
高校男子100m 競技者一覧（競技別）

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

882 安藤　聖人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 男子 3 宮　城 聖和学園

864 早坂　斗弥 ﾊﾔｻｶ ﾄｳﾔ 男子 2 宮　城 聖和学園

885 菊田　祥矢 ｷｸﾀ ｼｮｳﾔ 男子 3 宮　城 聖和学園

883 尾形　蒼 ｵｶﾞﾀ ｿﾗ 男子 3 宮　城 聖和学園

866 柳橋　陸翔 ﾔﾅｷﾞﾊｼ ﾘｸﾄ 男子 2 宮　城 聖和学園

872 高橋　健吾 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ 男子 1 宮　城 聖和学園

865 佐藤　翔弥 ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 男子 1 宮　城 聖和学園

870 渡部　達輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 男子 1 宮　城 聖和学園

869 齊藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 1 宮　城 聖和学園

889 佐藤　向世 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 1 宮　城 聖和学園

947 内山　琢斗 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾄ 男子 3 03 宮　城 仙台育英学園高

957 日下　秀也 ｸｻｶ ｼｭｳﾔ 男子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

948 小松　幸暉 ｺﾏﾂ ｺｳｷ 男子 2 04 宮　城 仙台育英学園高

952 寺山　英 ﾃﾗﾔﾏ ﾊﾅﾌﾞｻ 男子 2 04 宮　城 仙台育英学園高

958 佐々木　清翔 ｻｻｷ ｾｲｼｮｳ 男子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

954 木村　慎太郎 ｷﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

953 愛沢　凌大 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 2 04 宮　城 仙台育英学園高

974 奥野　陽太 ｵｸﾉ ﾖｳﾀ 男子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

978 二ツ山　出帆 ﾌﾀﾂﾔﾏ ｲｽﾞﾎ 男子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

422 坂井　日陽 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 男子 2 04 宮　城 仙台工業高校

443 我妻　丞次 ﾜｶﾞﾂﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子 1 05 宮　城 仙台工業高校

450 西坂　優司 ﾆｼｻｶ ﾕｳｼ 男子 1 05 宮　城 仙台工業高校

429 三浦　俊紀 ﾐｳﾗ ﾄｼｷ 男子 2 04 宮　城 仙台工業高校

446 黒羽　祥 ｸﾛﾊ ｼｮｳ 男子 1 06 宮　城 仙台工業高校

449 菅野　陽汰 ｶﾝﾉ ﾋﾅﾀ 男子 1 05 宮　城 仙台工業高校

448 榎本　隼人 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 1 05 宮　城 仙台工業高校

451 安藤　翼 ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 男子 1 05 宮　城 仙台工業高校

1031 矢吹　慶太 ﾔﾌﾞｷ ｹｲﾀ 男子 3 宮　城 東北高

1034 細川　海知 ﾎｿｶﾜ ｶｲﾁ 男子 2 宮　城 東北高

1043 丸山　智禄 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ 男子 1 宮　城 東北高

1045 遠藤　純 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 男子 1 宮　城 東北高

1035 山本　アリーヤカレ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｰﾔｶﾚ 男子 2 宮　城 東北高

1044 杵淵　彪冴 ｷﾈﾌﾁ ﾋｭｳｶﾞ 男子 1 宮　城 東北高

1046 村上　琥珀 ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 男子 1 宮　城 東北高

1048 荒川　沓摩 ｱﾗｶﾜ ﾄｳﾏ 男子 1 宮　城 東北高

1047 谷地舘　海人 ﾔﾁﾀﾃ ｶｲﾄ 男子 1 宮　城 東北高
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高校男子400m

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

882 安藤　聖人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 男子 3 宮　城 聖和学園

883 尾形　蒼 ｵｶﾞﾀ ｿﾗ 男子 3 宮　城 聖和学園

885 菊田　祥矢 ｷｸﾀ ｼｮｳﾔ 男子 3 宮　城 聖和学園

872 高橋　健吾 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ 男子 1 宮　城 聖和学園

870 渡部　達輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 男子 1 宮　城 聖和学園

864 早坂　斗弥 ﾊﾔｻｶ ﾄｳﾔ 男子 2 宮　城 聖和学園

869 齊藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 1 宮　城 聖和学園

865 佐藤　翔弥 ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 男子 1 宮　城 聖和学園

866 柳橋　陸翔 ﾔﾅｷﾞﾊｼ ﾘｸﾄ 男子 2 宮　城 聖和学園

889 佐藤　向世 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 1 宮　城 聖和学園

947 内山　琢斗 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾄ 男子 3 03 宮　城 仙台育英学園高

972 岡田　歩 ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾑ 男子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

977 根本　明坦 ﾈﾓﾄ ﾒｲﾀﾝ 男子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

958 佐々木　清翔 ｻｻｷ ｾｲｼｮｳ 男子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

950 千葉　太陽 ﾁﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 男子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

424 池田　堅皇 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 男子 2 04 宮　城 仙台工業高校

446 黒羽　祥 ｸﾛﾊ ｼｮｳ 男子 1 06 宮　城 仙台工業高校

450 西坂　優司 ﾆｼｻｶ ﾕｳｼ 男子 1 05 宮　城 仙台工業高校

423 森山　遥斗 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 2 05 宮　城 仙台工業高校

445 伊東　暖人 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 1 06 宮　城 仙台工業高校

448 榎本　隼人 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 1 05 宮　城 仙台工業高校

1043 丸山　智禄 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ 男子 1 宮　城 東北高

1034 細川　海知 ﾎｿｶﾜ ｶｲﾁ 男子 2 宮　城 東北高

1045 遠藤　純 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 男子 1 宮　城 東北高
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高校男子4X100mR

ﾁｰﾑ ﾁｰﾑ名 ｶﾅ 個人

No ﾁｰﾑ正式名 略称 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 所属地

59 聖和学園 ｾｲﾜｶﾞｸｴﾝ 864 早坂　斗弥 ﾊﾔｻｶ ﾄｳﾔ 男子 2 聖和学園 宮　城

聖和学園高等学校 聖和学園 865 佐藤　翔弥 ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 男子 1 聖和学園 宮　城

866 柳橋　陸翔 ﾔﾅｷﾞﾊｼ ﾘｸﾄ 男子 2 聖和学園 宮　城

869 齊藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 1 聖和学園 宮　城

870 渡部　達輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 男子 1 聖和学園 宮　城

872 高橋　健吾 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ 男子 1 聖和学園 宮　城

82 仙台工業高校 ｾﾝﾀﾞｲｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ 422 坂井　日陽 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 男子 2 04 仙台工業高校 宮　城
仙台市立仙台工業高等学校 仙台工業高校 429 三浦　俊紀 ﾐｳﾗ ﾄｼｷ 男子 2 04 仙台工業高校 宮　城

443 我妻　丞次 ﾜｶﾞﾂﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子 1 05 仙台工業高校 宮　城

449 菅野　陽汰 ｶﾝﾉ ﾋﾅﾀ 男子 1 05 仙台工業高校 宮　城

450 西坂　優司 ﾆｼｻｶ ﾕｳｼ 男子 1 05 仙台工業高校 宮　城

1824 東北高 ﾄｳﾎｸｺｳ 1034 細川　海知 ﾎｿｶﾜ ｶｲﾁ 男子 2 東北高 宮　城

東北高等学校 東北高 1035 山本　アリーヤカレ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｰﾔｶﾚ 男子 2 東北高 宮　城

1043 丸山　智禄 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ 男子 1 東北高 宮　城

1044 杵淵　彪冴 ｷﾈﾌﾁ ﾋｭｳｶﾞ 男子 1 東北高 宮　城

1045 遠藤　純 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 男子 1 東北高 宮　城

1046 村上　琥珀 ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 男子 1 東北高 宮　城
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高校男子走幅跳

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

883 尾形　蒼 ｵｶﾞﾀ ｿﾗ 男子 3 宮　城 聖和学園

943 内村　拓夢 ｳﾁﾑﾗ ﾀｸﾑ 男子 2 04 宮　城 仙台育英学園高

1035 山本　アリーヤカレ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｰﾔｶﾚ 男子 2 宮　城 東北高

1046 村上　琥珀 ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 男子 1 宮　城 東北高

1044 杵淵　彪冴 ｷﾈﾌﾁ ﾋｭｳｶﾞ 男子 1 宮　城 東北高

1047 谷地舘　海人 ﾔﾁﾀﾃ ｶｲﾄ 男子 1 宮　城 東北高

1048 荒川　沓摩 ｱﾗｶﾜ ﾄｳﾏ 男子 1 宮　城 東北高

4 / 5



高校男子砲丸投(6.000kg)

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

945 佐藤　光晟 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 3 04 宮　城 仙台育英学園高

434 髙橋　寛 ﾀｶﾊｼ ｶﾝ 男子 2 05 宮　城 仙台工業高校

444 山口　達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 男子 1 05 宮　城 仙台工業高校
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高校女子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

875 佐藤　美里 ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 女子 3 03 宮　城 常盤木学園高

892 郷右近　美優 ｺﾞｳｺﾝ ﾐﾕ 女子 3 03 宮　城 常盤木学園高

895 黒丸　朝日 ｸﾛﾏﾙ ｱｻﾋ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

906 浅野　結 ｱｻﾉ ﾕｲ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

871 日下　あやな ｸｻｶ ｱﾔﾅ 女子 3 03 宮　城 常盤木学園高

898 名取　優杏 ﾅﾄﾘ ﾕｱﾝ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

908 大槻　ゆめ ｵｵﾂｷ ﾕﾒ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

878 伊藤　愛莉 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 女子 3 03 宮　城 常盤木学園高

886 板橋　瑠花 ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

907 及川　瑠菜 ｵｲｶﾜ ﾙﾅ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

901 佐藤　結華 ｻﾄｳ ﾕｲｶ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

890 小林　聖愛 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

888 橋本　穂香 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

885 細谷　真優 ﾎｿﾔ ﾏﾕ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

896 赤間　未優 ｱｶﾏ ﾐﾕｳ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

893 草野　らら ｸｻﾉ ﾗﾗ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

897 髙橋　ユリヤ ﾀｶﾊｼ ﾕﾘﾔ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

891 梅森　咲衣 ｳﾒﾓﾘ ｻｴ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

803 寺田　莉菜 ﾃﾗﾀﾞ ﾘﾅ 女子 2 宮　城 聖和学園

781 阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 1 宮　城 聖和学園

800 千田　遥花 ﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 2 宮　城 聖和学園

790 岩澤　花菜 ｲﾜｻﾜ ﾊﾅ 女子 2 宮　城 聖和学園

782 星　彩雪 ﾎｼ ｻﾕｷ 女子 1 宮　城 聖和学園

791 小原　大空 ｵﾊﾞﾗ ｿﾗ 女子 2 宮　城 聖和学園

788 荒井　沙織 ｱﾗｲ ｻｵﾘ 女子 2 宮　城 聖和学園

792 久慈　未来 ｸｼﾞ ﾐﾚ 女子 2 宮　城 聖和学園

783 佐々木　結音 ｻｻｷ ﾕｲﾈ 女子 1 宮　城 聖和学園

930 エネ　ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ｴﾈ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 女子 2 04 宮　城 仙台育英学園高

937 菅原　真桜 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ 女子 3 04 宮　城 仙台育英学園高

946 細川　叶 ﾎｿｶﾜ ｶﾅｴ 女子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

948 野中　愛子 ﾉﾅｶ ｱｲｺ 女子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

932 若生　姫香 ﾜｺｳ ﾋﾒｶ 女子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

947 阿部　ちひろ ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 女子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

945 佐藤　愛佳里 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 女子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

944 斉藤　凜 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 女子 1 05 宮　城 仙台育英学園高

941 澤村　ももか ｻﾜﾑﾗ ﾓﾓｶ 女子 2 04 宮　城 仙台育英学園高

931 大内　萌花 ｵｵｳﾁ ﾎﾉｶ 女子 2 04 宮　城 仙台育英学園高

986 阿部　咲来 ｱﾍﾞ ｻｸﾗ 女子 1 宮　城 東北高

977 石川　礼愛 ｲｼｶﾜ ｱﾔﾒ 女子 2 宮　城 東北高

978 西城　伽音 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾉﾝ 女子 2 宮　城 東北高

980 佐々木　咲笑 ｻｻｷ ｻｴ 女子 2 宮　城 東北高

975 中澤　里緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 女子 2 宮　城 東北高
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高校女子400m

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

871 日下　あやな ｸｻｶ ｱﾔﾅ 女子 3 03 宮　城 常盤木学園高

895 黒丸　朝日 ｸﾛﾏﾙ ｱｻﾋ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

901 佐藤　結華 ｻﾄｳ ﾕｲｶ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

892 郷右近　美優 ｺﾞｳｺﾝ ﾐﾕ 女子 3 03 宮　城 常盤木学園高

908 大槻　ゆめ ｵｵﾂｷ ﾕﾒ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

896 赤間　未優 ｱｶﾏ ﾐﾕｳ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

906 浅野　結 ｱｻﾉ ﾕｲ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

893 草野　らら ｸｻﾉ ﾗﾗ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

907 及川　瑠菜 ｵｲｶﾜ ﾙﾅ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

891 梅森　咲衣 ｳﾒﾓﾘ ｻｴ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

897 髙橋　ユリヤ ﾀｶﾊｼ ﾕﾘﾔ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

803 寺田　莉菜 ﾃﾗﾀﾞ ﾘﾅ 女子 2 宮　城 聖和学園

781 阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 1 宮　城 聖和学園

788 荒井　沙織 ｱﾗｲ ｻｵﾘ 女子 2 宮　城 聖和学園

790 岩澤　花菜 ｲﾜｻﾜ ﾊﾅ 女子 2 宮　城 聖和学園

791 小原　大空 ｵﾊﾞﾗ ｿﾗ 女子 2 宮　城 聖和学園

792 久慈　未来 ｸｼﾞ ﾐﾚ 女子 2 宮　城 聖和学園

800 千田　遥花 ﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 2 宮　城 聖和学園

782 星　彩雪 ﾎｼ ｻﾕｷ 女子 1 宮　城 聖和学園

783 佐々木　結音 ｻｻｷ ﾕｲﾈ 女子 1 宮　城 聖和学園

940 宮森　みな実 ﾐﾔﾓﾘ ﾐﾅﾐ 女子 2 04 宮　城 仙台育英学園高

942 柏﨑　日向子 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾋﾅｺ 女子 2 04 宮　城 仙台育英学園高

978 西城　伽音 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾉﾝ 女子 2 宮　城 東北高

977 石川　礼愛 ｲｼｶﾜ ｱﾔﾒ 女子 2 宮　城 東北高

986 阿部　咲来 ｱﾍﾞ ｻｸﾗ 女子 1 宮　城 東北高
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高校女子走高跳

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

792 久慈　未来 ｸｼﾞ ﾐﾚ 女子 2 宮　城 聖和学園

791 小原　大空 ｵﾊﾞﾗ ｿﾗ 女子 2 宮　城 聖和学園

783 佐々木　結音 ｻｻｷ ﾕｲﾈ 女子 1 宮　城 聖和学園

976 玉澤　七海 ﾀﾏｻﾜ ﾅﾅﾐ 女子 2 宮　城 東北高
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高校女子走幅跳

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

878 伊藤　愛莉 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 女子 3 03 宮　城 常盤木学園高

888 橋本　穂香 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高

902 鈴木　春香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 女子 2 05 宮　城 常盤木学園高

790 岩澤　花菜 ｲﾜｻﾜ ﾊﾅ 女子 2 宮　城 聖和学園

975 中澤　里緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 女子 2 宮　城 東北高

980 佐々木　咲笑 ｻｻｷ ｻｴ 女子 2 宮　城 東北高

976 玉澤　七海 ﾀﾏｻﾜ ﾅﾅﾐ 女子 2 宮　城 東北高
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高校女子砲丸投(4.000kg)

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

899 加藤　杏菜 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 2 04 宮　城 常盤木学園高

909 鈴木　恵菜 ｽｽﾞｷ ｴﾅ 女子 1 05 宮　城 常盤木学園高
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高校女子4X100mR

ﾁｰﾑ ﾁｰﾑ名 ｶﾅ 個人

No ﾁｰﾑ正式名 略称 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 所属地

58 聖和学園 ｾｲﾜｶﾞｸｴﾝ 781 阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 1 聖和学園 宮　城

聖和学園高等学校 聖和学園 782 星　彩雪 ﾎｼ ｻﾕｷ 女子 1 聖和学園 宮　城

790 岩澤　花菜 ｲﾜｻﾜ ﾊﾅ 女子 2 聖和学園 宮　城

791 小原　大空 ｵﾊﾞﾗ ｿﾗ 女子 2 聖和学園 宮　城

800 千田　遥花 ﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 2 聖和学園 宮　城

803 寺田　莉菜 ﾃﾗﾀﾞ ﾘﾅ 女子 2 聖和学園 宮　城

131 常盤木学園高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 03 常盤木学園高 宮　城
学校法人常盤木学園高等学校B 常盤木学園高B 886 板橋　瑠花 ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 女子 1 05 常盤木学園高 宮　城

896 赤間　未優 ｱｶﾏ ﾐﾕｳ 女子 2 04 常盤木学園高 宮　城

898 名取　優杏 ﾅﾄﾘ ﾕｱﾝ 女子 2 04 常盤木学園高 宮　城

908 大槻　ゆめ ｵｵﾂｷ ﾕﾒ 女子 1 05 常盤木学園高 宮　城

132 常盤木学園高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 03 常盤木学園高 宮　城
学校法人常盤木学園高等学校A 常盤木学園高A 892 郷右近　美優 ｺﾞｳｺﾝ ﾐﾕ 女子 3 03 常盤木学園高 宮　城

895 黒丸　朝日 ｸﾛﾏﾙ ｱｻﾋ 女子 2 04 常盤木学園高 宮　城

906 浅野　結 ｱｻﾉ ﾕｲ 女子 1 05 常盤木学園高 宮　城

133 常盤木学園高C ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳC 878 伊藤　愛莉 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 女子 3 03 常盤木学園高 宮　城
学校法人常盤木学園高等学校C 常盤木学園高C 885 細谷　真優 ﾎｿﾔ ﾏﾕ 女子 1 05 常盤木学園高 宮　城

890 小林　聖愛 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 女子 1 05 常盤木学園高 宮　城

893 草野　らら ｸｻﾉ ﾗﾗ 女子 2 04 常盤木学園高 宮　城

901 佐藤　結華 ｻﾄｳ ﾕｲｶ 女子 2 04 常盤木学園高 宮　城

1825 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 宮　城

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 宮　城

977 石川　礼愛 ｲｼｶﾜ ｱﾔﾒ 女子 2 東北高 宮　城

978 西城　伽音 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾉﾝ 女子 2 東北高 宮　城

980 佐々木　咲笑 ｻｻｷ ｻｴ 女子 2 東北高 宮　城

986 阿部　咲来 ｱﾍﾞ ｻｸﾗ 女子 1 東北高 宮　城
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