤　碧 ｸﾄﾞｳ ｱｵｲ 男子 1 08 広瀬中 宮　城

1447 鈴木　珀斗 ｽｽﾞｷ ﾊｸﾄ 男子 1 広瀬中 宮　城

1452 叶　覚斗 ｶﾉｳ ｵｸﾄ 男子 1 広瀬中 宮　城

1877 広瀬中B ﾋﾛｾﾁｭｳB 1446 外舘　遼成 ﾄﾀﾞﾃ ﾘｮｳｾｲ 男子 1 09 広瀬中 宮　城

仙台市立広瀬中学校B 広瀬中B 1448 大岩　瑶太 ｵｵｲﾜ ﾖｳﾀ 男子 1 08 広瀬中 宮　城

1449 菅原　隆誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 1 08 広瀬中 宮　城

1451 尾形　陽 ｵｶﾞﾀ ﾋﾅﾀ 男子 1 広瀬中 宮　城
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2166 高森中A タカモリチュウA 2298 飯淵　瑛人 ｲｲﾌﾞﾁ ｴｲﾄ 男子 2 07 高森中 宮　城

仙台市立高森中学校A 高森中A 2299 小林　遼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 男子 2 07 高森中 宮　城

2302 原　悠斗 ﾊﾗ ﾕｳﾄ 男子 2 07 高森中 宮　城

2307 今野　敦仁 ｺﾝﾉ ｱﾂﾄ 男子 2 08 高森中 宮　城

2167 高森中B タカモリチュウB 2301 高橋　浩大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 07 高森中 宮　城

仙台市立高森中学校B 高森中B 2304 弓削　友宇輝 ﾕｹﾞ ﾕｳｷ 男子 2 07 高森中 宮　城

2305 阿部　悠希 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 2 07 高森中 宮　城

2308 若生　一沙 ﾜｺｳ ｶｽﾞｻ 男子 2 07 高森中 宮　城

2309 平井　嵩人 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾄ 男子 2 07 高森中 宮　城

2313 髙橋　李旺 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 男子 1 08 高森中 宮　城

2317 小林　　蒼馬 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ 男子 1 08 高森中 宮　城

2186 五橋中 ｲﾂﾂﾊﾞｼﾁｭｳ 321 秋山　健太 ｱｷﾔﾏ ｹﾝﾀ 男子 1 08 五橋中 宮　城

仙台市立五橋中学校 五橋中 324 橋本　慧大 ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ 男子 1 08 五橋中 宮　城

332 山寺　倫太郎 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 2 07 五橋中 宮　城

339 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 2 08 五橋中 宮　城

354 村上　　暁輝 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｷ 男子 2 07 五橋中 宮　城

356 大和　健心 ﾔﾏﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 2 07 五橋中 宮　城

2230 沖野中 オキノﾁｭｳ 1321 魚住　優斗 ｳｵｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 男子 2 07 沖野中 宮　城

仙台市立沖野中学校 沖野中 1323 渡邊　晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙ 男子 2 07 沖野中 宮　城

1348 橋本　賢人 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 男子 1 08 沖野中 宮　城

1350 菊地　泰世 ｷｸﾁ ﾀｲｾｲ 男子 1 08 沖野中 宮　城

1351 熊坂　大雅 ｸﾏｻｶ ﾀｲｶﾞ 男子 1 08 沖野中 宮　城

1355 幸野　天織 ｺｳﾉ ﾐｵﾘ 男子 1 08 沖野中 宮　城

2248 山田中 ﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ 1051 小山　秀悟 ｵﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ 男子 2 山田中

仙台市立山田中学校 山田中 1054 佐々木　光 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 男子 2 山田中

1061 渡部　朔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸ 男子 2 山田中

1072 洞澤　雄 ﾎﾗｻﾜ ﾕｳ 男子 1 山田中

1074 立山　恵太朗 ﾀﾃﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 山田中

2281 上杉山中A ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳA 138 畠山　秀翔 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭｳﾄ 男子 2 上杉山中 宮　城

上杉山中学校A 上杉山中A 140 神吉　皇太朗 ｶﾐﾖｼ ｺﾀﾛｳ 男子 1 上杉山中 宮　城

147 玉木　大誠 ﾀﾏｷ ﾀｲｾｲ 男子 2 上杉山中 宮　城

150 根本　悠吾 ﾈﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 男子 2 上杉山中 宮　城

2282 上杉山中B ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳB 148 藤原　礼 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｲ 男子 2 上杉山中 宮　城

上杉山中学校B 上杉山中B 151 嘉永　昌悟 ﾖｼﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 上杉山中 宮　城

152 木下　竣介 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 上杉山中 宮　城

156 遠藤　圭太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 男子 1 上杉山中 宮　城

2299 袋原中 ﾌｸﾛﾊﾞﾗﾁｭｳ 1203 伊藤　碧弥 ｲﾄｳ ｱﾏﾈ 男子 1 袋原中 宮　城

仙台市立袋原中学校 袋原中 1221 大室　和輝 ｵｵﾑﾛ ｶｽﾞｷ 男子 2 袋原中 宮　城

1222 佐々木　柚太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 男子 2 袋原中 宮　城

1223 髙橋　拓 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛ 男子 2 袋原中 宮　城

1225 上坂　海成 ｶﾐｻｶ ｶｲｾｲ 男子 2 袋原中 宮　城

1226 伊藤　大夢 ｲﾄｳ ﾋﾛﾑ 男子 2 袋原中 宮　城

2317 七北田中 ﾅﾅｷﾀﾁｭｳ 1690 嶺岸　護 ﾐﾈｷﾞｼ ﾏﾓﾙ 男子 2 07 七北田中 宮　城

仙台市立七北田中学校 七北田中 1700 岸　昂樹 ｷｼ ｺｳｷ 男子 1 08 七北田中 宮　城

1704 佐藤　飛翔 ｻﾄｳ ﾋｼｮｳ 男子 1 08 七北田中 宮　城

1708 髙橋　応 ﾀｶﾊｼ ｱﾀﾙ 男子 1 08 七北田中 宮　城

1713 渡辺　真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 男子 1 09 七北田中 宮　城

2340 蒲町中A ｶﾊﾞﾉﾏﾁﾁｭｳA 1083 髙橋　煌太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 男子 1 08 蒲町中 仙台市

仙台市立蒲町中学校A 蒲町中A 1086 吉野　天翔 ﾖｼﾉ ﾂﾊﾞｻ 男子 1 09 蒲町中 仙台市

1118 近藤　颯 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳ 男子 2 07 蒲町中 仙台市

1119 八島　世名 ﾔｼﾏ ｾﾅ 男子 2 07 蒲町中 仙台市

2341 蒲町中B ｶﾊﾞﾉﾏﾁﾁｭｳB 1081 高橋　康貴 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 男子 2 07 蒲町中 仙台市

仙台市立蒲町中学校B 蒲町中B 1082 高橋　惺仁 ﾀｶﾊｼ ｾﾝｼﾞﾝ 男子 2 07 蒲町中 仙台市

1085 松田　未来翔 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｸﾄ 男子 1 08 蒲町中 仙台市

1087 山内　博斗 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾄ 男子 1 08 蒲町中 仙台市

2489 八軒中学校 ﾊﾁｹﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 402 加藤　龍行 ｶﾄｳ ﾀﾂﾕｷ 男子 2 八軒中学校

仙台市立八軒中学校 八軒中学校 408 佐藤　聖斗 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 男子 2 八軒中学校

409 中屋敷　暖斗 ﾅｶﾔｼｷ ﾊﾙﾄ 男子 2 八軒中学校

422 佐藤　匠悟 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 1 八軒中学校

433 三浦　大雅 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 1 八軒中学校

2522 宮教大附属 ミヤキョウダイフゾク 1542 氏家　遼仁 ｳｼﾞｲｴ 男子 2 宮教大附属
宮城教育大学附属中学校 宮教大附属 1544 山﨑　友嗣 ﾔﾏｻﾞｷ 男子 2 宮教大附属

1547 平間　新虎 ﾋﾗﾏ 男子 2 宮教大附属

1548 星　勇佑介 ﾎｼ 男子 2 宮教大附属
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1081 00150610114 高橋　康貴 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 男子 2 07 仙台市 蒲町中

203 郡司　湧斗 ｸﾞﾝｼﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 07 宮　城 宮城野中

9508 加藤　彪雅 ｶﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ 男子 2 宮　城 錦ケ丘中

343 小酒井　晴久 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾋｻ 男子 2 07 宮　城 五橋中

339 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 2 08 宮　城 五橋中

1895 菊地　颯真 ｷｸﾁ ｿｳﾏ 男子 2 07 宮　城 向陽台中

1444 工藤　碧 ｸﾄﾞｳ ｱｵｲ 男子 1 08 宮　城 広瀬中

2309 平井　嵩人 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾄ 男子 2 07 宮　城 高森中

2069 富永　隆之介 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 宮　城 寺岡中

2055 庄子　大輝 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 1 宮　城 寺岡中

1488 郷古　渉 ｺﾞｳｺ ﾜﾀﾙ 男子 2 07 宮　城 大沢中

1169 00148346531 佐藤　大耶 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾔ 男子 2 08 宮　城 中野中

1170 00148347027 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 男子 2 07 宮　城 中野中

1178 00148353327 千葉　和樹 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ 男子 2 07 宮　城 中野中

2018 千田　星那 ﾁﾀﾞ ｾﾅ 男子 2 07 宮　城 鶴が丘中

285 松坂　侑弥 ﾏﾂｻﾞｶ ﾕｳﾔ 男子 2 東華中

287 川田　奏太朗 ｶﾜﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 2 東華中

968 00150599433 佐々木　翔 ｻｻｷ ｼｮｳ 男子 2 07 仙台市 八木山中

2170 浅野　奈由太 ｱｻﾉ ﾅﾕﾀ 男子 2 宮城 富沢中

2258 渡辺　悠斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 07 宮　城 茂庭台中
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中学男子走幅跳

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 PB SB

1323 渡邊　晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙ 男子 2 07 宮　城 沖野中

1085 00156757536 松田　未来翔 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｸﾄ 男子 1 08 仙台市 蒲町中

1120 00150610013 丹野　祥汰 ﾀﾝﾉ ｼｮｳﾀ 男子 2 07 仙台市 蒲町中

1521 北川　颯大 ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 1 宮教大附属

9512 伊藤　未来 ｲﾄｳ ﾐﾗｲ 男子 2 宮　城 錦ケ丘中

9507 小林　愛矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 男子 2 宮　城 錦ケ丘中

9521 浜崎　航太 ﾊﾏｻｷ ｺｳﾀ 男子 1 宮　城 錦ケ丘中

327 山本　治斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 2 07 宮　城 五橋中

161 小野木　正宗 ｵﾉｷﾞ ﾏｻﾑﾈ 男子 2 宮　城 五城中学校

1479 村林　風河 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ 男子 2 08 宮　城 広瀬中

1451 尾形　陽 ｵｶﾞﾀ ﾋﾅﾀ 男子 1 宮　城 広瀬中

1442 近江　陽太 ｵｵﾐ ﾖｳﾀ 男子 1 宮　城 広瀬中

641 金村　俊祐 ｶﾅﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 宮　城 高砂中

657 佐藤　路空 ｻﾄｳ ﾛｸ 男子 1 宮　城 高砂中

2299 小林　遼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 男子 2 07 宮　城 高森中

2292 伊藤　瑠已 ｲﾄｳ ﾙｲ 男子 2 07 宮　城 高森中

1054 佐々木　光 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 男子 2 山田中

1061 渡部　朔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸ 男子 2 山田中

1074 立山　恵太朗 ﾀﾃﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 男子 1 山田中

2066 庄子　海斗 ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ 男子 2 宮　城 寺岡中

2062 飯田　琉斗 ｲｲﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 2 宮　城 寺岡中

2057 三浦　遙介 ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 男子 1 宮　城 寺岡中

2058 山家　陽太 ﾔﾝﾍﾞ ﾖｳﾀ 男子 1 宮　城 寺岡中

624 小宮山　　真那斗 ｺﾐﾔﾏ ﾏﾅﾄ 男子 2 七郷中

626 松田 　　　錦侍 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾝｼﾞ 男子 1 七郷中

1700 岸　昂樹 ｷｼ ｺｳｷ 男子 1 08 宮　城 七北田中

1691 早見　勇希 ﾊﾔﾐ ﾕｳｷ 男子 2 07 宮　城 七北田中

9374 加藤　恵太 ｶﾄｳ ｹｲﾀ 男子 3 青陵

9373 石原　悠生 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 3 青陵

9375 菊池　綾太 ｷｸﾁ ｱﾔﾀ 男子 3 青陵

1226 伊藤　大夢 ｲﾄｳ ﾋﾛﾑ 男子 2 宮　城 袋原中

1225 上坂　海成 ｶﾐｻｶ ｶｲｾｲ 男子 2 宮　城 袋原中

1505 畠山　凜音 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｵ 男子 2 07 宮　城 大沢中

1497 武藤　吏駈 ﾑﾄｳ ﾘﾝｸ 男子 2 07 宮　城 大沢中

1030 櫻井　翔太 ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀ 男子 1 08 宮　城 中山中

1168 00148345833 菅原　大雅 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 2 07 宮　城 中野中

1173 00148349029 小林　柊登 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾄ 男子 2 07 宮　城 中野中

1182 00162493934 石田　健徳 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ 男子 1 08 宮　城 中野中

518 村木　海斗 ﾑﾗｷ ｶｲﾄ 男子 3 宮　城 長町中

491 神山　弥 ｶﾐﾔﾏ ﾜﾀﾙ 男子 2 宮　城 長町中

284 下山　大翔 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ 男子 2 東華中

305 大竹　航平 ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ 男子 2 東華中

311 永澤　亮匡 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｷﾏｻ 男子 1 東華中

1798 永澤　勇輝 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｷ 男子 2 八乙女中

1788 永澤　光司 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳｼﾞ 男子 2 八乙女中

1785 新倉　一輝 ﾆｲｸﾗ ｶｽﾞｷ 男子 2 八乙女中

409 中屋敷　暖斗 ﾅｶﾔｼｷ ﾊﾙﾄ 男子 2 八軒中学校

408 佐藤　聖斗 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 男子 2 八軒中学校

422 佐藤　匠悟 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 1 八軒中学校

429 永井　佑 ﾅｶﾞｲ ﾕｳ 男子 1 八軒中学校

963 00150598634 下權谷　宗慧 ｼﾓｺﾞﾝﾔ ﾑﾈｻﾄ 男子 2 07 仙台市 八木山中

2167 大冨　仁誓 ｵｵﾄﾐ ﾆﾁｶ 男子 2 宮城 富沢中

2260 白　特如格楽 ﾊｸ ﾃﾙｹﾞﾙ 男子 2 07 宮　城 茂庭台中

2505 小室　李玖 ｺﾑﾛ ﾘｸ 男子 1 08 宮　城 柳生中
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中学男子砲丸投(5.000kg)

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 PB SB

9504 色川　天人 ｲﾛｶﾜ ｱﾏﾄ 男子 2 宮　城 錦ケ丘中

9503 髙谷　洸稀 ﾀｶﾔ ｺｳｷ 男子 2 宮　城 錦ケ丘中

337 森島　綾都 ﾓﾘｼﾏ ｱﾔﾄ 男子 2 07 宮　城 五橋中

186 熊谷　建杜 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝﾄ 男子 1 宮　城 五城中学校

1895 菊地　颯真 ｷｸﾁ ｿｳﾏ 男子 2 07 宮　城 向陽台中

659 針生　颯 ﾊﾘｳ ﾀﾂｷ 男子 1 宮　城 高砂中

643 竹内　聖法 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾉﾘ 男子 2 宮　城 高砂中

1690 嶺岸　護 ﾐﾈｷﾞｼ ﾏﾓﾙ 男子 2 07 宮　城 七北田中

1275 櫻庭　脩真 ｻｸﾗﾊﾞ ｼｭｳﾏ 男子 1 宮　城 折立中

1177 00148352730 佐藤　幸哉 ｻﾄｳ ｺｳﾔ 男子 2 07 宮　城 中野中

1188 00162496028 川上　直輝 ｶﾜｶﾐ ﾅｵｷ 男子 1 09 宮　城 中野中

484 三神　諒河 ﾐｶﾐ ﾘｮｳｶﾞ 男子 2 宮　城 長町中

497 千田　一成 ﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 男子 1 宮　城 長町中

291 木村　統馬 ｷﾑﾗ ﾄｳﾏ 男子 1 東華中

290 佐藤　賢斗 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 男子 1 東華中

401 阿部　涼平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 2 八軒中学校

966 00150599736 高杉　陽那太 ﾀｶｽｷﾞ ﾋﾅﾀ 男子 2 07 仙台市 八木山中

2163 大庭　柊 ｵｵﾊﾞ ｼｭｳ 男子 2 宮城 富沢中

2170 浅野　奈由太 ｱｻﾉ ﾅﾕﾀ 男子 2 宮城 富沢中
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中学1年女子100m

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

4688 4688 寺島　南美 ﾃﾗｼﾏ ﾐﾅﾐ 女子 1 08 宮　城 ランナーズハイ

4677 4677 男乕　結衣 ｵﾉﾄﾗ ﾕｲ 女子 1 08 宮　城 ランナーズハイ

4691 4691 栗原　虹心 ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ 女子 1 08 宮　城 ランナーズハイ

1327 渡邉　優月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 08 宮　城 沖野中

1087 00156758739 五十嵐　萌絵 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 女子 1 08 仙台市 蒲町中

1084 00156758436 本多　奈々子 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅｺ 女子 1 08 仙台市 蒲町中

1086 00156758638 岩崎　莉奈 ｲﾜｻｷ ﾘﾅ 女子 1 08 仙台市 蒲町中

1083 00156758335 菅原　聖楽 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾗ 女子 1 08 仙台市 蒲町中

1522 細川　瑠華 ﾎｿｶﾜ ﾙｶ 女子 1 宮教大附属

1521 齋藤　唯菜 ｻｲﾄｳ ﾕｲﾅ 女子 1 宮教大附属

1524 伊藤　ありさ ｲﾄｳ ｱﾘｻ 女子 1 宮教大附属

1525 福與　ななみ ﾌｸﾖ ﾅﾅﾐ 女子 1 宮教大附属

222 梶谷　環子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾜｺ 女子 1 08 宮　城 宮城野中

224 谷　結陸 ﾀﾆ ﾕｲﾘ 女子 1 09 宮　城 宮城野中

221 岩渕　みちる ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐﾁﾙ 女子 1 09 宮　城 宮城野中

225 二本栁　花音 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ｶﾉﾝ 女子 1 08 宮　城 宮城野中

223 笠原　碧衣 ｶｻﾊﾗ ｱｵｲ 女子 1 08 宮　城 宮城野中

226 古江　咲来 ﾌﾙｴ ｻｸﾗ 女子 1 09 宮　城 宮城野中

9513 大泉　音緒 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾈｵ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

9515 小嶋　佐英 ｵｼﾞﾏ ｻｴ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

326 髙橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 女子 1 08 宮　城 五橋中

321 古山　鈴穏 ｺﾔﾏ ﾘｵﾝ 女子 1 08 宮　城 五橋中

323 佐藤　芙喜 ｻﾄｳ ﾌｷ 女子 1 09 宮　城 五橋中

327 武山　りさ ﾀｹﾔﾏ ﾘｻ 女子 1 09 宮　城 五橋中

1885 錦戸　椿 ﾆｼｷﾄﾞ ﾂﾊﾞｷ 女子 1 08 宮　城 向陽台中

1473 小山田　美桜奈 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐｵﾅ 女子 1 08 宮　城 広瀬中

1475 藤田　瑠菜 ﾌｼﾞﾀ ﾙﾅ 女子 1 09 宮　城 広瀬中

1478 加藤　蕾 ｶﾄｳ ﾙｲ 女子 1 08 宮　城 広瀬中

1471 丹野　麗奈 ﾀﾝﾉ ﾚｲﾅ 女子 1 宮　城 広瀬中

1480 佐藤　こころ ｻﾄｳ ｺｺﾛ 女子 1 宮　城 広瀬中

1477 小野寺　麗 ｵﾉﾃﾞﾗ ｳﾗﾗ 女子 1 08 宮　城 広瀬中

642 大沼　彩乃 ｵｵﾇﾏ ｱﾔﾉ 女子 1 宮　城 高砂中

644 髙橋　莉心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 1 宮　城 高砂中

641 平塚　美帆 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾎ 女子 1 宮　城 高砂中

2285 菅原　　綾音 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 女子 1 08 宮　城 高森中

2283 畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 女子 1 08 宮　城 高森中

2282 名和　　れいな ﾅﾜ ﾚｲﾅ 女子 1 08 宮　城 高森中

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

1077 髙松　美彩 ﾀｶﾏﾂ ﾐｻ 女子 1 山田中

2050 瀬戸　はづき ｾﾄ ﾊﾂﾞｷ 女子 1 宮　城 寺岡中

2051 松田　瞳子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 1 宮　城 寺岡中

2053 石田　慈梨 ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 女子 1 宮　城 寺岡中

2056 渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 1 宮　城 寺岡中

2057 稲山　結月 ｲﾅﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 1 宮　城 寺岡中

2046 澤野　楓 ｻﾜﾉ ｶｴﾃﾞ 女子 1 宮　城 寺岡中

635 牛坂 　　　れいら ｳｼｻﾞｶ ﾚｲﾗ 女子 1 七郷中

634 樋口 　　　舜華 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｶ 女子 1 七郷中

633 枡田 　　　葵結 ﾏｽﾀﾞ ｱﾑ 女子 1 七郷中

1695 佐藤　佑美 ｻﾄｳ ﾕｳﾐ 女子 1 08 宮　城 七北田中

130 佐々木　結泉 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 1 宮　城 上杉山中

129 小田島　優那 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳﾅ 女子 1 宮　城 上杉山中

1270 土屋　絢夢 ﾂﾁﾔ ｱﾉﾝ 女子 1 宮　城 折立中

1271 長倉　果音 ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾉﾝ 女子 1 宮　城 折立中

553 國井　ルナ ｸﾆｲ ﾙﾅ 女子 1 宮城 仙台中田

552 西田　姫華 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 1 宮城 仙台中田

1210 及川　穂乃花 ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ 女子 1 宮　城 袋原中

1211 勝又　美涼 ｶﾂﾏﾀ ﾐｽｽﾞ 女子 1 宮　城 袋原中

1212 安部　柚凛 ｱﾍﾞ ﾕｳﾘ 女子 1 宮　城 袋原中

1213 佐々木　乃杏 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 1 宮　城 袋原中

1520 菅原　菜心実 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｺﾞﾐ 女子 1 08 宮　城 大沢中

1519 茂戸藤　蒼 ﾓﾄﾌｼﾞ ｱｵｲ 女子 1 09 宮　城 大沢中

1517 後藤　優愛 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 女子 1 08 宮　城 大沢中

1018 鎌田　琳子 ｶﾏﾀ ﾘｺ 女子 1 08 宮　城 中山中

1019 西内　琴春 ﾆｼｳﾁ ｺﾊﾙ 女子 1 08 宮　城 中山中

1176 00162493631 佐々木　華音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 女子 1 08 宮　城 中野中
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中学1年女子100m
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1174 00162499536 廣川　さら ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 女子 1 08 宮　城 中野中

1177 00162494329 佐藤　ひかり ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 女子 1 08 宮　城 中野中

1173 00162491730 中川　愛月 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 女子 1 08 宮　城 中野中

506 立谷　優名 ﾀﾁﾔ ﾕｳﾅ 女子 1 宮　城 長町中

508 石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 女子 1 宮　城 長町中

511 若生　小楓 ﾜｺｳ ｺﾉｶ 女子 1 宮　城 長町中

509 丹野　明莉 ﾀﾝﾉ ｱｶﾘ 女子 1 宮　城 長町中

507 村上　侑莉杏 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘｱ 女子 1 宮　城 長町中

2010 横澤　花菜 ﾖｺｻﾜ ｶﾅ 女子 1 08 宮　城 鶴が丘中

2001 三浦　菜留 ﾐｳﾗ ﾅﾙ 女子 1 08 宮　城 鶴が丘中

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

291 菊池　咲良 ｷｸﾁ ｻｸﾗ 女子 1 東華中

292 阿部　悠彩 ｱﾍﾞ ﾋｲﾛ 女子 1 東華中

1858 石戸　紗結 ｲｼﾄﾞ ｻﾕ 女子 1 宮　城 南光台中

1859 佐々木　七菜 ｻｻｷ ﾅﾅ 女子 1 宮　城 南光台中

1861 白旗　優月 ｼﾗﾊﾀ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 宮　城 南光台中

1775 赤間　心咲 ｱｶﾏ ﾐｻｷ 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

1789 青木　ゆりあ ｱｵｷ ﾕﾘｱ 女子 1 八乙女中

1776 板倉　のあ ｲﾀｸﾗ ﾉｱ 女子 1 八乙女中

1792 千葉　彩花 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ 女子 1 八乙女中

1785 佐藤　波音 ｻﾄｳ ﾊﾉﾝ 女子 1 八乙女中

1782 加藤　佑姫綺 ｶﾄｳ ﾕｷｱ 女子 1 八乙女中

1791 庄司　美衣奈 ｼｮｳｼﾞ ﾆｲﾅ 女子 1 八乙女中

413 三岳　桜子 ﾐﾂﾀｹ ｻｸﾗｺ 女子 1 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

406 小椋　　柚葉 ｵｸﾞﾗ ﾕｽﾞﾊ 女子 1 八軒中学校

9842 川越　日向 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾅﾀ 女子 1 宮城 富沢中

9848 道家　帆乃花 ﾄﾞｳｹ ﾎﾉｶ 女子 1 宮城 富沢中

9847 小野　真奈美 ｵﾉ ﾏﾅﾐ 女子 1 宮城 富沢中

9844 甲田　絢乃 ｺｳﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 1 宮城 富沢中

9845 池原　瑚子 ｲｹﾊﾗ ｺｺ 女子 1 宮城 富沢中

9849 沼田　未結 ﾇﾏﾀ ﾐﾕｳ 女子 1 宮城 富沢中

9841 千 　美紀 ﾁﾊﾞ ﾐｷ 女子 1 宮城 富沢中
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4682 4682 安達　野々花 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾉｶ 女子 2 08 宮　城 ランナーズハイ

1321 庄司　莉々亜 ｼｮｳｼﾞ ﾘﾘｱ 女子 2 07 宮　城 沖野中

1322 遠藤　七海 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 女子 2 07 宮　城 沖野中

1112 00142159830 吉野　心優 ﾖｼﾉ ﾐﾕ 女子 3 06 仙台市 蒲町中

1114 00142160014 草野　りり ｸｻﾉ ﾘﾘ 女子 3 06 仙台市 蒲町中

1120 00150610720 志田　知央 ｼﾀﾞ ﾁｵ 女子 2 07 仙台市 蒲町中

1119 00150610619 佐々木　椿 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｷ 女子 2 07 仙台市 蒲町中

1551 藤本　心花 ﾌｼﾞﾓﾄ 女子 2 宮教大附属

1547 田村　栞理 ﾀﾑﾗ 女子 2 宮教大附属

1570 長谷川　凛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝ 女子 2 宮　城 宮城聴覚中

1569 奥田　梨世 ｵｸﾀﾞ ﾘｲﾖ 女子 2 宮　城 宮城聴覚中

216 熊谷　美優 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｭｳ 女子 2 07 宮　城 宮城野中

213 植村　柚香 ｳｴﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 2 07 宮　城 宮城野中

219 大本　さくら ｵｵﾓﾄ ｻｸﾗ 女子 2 07 宮　城 宮城野中

208 平澤　咲絢 ﾋﾗｻﾜ ｻｱﾔ 女子 2 07 宮　城 宮城野中

214 今野　煌梨 ｺﾝﾉ ｷﾗﾘ 女子 2 07 宮　城 宮城野中

218 田口　歩果 ﾀｸﾞﾁ ｱﾕｶ 女子 2 07 宮　城 宮城野中

212 螺　優愛 ﾎﾗｶﾞｲ ﾕｱ 女子 2 08 宮　城 宮城野中

9511 山野邊　唯 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾕｲ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

9508 大友　杏香 ｵｵﾄﾓ ｷｮｳｶ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

9506 粟野　向日葵 ｱﾜﾉ ﾋﾏﾜﾘ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

9500 横山　千夏 ﾖｺﾔﾏ ﾁﾅﾂ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

340 大西　空 ｵｵﾆｼ ｿﾗ 女子 2 07 宮　城 五橋中

163 蓮沼　奏心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｳ 女子 2 宮　城 五城中学校

164 民部田　夕奈 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾕﾅ 女子 2 宮　城 五城中学校

165 後藤　璃菜 ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 女子 2 宮　城 五城中学校

1881 郷古　桃花 ｺﾞｳｺ ﾓﾓｶ 女子 2 07 宮　城 向陽台中

1883 齋藤　さくら ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ 女子 2 07 宮　城 向陽台中

1457 149718636 菅原　小鈴 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾘﾝ 女子 2 07 宮　城 広瀬中

1458 149718737 藤原　史夏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐｶ 女子 2 07 宮　城 広瀬中

1470 149719738 中村　唯那 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾅ 女子 2 08 宮　城 広瀬中

1463 149719031 笹原　妃奈乃 ｻｻﾊﾗ ﾋﾅﾉ 女子 2 08 宮　城 広瀬中

1467 149719435 齊藤　菜々花 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｶ 女子 2 07 宮　城 広瀬中

1464 149719132 田口　希果 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾉｶ 女子 2 08 宮　城 広瀬中

651 畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ 女子 3 宮　城 高砂中

662 中村　海羽 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 女子 2 宮　城 高砂中

648 加藤　樹菜 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾅ 女子 2 宮　城 高砂中

2306 斧田　円 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 女子 2 07 宮　城 高森中

2293 根本　南 ﾈﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 2 07 宮　城 高森中

2296 石田　明佳里 ｲｼﾀﾞ ｱｶﾘ 女子 2 07 宮　城 高森中

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

2070 大友　俐凛 ｵｵﾄﾓ ﾘﾘ 女子 2 宮　城 寺岡中

2072 齋藤　美紀里 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 2 宮　城 寺岡中

2066 佐藤　美羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 女子 2 宮　城 寺岡中

2065 小野寺　芽依 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ 女子 2 宮　城 寺岡中

632 阿部　　　夏月 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 女子 2 七郷中

622 鈴木　　　梨央 ｽｽﾞｷ ﾘｵﾝ 女子 2 七郷中

621 吉原　　　音寧 ﾖｼﾊﾗ ﾈﾈ 女子 2 七郷中

629 大友　　　璃音 ｵｵﾄﾓ ﾘｵﾝ 女子 2 七郷中

626 安藤　　　日咲 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋｻｷ 女子 2 七郷中

624 駿河　　　凛華 ｽﾙｶﾞ ﾘﾝｶ 女子 2 七郷中

1689 村松　瑚子 ﾑﾗﾏﾂ ｺｺ 女子 2 07 宮　城 七北田中

1690 若林　明香寧 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 女子 2 08 宮　城 七北田中

1685 中島　弥代音 ﾅｶｼﾏ ﾔﾖｲ 女子 2 08 宮　城 七北田中

1688 髙橋　穂果 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 2 07 宮　城 七北田中

1691 菅　千優 ｽｶﾞ ﾁﾋﾛ 女子 2 07 宮　城 七北田中

9393 岡崎　倖文 ｵｶｻﾞｷ ｻｱﾔ 女子 2 青陵

9374 今野　里桜 ｺﾝﾉ ﾘｵ 女子 3 青陵

1243 大場　明音 ｵｵﾊﾞ ｱｶﾈ 女子 2 宮　城 折立中

1241 岩松　あおい ｲﾜﾏﾂ ｱｵｲ 女子 2 宮　城 折立中

1242 内海　真央 ｳﾁｳﾐ ﾏｵ 女子 2 宮　城 折立中

1245 堀内　響 ﾎﾘｳﾁ ｷｮｳ 女子 2 宮　城 折立中

550 町田　にこ ﾏﾁﾀﾞ ﾆｺ 女子 2 宮城 仙台中田

1224 相沢　虹七 ｱｲｻﾞﾜ ﾆｼﾞﾅ 女子 2 宮　城 袋原中
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1226 梅崎　望杏 ｳﾒｻﾞｷ ﾉｱ 女子 2 宮　城 袋原中

1513 遊佐　礼奈 ﾕｻ ｱﾔﾅ 女子 2 07 宮　城 大沢中

1002 鈴木　綾音 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 2 07 宮　城 中山中

1004 前田　凜音 ﾏｴﾀﾞ ﾘｵﾝ 女子 2 07 宮　城 中山中

1166 00148355127 津田　望尋 ﾂﾀﾞ ﾐﾋﾛ 女子 2 07 宮　城 中野中

1170 00148357735 佐藤　美月 ｻﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 07 宮　城 中野中

1168 00148356229 鈴木　沙瑛 ｽｽﾞｷ ｻｴ 女子 2 07 宮　城 中野中

495 山本　麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 女子 2 宮　城 長町中

499 齋藤　真緒 ｻｲﾄｳ ﾏｵ 女子 2 宮　城 長町中

502 菅原　夢華 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 女子 2 宮　城 長町中

494 宮城　春咲 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾙｻ 女子 2 宮　城 長町中

515 佐藤　みのり ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 2 宮　城 長町中

504 守　紗奈 ﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 女子 2 宮　城 長町中

514 大沼　幸音 ｵｵﾇﾏ ﾕｷﾈ 女子 2 宮　城 長町中

500 田中　里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 女子 2 宮　城 長町中

501 佐藤　あずみ ｻﾄｳ ｱｽﾞﾐ 女子 2 宮　城 長町中

516 今野　依莉空 ｺﾝﾉ ｲﾘｽ 女子 2 宮　城 長町中

497 佐藤　心紅 ｻﾄｳ ﾐｸ 女子 2 宮　城 長町中

503 三浦　絢 ﾐｳﾗ ｱﾔ 女子 2 宮　城 長町中

2016 阿部　唯菜 ｱﾍﾞ ﾕﾅ 女子 2 07 宮　城 鶴が丘中

2018 楢山　心結 ﾅﾗﾔﾏ ﾐﾕ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘中

2019 石川　真由子 ｲｼｶﾜ ﾏﾕｺ 女子 2 07 宮　城 鶴が丘中

2020 岩佐　花音 ｲﾜｻ ｶﾉﾝ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘中

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

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

303 菊田　聖依來 ｷｸﾀ ｾｲﾗ 女子 2 東華中

1850 庄司　倖彩 ｼｮｳｼﾞ ｻｱﾔ 女子 2 宮　城 南光台中

1852 佐々木　知優 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 女子 2 宮　城 南光台中

1849 西澤　風香 ﾆｼｻﾞﾜ ﾌｳｶ 女子 2 宮　城 南光台中

1846 引地　真白 ﾋｷﾁ ﾏｼﾛ 女子 2 宮　城 南光台中

1856 佐々木　莉來 ｻｻｷ ﾚｲﾗ 女子 2 宮　城 南光台中

1853 中野　奈緒美 ﾅｶﾉ ﾅｵﾐ 女子 2 宮　城 南光台中

1771 佐藤　柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 女子 2 八乙女中

1761 丹野　縁 ﾀﾝﾉ ﾕｶﾘ 女子 2 八乙女中

1764 小関　汐音 ｺｾｷ ｼｵﾝ 女子 3 八乙女中

1787 佐藤　悠果 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 2 八乙女中

1766 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 女子 3 八乙女中

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

1767 晴山　葵 ﾊﾚﾔﾏ ｱｵｲ 女子 2 八乙女中

1772 穂積　寧々 ﾎﾂﾞﾐ ﾈﾈ 女子 2 八乙女中

404 櫻井　紫乃 ｻｸﾗｲ ｼﾉ 女子 2 八軒中学校

403 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 八軒中学校

971 00150606826 佐藤　和花 ｻﾄｳ ﾜｶ 女子 2 07 仙台市 八木山中

2161 伊藤　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 女子 2 宮城 富沢中

2182 小林　まなみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 女子 2 宮城 富沢中

2179 細川　芭菜 ﾎｿｶﾜ ﾊﾅ 女子 2 宮城 富沢中

2166 相原　なつみ ｱｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 女子 2 宮城 富沢中

2175 宮崎　華帆 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾎ 女子 2 宮城 富沢中
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178 鶴が丘中A ﾂﾙｶﾞｵｶﾁｭｳA 2006 後藤　亜実 ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 女子 1 09 鶴が丘中 宮　城
仙台市立鶴が丘中学校A 鶴が丘中A 2016 阿部　唯菜 ｱﾍﾞ ﾕﾅ 女子 2 07 鶴が丘中 宮　城

2017 菅原　ひなた ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ 女子 2 08 鶴が丘中 宮　城

2018 楢山　心結 ﾅﾗﾔﾏ ﾐﾕ 女子 2 08 鶴が丘中 宮　城

179 鶴が丘中B ﾂﾙｶﾞｵｶﾁｭｳB 2010 横澤　花菜 ﾖｺｻﾜ ｶﾅ 女子 1 08 鶴が丘中 宮　城
仙台市立鶴が丘中学校B 鶴が丘中B 2011 吉田　光彩希 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 1 08 鶴が丘中 宮　城

2019 石川　真由子 ｲｼｶﾜ ﾏﾕｺ 女子 2 07 鶴が丘中 宮　城

2022 阪本　楓夏 ｻｶﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 2 07 鶴が丘中 宮　城

180 鶴が丘中C ﾂﾙｶﾞｵｶﾁｭｳC 2001 三浦　菜留 ﾐｳﾗ ﾅﾙ 女子 1 08 鶴が丘中 宮　城
仙台市立鶴が丘中学校C 鶴が丘中C 2003 渡部　こころ ﾜﾀﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 1 08 鶴が丘中 宮　城

2005 工藤　咲也子 ｸﾄﾞｳ ｻﾔｺ 女子 1 09 鶴が丘中 宮　城

2020 岩佐　花音 ｲﾜｻ ｶﾉﾝ 女子 2 08 鶴が丘中 宮　城

211 長町中 ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳ 495 山本　麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 女子 2 長町中 宮　城

仙台市立長町中学校 長町中 499 齋藤　真緒 ｻｲﾄｳ ﾏｵ 女子 2 長町中 宮　城

502 菅原　夢華 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 女子 2 長町中 宮　城

504 守　紗奈 ﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 女子 2 長町中 宮　城

506 立谷　優名 ﾀﾁﾔ ﾕｳﾅ 女子 1 長町中 宮　城

508 石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 女子 1 長町中 宮　城

514 大沼　幸音 ｵｵﾇﾏ ﾕｷﾈ 女子 2 長町中 宮　城

515 佐藤　みのり ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 2 長町中 宮　城

228 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 宮　城

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 宮　城

164 民部田　夕奈 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾕﾅ 女子 2 五城中学校 宮　城

165 後藤　璃菜 ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 女子 2 五城中学校 宮　城

332 錦ケ丘中A ニシキガオカチュウA 9501 小田桐　芽奈 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾒｲﾅ 女子 2 錦ケ丘中 宮　城
仙台市立錦ケ丘中学校陸上競技部A 錦ケ丘中A 9503 阿部　陽菜 ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ 女子 2 錦ケ丘中 宮　城

9506 粟野　向日葵 ｱﾜﾉ ﾋﾏﾜﾘ 女子 2 錦ケ丘中 宮　城

9511 山野邊　唯 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾕｲ 女子 2 錦ケ丘中 宮　城

333 錦ケ丘中B ニシキガオカチュウB 9502 遠藤　優月 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 錦ケ丘中 宮　城
仙台市立錦ケ丘中学校陸上競技部B 錦ケ丘中B 9505 櫻井　美玖 ｻｸﾗｲ ﾐｸ 女子 2 錦ケ丘中 宮　城

9507 工藤　芽愛 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 女子 2 錦ケ丘中 宮　城

9508 大友　杏香 ｵｵﾄﾓ ｷｮｳｶ 女子 2 錦ケ丘中 宮　城

334 錦ケ丘中C ニシキガオカチュウC 9512 和久田　彩世 ﾜｸﾀﾞ ｱﾔｾ 女子 1 錦ケ丘中 宮　城
仙台市立錦ケ丘中学校陸上競技部C 錦ケ丘中C 9513 大泉　音緒 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾈｵ 女子 1 錦ケ丘中 宮　城

9514 屋敷　柚乃 ﾔｼｷ ﾕｽﾞﾉ 女子 1 錦ケ丘中 宮　城

9518 安西　雅 ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾔﾋﾞ 女子 1 錦ケ丘中 宮　城

362 南光台中B ナンコウダイチュウB 1853 中野　奈緒美 ﾅｶﾉ ﾅｵﾐ 女子 2 南光台中 宮　城
仙台市立南光台中学校B 南光台中B 1856 佐々木　莉來 ｻｻｷ ﾚｲﾗ 女子 2 南光台中 宮　城

1858 石戸　紗結 ｲｼﾄﾞ ｻﾕ 女子 1 南光台中 宮　城

1859 佐々木　七菜 ｻｻｷ ﾅﾅ 女子 1 南光台中 宮　城

1861 白旗　優月 ｼﾗﾊﾀ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 南光台中 宮　城

363 南光台中A ナンコウダイチュウA 1846 引地　真白 ﾋｷﾁ ﾏｼﾛ 女子 2 南光台中 宮　城
仙台市立南光台中学校A 南光台中A 1849 西澤　風香 ﾆｼｻﾞﾜ ﾌｳｶ 女子 2 南光台中 宮　城

1850 庄司　倖彩 ｼｮｳｼﾞ ｻｱﾔ 女子 2 南光台中 宮　城

1852 佐々木　知優 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 女子 2 南光台中 宮　城

390 高砂中A ﾀｶｻｺﾞﾁｭｳA 642 大沼　彩乃 ｵｵﾇﾏ ｱﾔﾉ 女子 1 高砂中 宮　城

仙台市立高砂中学校A 高砂中A 648 加藤　樹菜 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾅ 女子 2 高砂中 宮　城

662 中村　海羽 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 女子 2 高砂中 宮　城

663 佐々木　まひな ｻｻｷ ﾏﾋﾅ 女子 2 高砂中 宮　城

664 永井　維音 ﾅｶﾞｲ ｲｵ 女子 2 高砂中 宮　城

391 高砂中B ﾀｶｻｺﾞﾁｭｳB 641 平塚　美帆 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾎ 女子 1 高砂中 宮　城

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 宮　城

644 髙橋　莉心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 1 高砂中 宮　城

645 二瓶　夏緒 ﾆﾍｲ ﾅｵ 女子 1 高砂中 宮　城

469 宮城野中 ミヤギノチュウ 208 平澤　咲絢 ﾋﾗｻﾜ ｻｱﾔ 女子 2 07 宮城野中 宮　城

仙台市立宮城野中学校 宮城野中 213 植村　柚香 ｳｴﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 2 07 宮城野中 宮　城

216 熊谷　美優 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｭｳ 女子 2 07 宮城野中 宮　城

221 岩渕　みちる ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐﾁﾙ 女子 1 09 宮城野中 宮　城

222 梶谷　環子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾜｺ 女子 1 08 宮城野中 宮　城

224 谷　結陸 ﾀﾆ ﾕｲﾘ 女子 1 09 宮城野中 宮　城

742 中野中A ﾅｶﾉﾁｭｳA 1166 津田　望尋 ﾂﾀﾞ ﾐﾋﾛ 女子 2 07 中野中 宮　城

仙台市立中野中学校A 中野中A 1170 佐藤　美月 ｻﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 07 中野中 宮　城

1171 菅原　知里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 2 07 中野中 宮　城

1172 沼倉　颯希 ﾇﾏｸﾗ ｻﾂｷ 女子 2 07 中野中 宮　城

1174 廣川　さら ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 女子 1 08 中野中 宮　城

1176 佐々木　華音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 女子 1 08 中野中 宮　城
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940 中山中A ﾅｶﾔﾏﾁｭｳA 1001 阿部　倫 ｱﾍﾞ ﾘﾝ 女子 2 07 中山中 宮　城

仙台市立中山中学校A 中山中A 1002 鈴木　綾音 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 2 07 中山中 宮　城

1003 手嶋　結菜 ﾃｼﾏ ﾕﾅ 女子 2 07 中山中 宮　城

1004 前田　凜音 ﾏｴﾀﾞ ﾘｵﾝ 女子 2 07 中山中 宮　城

1018 鎌田　琳子 ｶﾏﾀ ﾘｺ 女子 1 08 中山中 宮　城

1019 西内　琴春 ﾆｼｳﾁ ｺﾊﾙ 女子 1 08 中山中 宮　城

1042 青陵 ｾｲﾘｮｳ 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 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

9382 宮下　倫佳 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｶ 女子 3 青陵

1177 富沢中 ﾄﾐｻﾞﾜﾁｭｳ 2161 伊藤　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 女子 2 富沢中 宮城

仙台市立富沢中学校 富沢中 2162 内海　樹里 ｳﾁﾐ ｼﾞｭﾘ 女子 2 富沢中 宮城

2170 末永　ことみ ｽｴﾅｶﾞ ｺﾄﾐ 女子 2 富沢中 宮城

2182 小林　まなみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 女子 2 富沢中 宮城

9842 川越　日向 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾅﾀ 女子 1 富沢中 宮城

9848 道家　帆乃花 ﾄﾞｳｹ ﾎﾉｶ 女子 1 富沢中 宮城

1217 東華中A トウカチュウA 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A 東華中A 284 伊藤　優莉 ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 女子 2 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

1218 東華中C トウカチュウC 281 髙橋　莉来 ﾀｶﾊｼ ﾘﾗ 女子 2 東華中

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

300 佐藤　あん ｻﾄｳ ｱﾝ 女子 2 東華中

301 高橋　楓 ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ 女子 2 東華中

1219 東華中B トウカチュウB 282 遠藤　陽菜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 2 東華中

仙台市立東華中学校B 東華中B 286 金内　珠寿 ｶﾅｳﾁ ｽｽﾞ 女子 2 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

1249 七郷中 ｼﾁｺﾞｳﾁｭｳ 621 吉原　　　音寧 ﾖｼﾊﾗ ﾈﾈ 女子 2 七郷中

仙台市立七郷中学校 七郷中 622 鈴木　　　梨央 ｽｽﾞｷ ﾘｵﾝ 女子 2 七郷中

624 駿河　　　凛華 ｽﾙｶﾞ ﾘﾝｶ 女子 2 七郷中

629 大友　　　璃音 ｵｵﾄﾓ ﾘｵﾝ 女子 2 七郷中

632 阿部　　　夏月 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 女子 2 七郷中

634 樋口 　　　舜華 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｶ 女子 1 七郷中

1664 折立中 ｵﾘﾀﾃﾁｭｳ 1241 岩松　あおい ｲﾜﾏﾂ ｱｵｲ 女子 2 折立中 宮　城

仙台市立折立中学校 折立中 1242 内海　真央 ｳﾁｳﾐ ﾏｵ 女子 2 折立中 宮　城

1243 大場　明音 ｵｵﾊﾞ ｱｶﾈ 女子 2 折立中 宮　城

1270 土屋　絢夢 ﾂﾁﾔ ｱﾉﾝ 女子 1 折立中 宮　城

1271 長倉　果音 ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾉﾝ 女子 1 折立中 宮　城

1701 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 宮　城

仙台市立寺岡中学校B 寺岡中B 2065 小野寺　芽依 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ 女子 2 寺岡中 宮　城

2067 渡邊　紗英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴ 女子 2 寺岡中 宮　城

1702 寺岡中A テラオカチュウA 2066 佐藤　美羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 女子 2 寺岡中 宮　城

仙台市立寺岡中学校A 寺岡中A 2069 本川　七海 ﾓﾄｶﾜ ﾅﾅﾐ 女子 2 寺岡中 宮　城

2070 大友　俐凛 ｵｵﾄﾓ ﾘﾘ 女子 2 寺岡中 宮　城

2072 齋藤　美紀里 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 2 寺岡中 宮　城

1703 寺岡中C テラオカチュウC 2046 澤野　楓 ｻﾜﾉ ｶｴﾃﾞ 女子 1 寺岡中 宮　城

仙台市立寺岡中学校C 寺岡中C 2051 松田　瞳子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 1 寺岡中 宮　城

2053 石田　慈梨 ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 女子 1 寺岡中 宮　城

2056 渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 1 寺岡中 宮　城

2057 稲山　結月 ｲﾅﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 1 寺岡中 宮　城

1789 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 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

1771 佐藤　柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 女子 2 八乙女中

1787 佐藤　悠果 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 2 八乙女中

1790 八乙女中B ﾔｵﾄﾒﾁｭｳB 1763 川嶌　璃子 ｶﾜｼﾏ ﾘｺ 女子 2 八乙女中
仙台市立八乙女中学校B 八乙女中B 1775 赤間　心咲 ｱｶﾏ ﾐｻｷ 女子 1 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

1791 八乙女中C ﾔｵﾄﾒﾁｭｳC 1767 晴山　葵 ﾊﾚﾔﾏ ｱｵｲ 女子 2 八乙女中
仙台市立八乙女中学校C 八乙女中C 1772 穂積　寧々 ﾎﾂﾞﾐ ﾈﾈ 女子 2 八乙女中

1774 村上　由乃 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾉ 女子 2 八乙女中

1784 狩野　萌々花 ｶﾘﾉ ﾓﾓｶ 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
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1873 広瀬中A ﾋﾛｾﾁｭｳA 1457 菅原　小鈴 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾘﾝ 女子 2 07 広瀬中 宮　城

仙台市立広瀬中学校A 広瀬中A 1458 藤原　史夏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐｶ 女子 2 07 広瀬中 宮　城

1466 遠藤　結 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 女子 2 08 広瀬中 宮　城

1473 小山田　美桜奈 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐｵﾅ 女子 1 08 広瀬中 宮　城

1874 広瀬中B ﾋﾛｾﾁｭｳB 1463 笹原　妃奈乃 ｻｻﾊﾗ ﾋﾅﾉ 女子 2 08 広瀬中 宮　城

仙台市立広瀬中学校B 広瀬中B 1464 田口　希果 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾉｶ 女子 2 08 広瀬中 宮　城

1467 齊藤　菜々花 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｶ 女子 2 07 広瀬中 宮　城

1470 中村　唯那 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾅ 女子 2 08 広瀬中 宮　城

1878 広瀬中C ﾋﾛｾﾁｭｳC 1471 丹野　麗奈 ﾀﾝﾉ ﾚｲﾅ 女子 1 広瀬中 宮　城

仙台市立広瀬中学校C 広瀬中C 1475 藤田　瑠菜 ﾌｼﾞﾀ ﾙﾅ 女子 1 09 広瀬中 宮　城

1478 加藤　蕾 ｶﾄｳ ﾙｲ 女子 1 08 広瀬中 宮　城

1480 佐藤　こころ ｻﾄｳ ｺｺﾛ 女子 1 広瀬中 宮　城

2165 高森中A タカモリチュウA 2293 根本　南 ﾈﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 2 07 高森中 宮　城

仙台市立高森中学校A 高森中A 2296 石田　明佳里 ｲｼﾀﾞ ｱｶﾘ 女子 2 07 高森中 宮　城

2297 中野渡　悠凪 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾕｳﾅ 女子 2 07 高森中 宮　城

2306 斧田　円 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 女子 2 07 高森中 宮　城

2168 高森中B タカモリチュウB 2281 ｶﾙﾉﾝ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ　芽衣 ｶﾙﾉﾝ ﾒｲ 女子 1 09 高森中 宮　城

仙台市立高森中学校B 高森中B 2282 名和　　れいな ﾅﾜ ﾚｲﾅ 女子 1 08 高森中 宮　城

2283 畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 女子 1 08 高森中 宮　城

2284 石澤　　舞 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｲ 女子 1 08 高森中 宮　城

2285 菅原　　綾音 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 女子 1 08 高森中 宮　城

2286 リーダー　　歩実 ﾘｰﾀﾞｰ ｱﾕﾐ 女子 1 08 高森中 宮　城

2187 五橋中 ｲﾂﾂﾊﾞｼﾁｭｳ 321 古山　鈴穏 ｺﾔﾏ ﾘｵﾝ 女子 1 08 五橋中 宮　城

仙台市立五橋中学校 五橋中 323 佐藤　芙喜 ｻﾄｳ ﾌｷ 女子 1 09 五橋中 宮　城

326 髙橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 女子 1 08 五橋中 宮　城

327 武山　りさ ﾀｹﾔﾏ ﾘｻ 女子 1 09 五橋中 宮　城

337 赤塚　心花 ｱｶﾂｶ ﾐﾊﾅ 女子 2 08 五橋中 宮　城

340 大西　空 ｵｵﾆｼ ｿﾗ 女子 2 07 五橋中 宮　城

2231 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 07 沖野中 宮　城

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 07 沖野中 宮　城

1326 早坂　叶音 ﾊﾔｻｶ ｶﾉﾝ 女子 1 08 沖野中 宮　城

1327 渡邉　優月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 08 沖野中 宮　城

1332 森　萌香 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 女子 1 08 沖野中 宮　城

2249 山田中 ﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ 1052 福井　陽彩 ﾌｸｲ ﾋｲﾛ 女子 2 山田中

仙台市立山田中学校 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

1071 大槻　ひな ｵｵﾂｷ ﾋﾅ 女子 1 山田中

1076 江戸　結香 ｴﾄﾞ ﾕｳｶ 女子 1 山田中

1077 髙松　美彩 ﾀｶﾏﾂ ﾐｻ 女子 1 山田中

2283 上杉山中 ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳ 129 小田島　優那 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳﾅ 女子 1 上杉山中 宮　城

上杉山中学校 上杉山中 130 佐々木　結泉 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 1 上杉山中 宮　城

132 林　あん ﾊﾔｼ ｱﾝ 女子 1 上杉山中 宮　城

134 塩澤　結衣 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｲ 女子 1 上杉山中 宮　城

2300 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 宮　城

仙台市立袋原中学校 袋原中 1211 勝又　美涼 ｶﾂﾏﾀ ﾐｽｽﾞ 女子 1 袋原中 宮　城

1212 安部　柚凛 ｱﾍﾞ ﾕｳﾘ 女子 1 袋原中 宮　城

1213 佐々木　乃杏 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 1 袋原中 宮　城

1224 相沢　虹七 ｱｲｻﾞﾜ ﾆｼﾞﾅ 女子 2 袋原中 宮　城

1226 梅崎　望杏 ｳﾒｻﾞｷ ﾉｱ 女子 2 袋原中 宮　城

2318 七北田中 ﾅﾅｷﾀﾁｭｳ 1685 中島　弥代音 ﾅｶｼﾏ ﾔﾖｲ 女子 2 08 七北田中 宮　城

仙台市立七北田中学校 七北田中 1688 髙橋　穂果 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 2 07 七北田中 宮　城

1689 村松　瑚子 ﾑﾗﾏﾂ ｺｺ 女子 2 07 七北田中 宮　城

1690 若林　明香寧 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 女子 2 08 七北田中 宮　城

1695 佐藤　佑美 ｻﾄｳ ﾕｳﾐ 女子 1 08 七北田中 宮　城

2342 蒲町中B ｶﾊﾞﾉﾏﾁﾁｭｳB 1081 佐々木　莉子 ｻｻｷ ﾘｺ 女子 1 09 蒲町中 仙台市

仙台市立蒲町中学校B 蒲町中B 1083 菅原　聖楽 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾗ 女子 1 08 蒲町中 仙台市

1084 本多　奈々子 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅｺ 女子 1 08 蒲町中 仙台市

1086 岩崎　莉奈 ｲﾜｻｷ ﾘﾅ 女子 1 08 蒲町中 仙台市

1087 五十嵐　萌絵 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 女子 1 08 蒲町中 仙台市

1089 髙橋　未央 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 1 08 蒲町中 仙台市

2343 蒲町中A ｶﾊﾞﾉﾏﾁﾁｭｳA 1112 吉野　心優 ﾖｼﾉ ﾐﾕ 女子 3 06 蒲町中 仙台市

仙台市立蒲町中学校A 蒲町中A 1114 草野　りり ｸｻﾉ ﾘﾘ 女子 3 06 蒲町中 仙台市

1119 佐々木　椿 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｷ 女子 2 07 蒲町中 仙台市

1120 志田　知央 ｼﾀﾞ ﾁｵ 女子 2 07 蒲町中 仙台市
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2446 ランナーズハイA ランナーズハイA 4677 男乕　結衣 ｵﾉﾄﾗ ﾕｲ 女子 1 08 ランナーズハイ 宮　城

ランナーズハイA ランナーズハイA 4682 安達　野々花 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾉｶ 女子 2 08 ランナーズハイ 宮　城

4688 寺島　南美 ﾃﾗｼﾏ ﾐﾅﾐ 女子 1 08 ランナーズハイ 宮　城

4691 栗原　虹心 ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ 女子 1 08 ランナーズハイ 宮　城

2490 八軒中学校 ﾊﾁｹﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 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 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

406 小椋　　柚葉 ｵｸﾞﾗ ﾕｽﾞﾊ 女子 1 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

2523 宮教大附属 ミヤキョウダイフゾク 1522 細川　瑠華 ﾎｿｶﾜ ﾙｶ 女子 1 宮教大附属
宮城教育大学附属中学校 宮教大附属 1541 小川　栞奈 ｵｶﾞﾜ 女子 2 宮教大附属

1549 燈明　柑奈 ﾄｳﾐｮｳ 女子 2 宮教大附属

1550 遠野　倖菜 ﾄｳﾉ 女子 2 宮教大附属

1551 藤本　心花 ﾌｼﾞﾓﾄ 女子 2 宮教大附属
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中学女子走高跳

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 PB SB

1332 森　萌香 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 女子 1 08 宮　城 沖野中

9507 工藤　芽愛 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

9505 櫻井　美玖 ｻｸﾗｲ ﾐｸ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

9512 和久田　彩世 ﾜｸﾀﾞ ｱﾔｾ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

1459 149718838 山田　優美 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐ 女子 2 07 宮　城 広瀬中

1465 149719233 青柳　愛佳 ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾅｶ 女子 2 07 宮　城 広瀬中

663 佐々木　まひな ｻｻｷ ﾏﾋﾅ 女子 2 宮　城 高砂中

2297 中野渡　悠凪 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾕｳﾅ 女子 2 07 宮　城 高森中

2286 リーダー　　歩実 ﾘｰﾀﾞｰ ｱﾕﾐ 女子 1 08 宮　城 高森中

1076 江戸　結香 ｴﾄﾞ ﾕｳｶ 女子 1 山田中

2051 松田　瞳子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 1 宮　城 寺岡中

2069 本川　七海 ﾓﾄｶﾜ ﾅﾅﾐ 女子 2 宮　城 寺岡中

620 渡邊　　　凪美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾐ 女子 2 七郷中

1686 金瀬　花 ｶﾅｾ ﾊﾅ 女子 2 08 宮　城 七北田中

9372 窪内　彩乃 ｸﾎﾞｳﾁ ｱﾔﾉ 女子 3 青陵

9391 タタル　愛梨 ﾀﾀﾙ ｴﾐﾘ 女子 2 青陵

1244 今野　衣央里 ｺﾝﾉ ｲｵﾘ 女子 2 宮　城 折立中

1016 飯野　雪輝 ｲｲﾉ ﾕｷ 女子 1 09 宮　城 中山中

504 守　紗奈 ﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 女子 2 宮　城 長町中

501 佐藤　あずみ ｻﾄｳ ｱｽﾞﾐ 女子 2 宮　城 長町中

503 三浦　絢 ﾐｳﾗ ｱﾔ 女子 2 宮　城 長町中

2022 阪本　楓夏 ｻｶﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 2 07 宮　城 鶴が丘中

2003 渡部　こころ ﾜﾀﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 1 08 宮　城 鶴が丘中

286 金内　珠寿 ｶﾅｳﾁ ｽｽﾞ 女子 2 東華中

2236 葛野　心 ｸｽﾞﾉ ｺｺﾛ 女子 2 宮　城 南中山中学校

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 宮城 富沢中

2164 小田嶋　妃菜 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾅ 女子 2 宮城 富沢中

2483 村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 08 宮　城 柳生中
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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 PB SB

1081 00156758133 佐々木　莉子 ｻｻｷ ﾘｺ 女子 1 09 仙台市 蒲町中

1116 00150610316 井上　來穂 ｲﾉｳｴ ｸﾙﾐ 女子 2 07 仙台市 蒲町中

1082 00156758234 永澤　優來 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾗ 女子 1 08 仙台市 蒲町中

1549 燈明　柑奈 ﾄｳﾐｮｳ 女子 2 宮教大附属

9502 遠藤　優月 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

9501 小田桐　芽奈 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾒｲﾅ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

9503 阿部　陽菜 ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

9518 安西　雅 ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾔﾋﾞ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

337 赤塚　心花 ｱｶﾂｶ ﾐﾊﾅ 女子 2 08 宮　城 五橋中

161 渡邉　小暖 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 女子 2 宮　城 五城中学校

162 伊藤　愛結 ｲﾄｳ ｱﾕ 女子 2 宮　城 五城中学校

1466 149719334 遠藤　結 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 女子 2 08 宮　城 広瀬中

1469 149719637 吉村　円花 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 女子 2 07 宮　城 広瀬中

657 日塔　るな ﾆｯﾄｳ ﾙﾅ 女子 3 宮　城 高砂中

1056 高橋　采那 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 女子 2 山田中

1076 江戸　結香 ｴﾄﾞ ﾕｳｶ 女子 1 山田中

2065 小野寺　芽依 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ 女子 2 宮　城 寺岡中

2050 瀬戸　はづき ｾﾄ ﾊﾂﾞｷ 女子 1 宮　城 寺岡中

2056 渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 1 宮　城 寺岡中

2067 渡邊　紗英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴ 女子 2 宮　城 寺岡中

2046 澤野　楓 ｻﾜﾉ ｶｴﾃﾞ 女子 1 宮　城 寺岡中

627 大山　　　和奏 ｵｵﾔﾏ ﾜｶﾅ 女子 2 七郷中

134 塩澤　結衣 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｲ 女子 1 宮　城 上杉山中

9392 川村　茉奈 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾅ 女子 2 青陵

9390 小口　紗空 ｵｸﾞﾁ ｻﾗ 女子 2 青陵

549 細谷　暖 ﾎｿﾔ ﾉﾝ 女子 2 宮城 仙台中田

1001 阿部　倫 ｱﾍﾞ ﾘﾝ 女子 2 07 宮　城 中山中

1017 熊田　櫻 ｸﾏﾀﾞ ｻｸﾗ 女子 1 08 宮　城 中山中

1171 00148360022 菅原　知里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 2 07 宮　城 中野中

515 佐藤　みのり ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 2 宮　城 長町中

508 石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 女子 1 宮　城 長町中

2017 菅原　ひなた ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘中

2005 工藤　咲也子 ｸﾄﾞｳ ｻﾔｺ 女子 1 09 宮　城 鶴が丘中

2006 後藤　亜実 ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 女子 1 09 宮　城 鶴が丘中

2011 吉田　光彩希 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 1 08 宮　城 鶴が丘中

320 巴　ひなた ﾄﾓｴ ﾋﾅﾀ 女子 2 東華中

281 髙橋　莉来 ﾀｶﾊｼ ﾘﾗ 女子 2 東華中

300 佐藤　あん ｻﾄｳ ｱﾝ 女子 2 東華中

295 新田　佳里奈 ﾆｯﾀ ｶﾘﾅ 女子 1 東華中

287 佐東　結菜 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 女子 1 東華中

1851 渡辺　ゆめ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒ 女子 2 宮　城 南光台中

1848 佐藤　心音 ｻﾄｳ ｺｺﾈ 女子 2 宮　城 南光台中

2234 大越　柚花 ｵｵｺｼ ﾕｽﾞｶ 女子 2 宮　城 南中山中学校

1773 加藤　湖子 ｶﾄｳ ｺｺ 女子 3 八乙女中

1781 大森　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 女子 1 八乙女中

1784 狩野　萌々花 ｶﾘﾉ ﾓﾓｶ 女子 1 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

409 齊藤　小波 ｻｲﾄｳ ｺﾅﾐ 女子 1 八軒中学校

2168 今野　裕月 ｺﾝﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 宮城 富沢中

2170 末永　ことみ ｽｴﾅｶﾞ ｺﾄﾐ 女子 2 宮城 富沢中

2178 庄子　夢花 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒｶ 女子 2 宮城 富沢中
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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 PB SB

1089 00156758941 髙橋　未央 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 1 08 仙台市 蒲町中

9504 阿部　七海 ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

9509 真壁　愛海 ﾏｶﾍﾞ ｱﾐ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

9514 屋敷　柚乃 ﾔｼｷ ﾕｽﾞﾉ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

655 針生　楓夏 ﾊﾘｳ ﾌｳｶ 女子 3 宮　城 高砂中

2069 本川　七海 ﾓﾄｶﾜ ﾅﾅﾐ 女子 2 宮　城 寺岡中

1696 丹野　夏奈星 ﾀﾝﾉ ﾅﾅｾ 女子 1 08 宮　城 七北田中

547 橋本　暖 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾝ 女子 2 宮城 仙台中田

1172 00148362933 沼倉　颯希 ﾇﾏｸﾗ ｻﾂｷ 女子 2 07 宮　城 中野中

516 今野　依莉空 ｺﾝﾉ ｲﾘｽ 女子 2 宮　城 長町中

497 佐藤　心紅 ｻﾄｳ ﾐｸ 女子 2 宮　城 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

1788 佐々　悠歩 ｻｻ ﾊﾙｸ 女子 1 八乙女中

410 荒川　芽生 ｱﾗｶﾜ ﾒｲ 女子 3 八軒中学校

2164 小田嶋　妃菜 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾅ 女子 2 宮城 富沢中

2171 中尾　さや ﾅｶｵ ｻﾔ 女子 2 宮城 富沢中

2180 遠藤　唯 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 女子 2 宮城 富沢中

2483 村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 08 宮　城 柳生中
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