
一般女子100m 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

村松　梨々香 ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾘｶ 女子 2 02 宮　城 東北学院大

三浦　佑月 ﾐｳﾗ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 02 宮　城 東北学院大

加藤　真希 ｶﾄｳ ﾏｷ 女子 03 宮　城 みやぎTFC

高橋　小晴 ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ 女子 1 04 宮　城 宮城教育大

但木　南咲 ﾀﾀﾞｷ ﾐｻｷ 女子 1 03 宮　城 東北大学医陸

菅野　新菜(OP) ｶﾝﾉ ﾆｲﾅ 女子 02 宮　城 みやぎTFC

本田　若奈(OP) ﾎﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 3 04 宮　城 岩沼高等学園
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一般女子3000m 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

髙橋　彩文 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ 女子 92 宮　城 みやぎTFC
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高校女子100m 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

千葉　安珠 ﾁﾊﾞ ｱﾝｼﾞｭ 女子 1 07 宮　城 常盤木学園高

黒丸　朝日 ｸﾛﾏﾙ ｱｻﾋ 女子 3 04 宮　城 常盤木学園高

野中　愛子 ﾉﾅｶ ｱｲｺ 女子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

金田　彩希 ｶﾈﾀﾞ ｻｷ 女子 1 06 宮　城 東北学院高

板橋　瑠花 ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 女子 2 05 宮　城 常盤木学園高

細川　叶 ﾎｿｶﾜ ｶﾅｴ 女子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

橋本　連 ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 女子 1 07 宮　城 常盤木学園高

佐藤　結華 ｻﾄｳ ﾕｲｶ 女子 3 04 宮　城 常盤木学園高

橋本　穂香 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 2 05 宮　城 常盤木学園高

小林　聖愛 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 女子 2 05 宮　城 常盤木学園高

佐藤　結芽 ｻﾄｳ ﾕﾒ 女子 1 06 宮　城 常盤木学園高

阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 2 05 宮　城 聖和学園高

竹鼻　澪 ﾀｹﾊﾅ ﾐｵ 女子 1 06 宮　城 東北学院高

髙橋　ユリヤ ﾀｶﾊｼ ﾕﾘﾔ 女子 3 04 宮　城 常盤木学園高

阿部　咲来 ｱﾍﾞ ｻｸﾗ 女子 2 宮　城 東北高

斉藤　凜 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 女子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

及川　瑠菜 ｵｲｶﾜ ﾙﾅ 女子 2 05 宮　城 常盤木学園高

佐藤　あいり ｻﾄｳ ｱｲﾘ 女子 1 宮　城 東北高

中澤　里緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 女子 3 宮　城 東北高

畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ 女子 1 宮　城 仙台工業高

梅森　咲衣 ｳﾒﾓﾘ ｻｴ 女子 2 05 宮　城 常盤木学園高

洞城　夢叶 ﾄﾞｳｼﾞｮｳ ﾕﾒｶ 女子 1 06 宮　城 東北学院高

狩野　すずみ ｶﾉ ｽｽﾞﾐ 女子 1 06 宮　城 常盤木学園高

佐藤　愛佳里 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 女子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

酒井　眞希 ｻｶｲ ﾏｻｷ 女子 1 06 宮　城 常盤木学園高

草野　りり ｸｻﾉ ﾘﾘ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

小関　汐音 ｺｾｷ ｼｵﾝ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

渋谷　梨乃 ｼﾌﾞﾔ ﾘﾉ 女子 1 宮　城 東北高

阿部　ちひろ ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 女子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

石﨑　樹里 ｲｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 女子 1 宮　城 宮城学院高

宗像　優奈 ﾑﾅｶﾀ ﾕﾅ 女子 1 宮　城 宮城学院高

佐藤　莉良 ｻﾄｳ ﾘﾗ 女子 1 06 宮　城 仙台育英学園高

早坂　すみれ ﾊﾔｻｶ ｽﾐﾚ 女子 1 宮　城 東北学院榴ケ岡

星　彩雪 ﾎｼ ｻﾕｷ 女子 2 06 宮　城 聖和学園高

佐々木　結音 ｻｻｷ ﾕｲﾈ 女子 2 05 宮　城 聖和学園高

池田　実央 ｲｹﾀﾞ ﾐｵ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

加藤　湖子 ｶﾄｳ ｺｺ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

渡部　心咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 女子 1 宮　城 宮城学院高

莊司　実香 ｼｮｳｼﾞ ﾐｶ 女子 2 宮　城 東北学院榴ケ岡

三浦　亜紗美 ﾐｳﾗ ｱｻﾐ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

金子　千尋 ｶﾈｺ ﾁﾋﾛ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

大平　寧々伽 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾈﾈｶ 女子 1 06 宮　城 東北学院高

渡部　妃織 ﾜﾀﾉﾍﾞ ﾋｵﾘ 女子 1 06 宮　城 常盤木学園高
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高校女子400m 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

浅野　結 ｱｻﾉ ﾕｲ 女子 2 05 宮　城 常盤木学園高

大槻　ゆめ ｵｵﾂｷ ﾕﾒ 女子 2 05 宮　城 常盤木学園高

細谷　真優 ﾎｿﾔ ﾏﾕ 女子 2 05 宮　城 常盤木学園高

阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 2 05 宮　城 聖和学園高

小関　汐音 ｺｾｷ ｼｵﾝ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

草野　りり ｸｻﾉ ﾘﾘ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

星　彩雪 ﾎｼ ｻﾕｷ 女子 2 06 宮　城 聖和学園高

亀谷　里緒菜 ｶﾒﾔ ﾘｵﾅ 女子 1 06 宮　城 東北学院高

峯田　和奏 ﾐﾈﾀ ﾜｶﾅ 女子 1 06 宮　城 仙台育英学園高

守屋　妃那 ﾓﾘﾔ ﾋﾅ 女子 1 06 宮　城 仙台育英学園高

石丸　ひの ｲｼﾏﾙ ﾋﾉ 女子 1 宮　城 東北学院榴ケ岡

林　亜美 ﾊﾔｼ ｱﾐ 女子 1 06 宮　城 仙台育英学園高

太田　　ゆら ｵｵﾀ ﾕﾗ 女子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

三浦　亜紗美 ﾐｳﾗ ｱｻﾐ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

金子　千尋 ｶﾈｺ ﾁﾋﾛ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

渡部　心咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 女子 1 宮　城 宮城学院高

宗像　優奈 ﾑﾅｶﾀ ﾕﾅ 女子 1 宮　城 宮城学院高

吉田　陽菜 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 女子 2 宮　城 宮城学院高
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高校女子3000m 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

早坂　優 ﾊﾔｻｶ ﾕｳ 女子 2 05 宮　城 聖和学園高

横山　綺星 ﾖｺﾔﾏ ｷﾗ 女子 3 宮　城 東北高

但木　南桜 ﾀﾀﾞｷ ﾅｵ 女子 3 宮　城 東北高

大内　萌果 ｵｵｳﾁ ﾓｴｶ 女子 2 05 宮　城 仙台大明成高

木下　柚葵 ｷﾉｼﾀ ﾕｽﾞｷ 女子 3 05 宮　城 仙台大明成高

山崎　奈結 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾕ 女子 2 06 宮　城 聖和学園高

佐藤　楓華 ｻﾄｳ ﾌｳｶ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

髙橋　芽妃 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

小玉　羽央 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾅｶ 女子 3 宮　城 東北高

千田　采葵 ﾁﾀﾞ ｱｵｲ 女子 3 宮　城 東北高

桒原　なのは ｸﾜﾊﾗ ﾅﾉﾊ 女子 2 宮　城 東北高

佐藤　夢珠 ｻﾄｳ ﾕｱ 女子 1 宮　城 東北高

小賀坂　愛梨 ｺｶﾞｻｶ ｱｲﾘ 女子 1 宮　城 東北高

小玉　さくら ｺﾀﾞﾏ ｻｸﾗ 女子 1 06 宮　城 仙台大明成高

橋本　柚希 ﾊｼﾓﾄ ﾕｽﾞｷ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

稲葉　梨華 ｲﾅﾊﾞ ﾘｶ 女子 3 宮　城 仙台高専広瀬

江口　遥 ｴｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

髙橋　瑞紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 女子 1 宮　城 仙台西高

渡邊　璃音菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾅ 女子 1 06 宮　城 仙台大明成高
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高校女子4X100mR

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

常盤木学園高 872 千葉　安珠 ﾁﾊﾞ ｱﾝｼﾞｭ 女子 1 07 常盤木学園高 宮　城

885 細谷　真優 ﾎｿﾔ ﾏﾕ 女子 2 05 常盤木学園高 宮　城

886 板橋　瑠花 ｲﾀﾊﾞｼ ﾙｶ 女子 2 05 常盤木学園高 宮　城

895 黒丸　朝日 ｸﾛﾏﾙ ｱｻﾋ 女子 3 04 常盤木学園高 宮　城

906 浅野　結 ｱｻﾉ ﾕｲ 女子 2 05 常盤木学園高 宮　城

908 大槻　ゆめ ｵｵﾂｷ ﾕﾒ 女子 2 05 常盤木学園高 宮　城

U16宮城県選抜 299 佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 3 東華中 宮　城

(OP) 306 飯島　彩奈 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 女子 3 東華中 宮　城

495 山本　麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 女子 3 長町中 宮　城

1771 佐藤　柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 女子 3 八乙女中 宮　城

1787 佐藤　悠果 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 3 八乙女中 宮　城

5921 石川　愛怜 ｲｼｶﾜｴﾚﾝ 女子 3 古川黎明 宮　城

聖和学園高A 781 阿部　愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 女子 2 05 聖和学園高 宮　城

783 佐々木　結音 ｻｻｷ ﾕｲﾈ 女子 2 05 聖和学園高 宮　城

795 加藤　湖子 ｶﾄｳ ｺｺ 女子 1 06 聖和学園高 宮　城

796 草野　りり ｸｻﾉ ﾘﾘ 女子 1 06 聖和学園高 宮　城

797 小関　汐音 ｺｾｷ ｼｵﾝ 女子 1 06 聖和学園高 宮　城

東北学院高 751 金田　彩希 ｶﾈﾀﾞ ｻｷ 女子 1 06 東北学院高 宮　城

752 布屋　希恵果 ﾇﾉﾔ ｷｴｶ 女子 1 06 東北学院高 宮　城

753 亀谷　里緒菜 ｶﾒﾔ ﾘｵﾅ 女子 1 06 東北学院高 宮　城

754 大平　寧々伽 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾈﾈｶ 女子 1 06 東北学院高 宮　城

755 竹鼻　澪 ﾀｹﾊﾅ ﾐｵ 女子 1 06 東北学院高 宮　城

756 洞城　夢叶 ﾄﾞｳｼﾞｮｳ ﾕﾒｶ 女子 1 06 東北学院高 宮　城

聖和学園高B 782 星　彩雪 ﾎｼ ｻﾕｷ 女子 2 06 聖和学園高 宮　城

794 池田　実央 ｲｹﾀﾞ ﾐｵ 女子 1 06 聖和学園高 宮　城

798 鈴木　めぐ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞ 女子 1 06 聖和学園高 宮　城

801 三浦　亜紗美 ﾐｳﾗ ｱｻﾐ 女子 1 06 聖和学園高 宮　城

808 金子　千尋 ｶﾈｺ ﾁﾋﾛ 女子 1 06 聖和学園高 宮　城

宮城学院高 827 立石　瑠菜 ﾀﾃｲｼ ﾙﾅ 女子 1 宮城学院高 宮　城

828 菊地　涼葉 ｷｸﾁ ｽｽﾞﾊ 女子 1 宮城学院高 宮　城

829 宗像　優奈 ﾑﾅｶﾀ ﾕﾅ 女子 1 宮城学院高 宮　城

830 石﨑　樹里 ｲｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 女子 1 宮城学院高 宮　城

833 千坂　優菜 ﾁｻｶ ﾕﾅ 女子 1 宮城学院高 宮　城

835 渡部　心咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 女子 1 宮城学院高 宮　城
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高校女子走高跳 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

玉澤　七海 ﾀﾏｻﾜ ﾅﾅﾐ 女子 3 宮　城 東北高

佐々木　結音 ｻｻｷ ﾕｲﾈ 女子 2 05 宮　城 聖和学園高

畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ 女子 1 宮　城 仙台工業高
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高校女子走幅跳 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

阿部　咲来 ｱﾍﾞ ｻｸﾗ 女子 2 宮　城 東北高

中澤　里緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 女子 3 宮　城 東北高

橋本　穂香 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 2 05 宮　城 常盤木学園高

池田　実央 ｲｹﾀﾞ ﾐｵ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

加藤　湖子 ｶﾄｳ ｺｺ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

布屋　希恵果 ﾇﾉﾔ ｷｴｶ 女子 1 06 宮　城 東北学院高

渡部　妃織 ﾜﾀﾉﾍﾞ ﾋｵﾘ 女子 1 06 宮　城 常盤木学園高

阿部　花音 ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ 女子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ 女子 1 宮　城 仙台工業高

髙橋　瑞紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 女子 1 宮　城 仙台西高

石﨑　樹里 ｲｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 女子 1 宮　城 宮城学院高

狩野　すずみ ｶﾉ ｽｽﾞﾐ 女子 1 06 宮　城 常盤木学園高

西川　智咲 ﾆｼｶﾜ ﾁｻｷ 女子 1 宮　城 東北学院榴ケ岡

彦坂　蕗美 ﾋｺｻｶ ﾛﾐ 女子 2 05 宮　城 仙台育英学園高

立石　瑠菜 ﾀﾃｲｼ ﾙﾅ 女子 1 宮　城 宮城学院高
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高校女子砲丸投 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

加藤　杏菜 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 3 04 宮　城 常盤木学園高

荒川　芽生 ｱﾗｶﾜ ﾒｲ 女子 1 06 宮　城 常盤木学園高

鈴木　めぐ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞ 女子 1 06 宮　城 聖和学園高

畠山　紗季 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ 女子 1 宮　城 仙台工業高
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中学1年女子100m 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

金澤　凛音 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｵﾝ 女子 1 09 宮　城 スタートライン

及川　希望 ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 東華中

元木　来玲亜 ﾓﾄｷ ｸﾚｱ 女子 1 09 宮　城 ランナーズハイ

狩野　優来 ｶﾘﾉ ﾕﾗ 女子 1 宮　城 秀光中

安部　ニコ ｱﾍﾞ ﾆｺ 女子 1 八軒中

白谷　明日奏 ｼﾗﾔ ｱｽｶ 女子 1 09 宮　城 郡山中

阿部　日和 ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ 女子 1 09 宮　城 ランナーズハイ

細川　栞 ﾎｿｶﾜ ｼｵﾘ 女子 1 09 宮　城 中山中

作山　円心 ｻｸﾔﾏ ﾏﾙｺ 女子 1 09 宮 城 広瀬中

鈴木　快歩 ｽｽﾞｷ ｺｺﾎ 女子 1 09 宮　城 郡山中

高橋　莉子 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 1 宮　城 長町中

髙橋　るか ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

福島　碧衣 ﾌｸｼﾏ ｱｵｲ 女子 1 宮　城 将監中

五戸　　希帆 ｺﾞﾉﾍ ｷﾎ 女子 1 09 宮　城 田子中

浅野　芭瑠 ｱｻﾉ ﾊﾙ 女子 1 09 仙台市 八木山中

山口　星愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｱ 女子 1 10 宮　城 七北田中

町田　琉華 ﾏﾁﾀ ﾙｶ 女子 1 八軒中

小林　美楽衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ 女子 1 宮　城 五橋中

大場　楓 ｵｵﾊﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 1 09 宮　城 柳生中

大谷　真瑚 ｵｵﾀﾆ ﾏｺ 女子 1 宮　城 寺岡中

遠藤　妃心 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 1 宮　城 袋原中

渡辺　一夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｶ 女子 1 09 宮　城 ランナーズハイ

小松　世那 ｺﾏﾂ ｾﾅ 女子 1 宮　城 長町中

森　栞音 ﾓﾘ ｶﾉﾝ 女子 1 宮　城 長町中

高畑　花音 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｶﾉﾝ 女子 1 09 宮　城 向陽台中

井上　夏穂 ｲﾉｳｴ ｶﾎ 女子 1 09 宮　城 中山中

三塚　葵琉 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｲﾙ 女子 1 10 宮　城 向陽台中

山本　芽奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲﾅ 女子 1 10 宮　城 七北田中

桝田　莉結 ﾏｽﾀﾞ ﾘﾑ 女子 1 09 宮　城 七郷中

冨久尾　和香 ﾌｸｵ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 宮　城 南光台中

石川　花楓 ｲｼｶﾜ ｶｴﾃﾞ 女子 1 宮　城 長町中

菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻﾗ 女子 1 10 宮　城 山田中

川島　紗恵 ｶﾜｼﾏ ｻｴ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

田村　優香南 ﾀﾑﾗ ﾏｶﾅ 女子 1 宮教大附属中

熊谷　凪紗 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ 女子 1 宮　城 寺岡中

山川　香萌 ﾔﾏｶﾜ ｺｳﾒ 女子 1 仙台市 加茂中

安倍　優來 ｱﾍﾞ ﾕﾗ 女子 1 09 宮　城 松陵中

髙橋　雫 ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｸ 女子 1 09 宮　城 松陵中

中山　怜香 ﾅｶﾔﾏ ﾚｲｶ 女子 1 10 宮　城 中山中

小山　栞奈 ｺﾔﾏ ｶﾝﾅ 女子 1 宮　城 八乙女中

片岡　桜々 ｶﾀｵｶ ﾓﾓ 女子 1 宮　城 袋原中

小野　綾哩 ｵﾉ ｱﾔﾘ 女子 1 10 宮　城 郡山中

本多　美葡 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾌ 女子 1 09 宮　城 郡山中

畠山　蘭 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾗﾝ 女子 1 09 宮　城 郡山中

星　優那 ﾎｼ ﾕｳﾅ 女子 1 09 宮　城 郡山中

遠藤　凛果 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾝｶ 女子 1 09 宮　城 七北田中

嶺岸　咲月 ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾂｷ 女子 1 10 宮　城 七北田中

大家　有稀 ｵｵﾔ ﾕｳｷ 女子 1 宮　城 三条中

小泉　　美織 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｵﾘ 女子 1 宮　城 蒲町中

中島　芽生 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中
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島田　佳音 ｼﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 1 宮　城 五橋中

松村　百花 ﾏﾂﾑﾗ ﾓﾓｶ 女子 1 宮　城 寺岡中

山田　琴音 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 岩切中

安田　美咲 ﾔｽﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 1 宮　城 三条中

加藤　真歩 ｶﾄｳ ﾏﾎ 女子 1 宮　城 南光台中

高橋　桃香 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｶ 女子 1 宮　城 五橋中

村上　七海 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅﾐ 女子 1 宮教大附属中

鈴木　愛理 ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

伊藤　優花 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 女子 1 10 仙台市 八木山中

及川　みずき ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞｷ 女子 1 10 仙台市 八木山中

吉田　彩華 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 女子 1 09 仙台市 八木山中

藤澤　寧莉 ﾌｼﾞｻﾜ ﾈｲﾘ 女子 1 10 仙台市 八木山中

鏡　芽生 ｶｶﾞﾐ ﾒｲ 女子 1 09 仙台市 八木山中

菅井　彩音 ｽｶﾞｲ ｱﾉﾝ 女子 1 09 仙台市 八木山中

佐藤　心優希 ｻﾄｳ ｺﾕｷ 女子 1 上杉山中

小野寺　眞子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺ 女子 1 09 宮　城 郡山中

細川　このは ﾎｿｶﾜ ｺﾉﾊ 女子 1 09 宮　城 郡山中

大久保　柑南 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾝﾅ 女子 1 09 宮 城 広瀬中

清　永怜奈 ｾｲ ｴﾚﾅ 女子 1 岩切中

齊藤　美月 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｷ 女子 1 宮　城 寺岡中

佐々木　杏 ｻｻｷ ｱﾝ 女子 1 宮　城 長町中

吉田　陽南 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 女子 1 09 宮　城 柳生中

佐々木　優花 ｻｻｷ ﾕｳｶ 女子 1 岩切中

木村　樹林 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 女子 1 上杉山中

櫻井　結恵奈 ｻｸﾗｲ ﾕﾒﾅ 女子 1 09 宮　城 中野中

三村　亜麻音 ﾐﾑﾗ ｱﾏﾈ 女子 1 09 宮　城 向陽台中

菅原　唯央 ｽｶﾞﾜﾗ ｲﾁｶ 女子 1 09 宮　城 中野中

伊藤　愛夏 ｲﾄｳ ｱｲｶ 女子 1 宮　城 長町中

鈴木　莉央 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 1 宮　城 三条中

千葉　琉璃花 ﾁﾊﾞ ﾙﾘｶ 女子 1 宮　城 高砂中

小浜　七夏 ｺﾊﾏ ﾅﾅ 女子 1 09 宮　城 山田中

川島　瑞穂 ｶﾜｼﾏ ﾐｽﾞﾎ 女子 1 10 宮　城 向陽台中

只野　椿姫 ﾀﾀﾞﾉ ﾂﾊﾞｷ 女子 1 09 宮　城 柳生中

土屋　芽愛 ﾂﾁﾔ ﾒｲ 女子 1 宮　城 八乙女中

齋藤　ひなの ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾉ 女子 1 宮　城 八乙女中

及川　　夏帆 ｵｲｶﾜ ｶﾎ 女子 1 宮　城 蒲町中

福地　　美夏 ﾌｸﾁ ﾐﾅ 女子 1 宮　城 蒲町中

渡邊　　穂乃花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ 女子 1 宮　城 蒲町中

三河　　直生 ﾐｶﾜ ﾅｵ 女子 1 宮　城 蒲町中

加藤　璃桜 ｶﾄｳ ﾘｵ 女子 1 宮　城 袋原中

寺田　寧々 ﾃﾗﾀﾞ ﾈﾈ 女子 1 宮　城 将監中

山崎　彩花 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ 女子 1 宮　城 三条中

喜古　菜月 ｷｺ ﾅﾂｷ 女子 1 八軒中

佐藤　菜子 ｻﾄｳ ﾅｺ 女子 1 八軒中

星　綾乃 ﾎｼ ｱﾔﾉ 女子 1 宮教大附属中

駒井　萌黄 ｺﾏｲ ﾓｴｷﾞ 女子 1 宮教大附属中

小野　夏梨 ｵﾉ ｶﾘﾝ 女子 1 宮教大附属中

藤原　美央 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｵ 女子 1 宮　城 長町中

尾久　友美 ｵｷﾞｭｳ ﾄﾓﾐ 女子 1 上杉山中

武田　菫 ﾀｹﾀﾞ ｽﾐﾚ 女子 1 宮　城 三条中
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熊坂　香莉奈 ｸﾏｻｶ ｶﾘﾅ 女子 1 10 宮　城 松陵中

相原　沙柚 ｱｲﾊﾗ ｻﾕ 女子 1 09 宮 城 広瀬中

菅野　紗良 ｶﾝﾉ ｻﾗ 女子 1 09 宮　城 広瀬中

齋藤　蒼空 ｻｲﾄｳ ｿﾗ 女子 1 10 宮　城 沖野中

佐藤　実依 ｻﾄｳ ﾐｲ 女子 1 09 宮　城 向陽台中

佐藤　結乃香 ｻﾄｳ ﾕﾉｶ 女子 1 上杉山中

糟谷　かえで ｶｽﾔ ｶｴﾃﾞ 女子 1 09 宮　城 中野中

小山　咲妃 ｵﾔﾏ ｻｷ 女子 1 09 宮　城 山田中

西鳥羽　柚樹 ﾆｼﾄﾊﾞ ﾕｽﾞｷ 女子 1 八軒中

三浦　りりか ﾐｳﾗ ﾘﾘｶ 女子 1 09 宮　城 台原中

櫻井　愛姫 ｻｸﾗｲ ｱｲﾗ 女子 1 五城中

吉田　姫歌 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 1 五城中

12 / 26



中学2・3年女子100m 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

佐藤　佑美 ｻﾄｳ ﾕｳﾐ 女子 2 08 宮　城 七北田中

寺島　南美 ﾃﾗｼﾏ ﾐﾅﾐ 女子 2 08 宮　城 ランナーズハイ

梶谷　環子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾜｺ 女子 2 08 宮　城 宮城野中

飯島　彩奈 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 女子 3 東華中

佐藤　悠果 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 3 宮　城 八乙女中

安達　野々花 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾉｶ 女子 3 08 宮　城 ランナーズハイ

髙橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 女子 2 宮　城 五橋中

大沼　彩乃 ｵｵﾇﾏ ｱﾔﾉ 女子 2 宮　城 高砂中

菅原　小鈴 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾘﾝ 女子 3 07 宮　城 スタートライン

村上　栞南 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 女子 2 08 宮　城 郡山中

立谷　優名 ﾀﾁﾔ ﾕｳﾅ 女子 2 宮　城 長町中

石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 女子 2 宮　城 長町中

國井　ルナ ｸﾆｲ ﾙﾅ 女子 2 宮　城 仙台中田中

津田　望尋 ﾂﾀﾞ ﾐﾋﾛ 女子 3 07 宮　城 中野中

首藤　梨乃 ｼｭﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 宮　城 三条中

大槻　ひな ｵｵﾂｷ ﾋﾅ 女子 2 09 宮　城 山田中

佐々木　結泉 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 2 上杉山中

佐藤　ちひろ ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 女子 3 07 宮　城 スタートライン

牛坂　れいら ｳｼｻﾞｶ ﾚｲﾗ 女子 2 08 宮　城 七郷中

菊地　美洋 ｷｸﾁ ﾐﾋﾛ 女子 2 仙台市 加茂中

吉田　寧 ﾖｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 3 宮　城 八乙女中

髙橋　幸乃 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾉ 女子 2 宮　城 仙台中田中

関本　春花 ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 2 東華中

畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 女子 2 08 宮　城 高森中

山口　星菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 女子 2 08 宮　城 七北田中

樋口　舜華 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｶ 女子 2 09 宮　城 七郷中

高橋　舞衣 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 女子 2 08 宮　城 田子中

西田　姫華 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 2 宮　城 仙台中田中

菅原　　綾音 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 女子 2 08 宮　城 高森中

後藤　理心 ｺﾞﾄｳ  ﾘｺ 女子 2 宮　城 西多賀中

廣川　さら ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 女子 2 08 宮　城 中野中

宮本　莉奈 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘﾅ 女子 2 08 宮　城 七北田中

北村　結 ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 女子 2 08 宮　城 七北田中

佐藤　芙喜 ｻﾄｳ ﾌｷ 女子 2 宮　城 五橋中

神　心那 ｼﾞﾝ ｺｺﾅ 女子 2 岩切中

武藤　千晴 ﾑﾄｳ ﾁﾊﾙ 女子 2 宮　城 西多賀中

佐々木　乃杏 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 2 宮　城 袋原中

石戸　紗結 ｲｼﾄﾞ ｻﾕ 女子 2 宮　城 南光台中

小田島　優那 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳﾅ 女子 2 上杉山中

五十嵐　萌絵 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 女子 2 宮　城 蒲町中

稲山　結月 ｲﾅﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 2 宮　城 寺岡中

阿部　悠彩 ｱﾍﾞ ﾋｲﾛ 女子 2 東華中

佐々木　七菜 ｻｻｷ ﾅﾅ 女子 2 宮　城 南光台中

齋藤　杏佳 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 女子 2 09 宮　城 南小泉中

鈴木　心咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 女子 2 09 宮　城 南小泉中

五井　一葉 ｺﾞｲ ｶｽﾞﾊ 女子 2 08 宮　城 南小泉中

櫻井　玉鈴 ｻｸﾗｲ ﾀﾏﾘ 女子 2 09 宮　城 南小泉中

大和　凛杏 ﾔﾏﾄ ﾘｱﾝ 女子 2 08 宮　城 南小泉中

赤間　心咲 ｱｶﾏ ﾐｻｷ 女子 2 宮　城 八乙女中

大森　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 女子 2 宮　城 八乙女中
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狩野　萌々花 ｶﾘﾉ ﾓﾓｶ 女子 2 宮　城 八乙女中

阿波　咲来 ｱﾜ ｻｸﾗ 女子 2 宮城 館中

名和　　れいな ﾅﾜ ﾚｲﾅ 女子 2 08 宮　城 高森中

菅原　凛美佳 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾐｶ 女子 2 宮　城 寺岡中

髙橋　莉心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 2 宮　城 高砂中

本田　莉来 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｺ 女子 2 08 宮　城 松陵中

柿沼　希星 ｶｷﾇﾏ ｷﾗﾘ 女子 2 宮　城 仙台中田中

谷　結陸 ﾀﾆ ﾕｲﾘ 女子 2 09 宮　城 宮城野中

髙橋　眞希 ﾀｶﾊｼ ﾏｷ 女子 2 東華中

瀬戸　はづき ｾﾄ ﾊﾂﾞｷ 女子 2 宮　城 寺岡中

村上　侑莉杏 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘｱ 女子 2 宮　城 長町中

丹野　明莉 ﾀﾝﾉ ｱｶﾘ 女子 2 宮　城 長町中

藤田　瑠菜 ﾌｼﾞﾀ ﾙﾅ 女子 2 09 宮 城 広瀬中

髙松　美彩 ﾀｶﾏﾂ ﾐｻ 女子 2 08 宮　城 山田中

三岳　桜子 ﾐﾂﾀｹ ｻｸﾗｺ 女子 2 八軒中

若生　小楓 ﾜｺｳ ｺﾉｶ 女子 2 宮　城 長町中

菅原　聖楽 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾗ 女子 2 宮　城 蒲町中

平塚　美帆 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾎ 女子 2 宮　城 高砂中

板橋　知咲 ｲﾀﾊﾞｼ ﾁｻｷ 女子 2 八軒中

佐々　悠歩 ｻｻ ﾊﾙｸ 女子 2 宮　城 八乙女中

千葉　彩花 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ 女子 2 宮　城 八乙女中

佐々木　華音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 女子 2 08 宮　城 中野中

佐藤　ひかり ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 女子 2 08 宮　城 中野中

佐々木　莉子 ｻｻｷ ﾘｺ 女子 2 宮　城 蒲町中

菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻｸﾗ 女子 2 東華中

相原　帆花 ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｶ 女子 2 岩切中

堺　瑠璃 ｻｶｲ ﾙﾘ 女子 2 宮　城 五橋中

石田　慈梨 ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 女子 2 宮　城 寺岡中

磯野　陽菜妃 ｲｿﾉ ﾋﾅｷ 女子 2 仙台市 加茂中

米田　萌香 ﾖﾈﾀ ﾓﾓｶ 女子 2 08 宮　城 田子中

平山　汐莉 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾘ 女子 2 09 宮　城 田子中

安部　柚凛 ｱﾍﾞ ﾕｳﾘ 女子 2 宮　城 袋原中

岡田　姫來 ｵｶﾀﾞ ｷﾗ 女子 2 08 宮　城 中野中

中川　愛月 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 08 宮　城 中野中

三浦　菜留 ﾐｳﾗ ﾅﾙ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘中

野森　まお ﾉﾓﾘ ﾏｵ 女子 2 09 宮　城 七北田中

小椋　　柚葉 ｵｸﾞﾗ ﾕｽﾞﾊ 女子 2 八軒中

清野　菜々美 ｾｲﾉ ﾅﾅﾐ 女子 2 宮　城 三条中

松田　瞳子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 2 宮　城 寺岡中

大和田　乙伽 ｵｵﾜﾀﾞ ｵﾄｶ 女子 2 岩切中

横澤　花菜 ﾖｺｻﾜ ｶﾅ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘中

渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 2 宮　城 寺岡中

和久田　彩世 ﾜｸﾀﾞ ｱﾔｾ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

髙橋　未央 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 2 宮　城 蒲町中

山口　美空 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｿﾗ 女子 2 宮　城 寺岡中

桝田　葵結 ﾏｽﾀﾞ ｱﾑ 女子 2 08 宮　城 七郷中

塙　怜奈 ﾊﾅﾜ ﾚﾅ 女子 2 08 宮　城 郡山中

渡邉　優月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 08 宮　城 沖野中

佐藤　萌乃 ｻﾄｳ ﾓｴﾉ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘中

和泉　優花 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 女子 2 岩切中
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中学2・3年女子100m 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

坂本　くれは ｻｶﾓﾄ ｸﾚﾊ 女子 2 08 宮　城 台原中

青木　ゆりあ ｱｵｷ ﾕﾘｱ 女子 2 宮　城 八乙女中

庄子　朋花 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｶ 女子 1 宮　城 西多賀中

熊谷　瑠美 ｸﾏｶﾞｲ ﾙﾐ 女子 2 09 宮　城 愛宕中

千葉　愛花 ﾁﾊﾞ ﾏﾅｶ 女子 2 08 宮　城 沖野中

鈴木　ふゆめ ｽｽﾞｷ ﾌﾕﾒ 女子 2 09 宮　城 沖野中

本多　レイナ ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲﾅ 女子 2 08 宮　城 台原中

佐藤　こころ ｻﾄｳ ｺｺﾛ 女子 2 08 宮 城 広瀬中

吉田　優月 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 08 宮　城 山田中

齋藤　凜乃 ｻｲﾄｳ ﾘﾝﾉ 女子 2 08 宮　城 台原中

鎌田　琳子 ｶﾏﾀ ﾘｺ 女子 2 08 宮　城 中山中

西内　琴春 ﾆｼｳﾁ ｺﾊﾙ 女子 2 08 宮　城 中山中

加藤　佑姫綺 ｶﾄｳ ﾕｷｱ 女子 2 宮　城 八乙女中

土屋　和葉 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾊ 女子 2 上杉山中

星　妃鞠 ﾎｼ ﾋﾏﾘ 女子 2 八軒中

大竹　那波 ｵｵﾀｹ ﾅﾅﾐ 女子 2 08 宮　城 沖野中

鈴木　貞令沙 ｽｽﾞｷ ﾃﾚｻ 女子 2 五城中

昆　希乃花(OP) ｺﾝ ﾉﾉｶ 女子 2 08 利府西中

小松　美澪(OP) ｺﾏﾂ ﾐﾚｲ 女子 2 08 利府西中
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中学共通女子800m 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

松本　萌 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 女子 2 08 宮　城 七北田中

男乕　結衣 ｵﾉﾄﾗ ﾕｲ 女子 2 五城中

林　楓夏 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 女子 2 宮　城 高砂中

安達　菜々咲 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅｻ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

山内　涼楓 ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳｶ 女子 2 08 宮　城 ランナーズハイ

千葉　瑞希 ﾁﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 女子 2 宮　城 長町中

福家　花 ﾌｸｲｴ ﾊﾅ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

渡邊　凜奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾅ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

東海林　柚乃 ｼｮｳｼﾞ ﾕｽﾞﾉ 女子 2 宮　城 八乙女中

鈴木　叶蘭 ｽｽﾞｷ ｶﾗﾝ 女子 2 09 宮 城 広瀬中

二瓶　夏緒 ﾆﾍｲ ﾅｵ 女子 2 宮　城 高砂中

小嶋　佐英 ｵｼﾞﾏ ｻｴ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

小室　佳夢 ｺﾑﾛ ｶﾉﾝ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

黒川　怜美 ｸﾛｶﾜ ﾚﾐ 女子 2 宮　城 寺岡中

佐藤　舞由 ｻﾄｳ ﾏﾕ 女子 2 宮　城 南光台中

廣川　さら ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 女子 2 08 宮　城 中野中

鈴木　りお ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 1 宮　城 寺岡中

高橋　春奈 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ 女子 2 宮　城 仙台中田中

鹿野　和奏 ｶﾉ ﾜｶﾅ 女子 1 宮　城 寺岡中

大林　日満里 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 女子 1 仙台市 加茂中

原野　由凪 ﾊﾗﾉ ﾕｳﾅ 女子 2 宮　城 八乙女中

髙橋　そら ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 女子 1 10 宮 城 広瀬中

菅原　柚希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｽﾞｷ 女子 1 10 宮　城 中野中

佐山　希嬉 ｻﾔﾏ ｷｷ 女子 2 宮城 館中

ｶﾙﾉﾝ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ　芽衣 ｶﾙﾉﾝ ﾒｲ 女子 2 09 宮　城 高森中

岡　はなか ｵｶ ﾊﾅｶ 女子 1 東華中

湯目　らい ﾕﾉﾒ ﾗｲ 女子 1 09 宮　城 向陽台中

伊藤　柊華 ｲﾄｳ ｼｭｳｶ 女子 2 08 宮 城 広瀬中

山口　夏輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 女子 1 09 宮 城 広瀬中

石澤　　舞 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｲ 女子 2 08 宮　城 高森中

今野　美花 ｺﾝﾉ ﾐｶ 女子 1 宮　城 寺岡中

三品　美琉 ﾐｼﾅ ﾐﾙ 女子 2 岩切中

熊谷　恋羽 ｸﾏｶﾞｲ ｺﾊﾈ 女子 2 09 宮　城 台原中

齋藤　風月 ｻｲﾄｳ ﾌﾂﾞｷ 女子 1 宮　城 八乙女中

伊藤　天伽 ｲﾄｳ ﾃﾝｶ 女子 2 宮城 館中

木村　英奈 ｷﾑﾗ ﾊﾅ 女子 2 宮　城 三条中

宍戸　莉子 ｼｼﾄﾞ ﾘｺ 女子 1 宮　城 三条中

佐藤　希美 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 宮　城 南光台中

早坂　結真 ﾊﾔｻｶ ﾕﾏ 女子 1 09 宮 城 広瀬中

伊藤　ちより ｲﾄｳ ﾁﾖﾘ 女子 1 岩切中

伊藤　心絆 ｲﾄｳ ｼｷ 女子 1 10 宮　城 七郷中

松谷　未有 ﾏﾂﾔ ﾐｳ 女子 1 宮教大附属中

百々　愛華 ﾄﾞﾄﾞ ｱｲｶ 女子 1 八軒中
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中学女子3000m 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

狩屋　日向 ｶﾘﾔ ﾋﾅﾀ 女子 1 宮　城 三条中

佐藤　舞由 ｻﾄｳ ﾏﾕ 女子 2 宮　城 南光台中

加藤　沙奈 ｶﾄｳ ｻﾅ 女子 1 仙台市 加茂中

佐藤　綾架 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 女子 2 宮　城 三条中

木村　そら ｷﾑﾗ ｿﾗ 女子 2 宮教大附属中

鍋谷　美月 ﾅﾍﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 08 宮　城 山田中

佐藤　柚花 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｶ 女子 1 09 宮　城 宮城野中

山内　栞奈 ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾅ 女子 1 仙台市 加茂中

鈴木　夢叶 ｽｽﾞｷ ﾕﾑｶ 女子 1 宮　城 鶴が丘中
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中学女子4X100mR

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

U16宮城県選抜 299 佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 3 東華中 宮　城

(OP) 306 飯島　彩奈 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 女子 3 東華中 宮　城

495 山本　麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 女子 3 長町中 宮　城

1771 佐藤　柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 女子 3 八乙女中 宮　城

1787 佐藤　悠果 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 3 八乙女中 宮　城

5921 石川　愛怜 ｲｼｶﾜｴﾚﾝ 女子 3 古川黎明 宮　城

ランナーズハイ 4633 安達　野々花 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾉｶ 女子 3 08 ランナーズハイ 宮　城

4636 寺島　南美 ﾃﾗｼﾏ ﾐﾅﾐ 女子 2 08 ランナーズハイ 宮　城

4640 阿部　日和 ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ 女子 1 09 ランナーズハイ 宮　城

4659 元木　来玲亜 ﾓﾄｷ ｸﾚｱ 女子 1 09 ランナーズハイ 宮　城

4783 渡辺　一夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｶ 女子 1 09 ランナーズハイ 宮　城

仙台中田A 551 柿沼　希星 ｶｷﾇﾏ ｷﾗﾘ 女子 2 仙台中田中 宮　城

552 西田　姫華 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 2 仙台中田中 宮　城

553 國井　ルナ ｸﾆｲ ﾙﾅ 女子 2 仙台中田中 宮　城

556 髙橋　幸乃 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾉ 女子 2 仙台中田中 宮　城

郡山中A 803 白谷　明日奏 ｼﾗﾔ ｱｽｶ 女子 1 09 郡山中 宮　城

805 大橋　詩織里 ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ 女子 2 08 郡山中 宮　城

817 村上　栞南 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 女子 2 08 郡山中 宮　城

820 鈴木　快歩 ｽｽﾞｷ ｺｺﾎ 女子 1 09 郡山中 宮　城

長町中A 485 高橋　莉子 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 1 長町中 宮　城

490 小松　世那 ｺﾏﾂ ｾﾅ 女子 1 長町中 宮　城

506 立谷　優名 ﾀﾁﾔ ﾕｳﾅ 女子 2 長町中 宮　城

508 石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 女子 2 長町中 宮　城

七北田中 1695 佐藤　佑美 ｻﾄｳ ﾕｳﾐ 女子 2 08 七北田中 宮　城

1703 宮本　莉奈 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘﾅ 女子 2 08 七北田中 宮　城

1704 山口　星菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 女子 2 08 七北田中 宮　城

1705 北村　結 ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 女子 2 08 七北田中 宮　城

1710 山口　星愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｱ 女子 1 10 七北田中 宮　城

1711 山本　芽奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲﾅ 女子 1 10 七北田中 宮　城

寺岡中A 2050 瀬戸　はづき ｾﾄ ﾊﾂﾞｷ 女子 2 寺岡中 宮　城

2054 菅原　凛美佳 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾐｶ 女子 2 寺岡中 宮　城

2057 稲山　結月 ｲﾅﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 2 寺岡中 宮　城

2058 大谷　真瑚 ｵｵﾀﾆ ﾏｺ 女子 1 寺岡中 宮　城

東華中A 287 佐東　結菜 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 女子 2 東華中

288 関本　春花 ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 2 東華中

295 新田　佳里奈 ﾆｯﾀ ｶﾘﾅ 女子 2 東華中

309 及川　希望 ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 東華中

宮城野中 203 小山　ひな ｵﾔﾏ ﾋﾅ 女子 1 09 宮城野中 宮　城

204 中嶋　樹那 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾅ 女子 1 10 宮城野中 宮　城

206 宇佐美　里桜 ｳｻﾐ ﾘｵ 女子 1 09 宮城野中 宮　城

221 岩渕　みちる ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐﾁﾙ 女子 2 09 宮城野中 宮　城

222 梶谷　環子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾜｺ 女子 2 08 宮城野中 宮　城

224 谷　結陸 ﾀﾆ ﾕｲﾘ 女子 2 09 宮城野中 宮　城

八乙女中 1775 赤間　心咲 ｱｶﾏ ﾐｻｷ 女子 2 八乙女中 宮　城

1781 大森　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 女子 2 八乙女中 宮　城

1784 狩野　萌々花 ｶﾘﾉ ﾓﾓｶ 女子 2 八乙女中 宮　城

1788 佐々　悠歩 ｻｻ ﾊﾙｸ 女子 2 八乙女中 宮　城

1792 千葉　彩花 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ 女子 2 八乙女中 宮　城

五橋中 321 古山　鈴穏 ｺﾔﾏ ﾘｵﾝ 女子 2 五橋中 宮　城

322 堺　瑠璃 ｻｶｲ ﾙﾘ 女子 2 五橋中 宮　城

323 佐藤　芙喜 ｻﾄｳ ﾌｷ 女子 2 五橋中 宮　城
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中学女子4X100mR

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

326 髙橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 女子 2 五橋中 宮　城

327 武山　りさ ﾀｹﾔﾏ ﾘｻ 女子 2 五橋中 宮　城

357 小林　美楽衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ 女子 1 五橋中 宮　城

田子中A 2321 浅岡　莉晴 ｱｻｵｶ ﾘｾ 女子 1 10 田子中 宮　城

2322 五戸　　希帆 ｺﾞﾉﾍ ｷﾎ 女子 1 09 田子中 宮　城

2326 米田　萌香 ﾖﾈﾀ ﾓﾓｶ 女子 2 08 田子中 宮　城

2327 菅原　真愛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｱ 女子 2 08 田子中 宮　城

2328 平山　汐莉 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾘ 女子 2 09 田子中 宮　城

2329 高橋　舞衣 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 女子 2 08 田子中 宮　城

広瀬中 1443 大久保　柑南 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾝﾅ 女子 1 09 広瀬中 宮 城

1445 笹原　夕莉乃 ｻｻﾊﾗ ﾕﾘﾉ 女子 1 09 広瀬中 宮 城

1446 作山　円心 ｻｸﾔﾏ ﾏﾙｺ 女子 1 09 広瀬中 宮 城

1473 小山田　美桜奈 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐｵﾅ 女子 2 08 広瀬中 宮 城

1474 佐々木　真央 ｻｻｷ ﾏｵ 女子 2 09 広瀬中 宮 城

1475 藤田　瑠菜 ﾌｼﾞﾀ ﾙﾅ 女子 2 09 広瀬中 宮 城

将監中 1801 丸山　衣澄 ﾏﾙﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 女子 2 将監中 宮　城

1802 小野　奏音 ｵﾉ ｶﾅﾈ 女子 2 将監中 宮　城

1810 福島　碧衣 ﾌｸｼﾏ ｱｵｲ 女子 1 将監中 宮　城

1811 渡部　楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 1 将監中 宮　城

1814 寺田　寧々 ﾃﾗﾀﾞ ﾈﾈ 女子 1 将監中 宮　城

1816 宮本　寧々 ﾐﾔﾓﾄ ﾈﾈ 女子 1 将監中 宮　城

山田中A 1042 菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻﾗ 女子 1 10 山田中 宮　城

1071 大槻　ひな ｵｵﾂｷ ﾋﾅ 女子 2 09 山田中 宮　城

1072 栗原　虹心 ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ 女子 2 08 山田中 宮　城

1077 髙松　美彩 ﾀｶﾏﾂ ﾐｻ 女子 2 08 山田中 宮　城

南光台中 1841 加藤　真歩 ｶﾄｳ ﾏﾎ 女子 1 南光台中 宮　城

1845 冨久尾　和香 ﾌｸｵ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 南光台中 宮　城

1854 永原　京佳 ﾅｶﾞﾊﾗ ｷｮｳｶ 女子 1 南光台中 宮　城

1858 石戸　紗結 ｲｼﾄﾞ ｻﾕ 女子 2 南光台中 宮　城

1859 佐々木　七菜 ｻｻｷ ﾅﾅ 女子 2 南光台中 宮　城

1860 佐藤　舞由 ｻﾄｳ ﾏﾕ 女子 2 南光台中 宮　城

鶴が丘中 2005 工藤　咲也子 ｸﾄﾞｳ ｻﾔｺ 女子 2 09 鶴が丘中 宮　城

2006 後藤　亜実 ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 女子 2 09 鶴が丘中 宮　城

2010 横澤　花菜 ﾖｺｻﾜ ｶﾅ 女子 2 08 鶴が丘中 宮　城

2011 吉田　光彩希 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 2 08 鶴が丘中 宮　城

上杉山中 127 土屋　和葉 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾊ 女子 2 上杉山中

129 小田島　優那 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳﾅ 女子 2 上杉山中

130 佐々木　結泉 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 2 上杉山中

132 林　あん ﾊﾔｼ ｱﾝ 女子 2 上杉山中

134 塩澤　結衣 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｲ 女子 2 上杉山中

七郷中 601 大泉　椋音 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾘｵ 女子 1 09 七郷中 宮　城

602 宇田　琴音 ｳﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 09 七郷中 宮　城

603 桝田　莉結 ﾏｽﾀﾞ ﾘﾑ 女子 1 09 七郷中 宮　城

633 桝田　葵結 ﾏｽﾀﾞ ｱﾑ 女子 2 08 七郷中 宮　城

634 樋口　舜華 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｶ 女子 2 09 七郷中 宮　城

635 牛坂　れいら ｳｼｻﾞｶ ﾚｲﾗ 女子 2 08 七郷中 宮　城

寺岡中B 2051 松田　瞳子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 2 寺岡中 宮　城

2053 石田　慈梨 ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 女子 2 寺岡中 宮　城

2056 渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 2 寺岡中 宮　城

2061 熊谷　凪紗 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ 女子 1 寺岡中 宮　城

中山中 1005 井上　夏穂 ｲﾉｳｴ ｶﾎ 女子 1 09 中山中 宮　城
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1006 中山　怜香 ﾅｶﾔﾏ ﾚｲｶ 女子 1 10 中山中 宮　城

1007 細川　栞 ﾎｿｶﾜ ｼｵﾘ 女子 1 09 中山中 宮　城

1016 飯野　雪輝 ｲｲﾉ ﾕｷ 女子 2 09 中山中 宮　城

1018 鎌田　琳子 ｶﾏﾀ ﾘｺ 女子 2 08 中山中 宮　城

1019 西内　琴春 ﾆｼｳﾁ ｺﾊﾙ 女子 2 08 中山中 宮　城

東華中B 289 髙橋　眞希 ﾀｶﾊｼ ﾏｷ 女子 2 東華中

291 菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻｸﾗ 女子 2 東華中

292 阿部　悠彩 ｱﾍﾞ ﾋｲﾛ 女子 2 東華中

310 佐々木　成美 ｻｻｷ ﾅﾙﾐ 女子 1 東華中

八軒中A 405 板橋　知咲 ｲﾀﾊﾞｼ ﾁｻｷ 女子 2 八軒中

406 小椋　　柚葉 ｵｸﾞﾗ ﾕｽﾞﾊ 女子 2 八軒中

413 三岳　桜子 ﾐﾂﾀｹ ｻｸﾗｺ 女子 2 八軒中

420 安部　ニコ ｱﾍﾞ ﾆｺ 女子 1 八軒中

421 町田　琉華 ﾏﾁﾀ ﾙｶ 女子 1 八軒中

南小泉中 451 齋藤　杏佳 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 女子 2 09 南小泉中 宮　城

452 鈴木　心咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 女子 2 09 南小泉中 宮　城

453 五井　一葉 ｺﾞｲ ｶｽﾞﾊ 女子 2 08 南小泉中 宮　城

456 櫻井　玉鈴 ｻｸﾗｲ ﾀﾏﾘ 女子 2 09 南小泉中 宮　城

457 大和　凛杏 ﾔﾏﾄ ﾘｱﾝ 女子 2 08 南小泉中 宮　城

袋原中 1212 安部　柚凛 ｱﾍﾞ ﾕｳﾘ 女子 2 袋原中 宮　城

1213 佐々木　乃杏 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 2 袋原中 宮　城

1230 加藤　璃桜 ｶﾄｳ ﾘｵ 女子 1 袋原中 宮　城

1233 遠藤　妃心 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 1 袋原中 宮　城

1234 片岡　桜々 ｶﾀｵｶ ﾓﾓ 女子 1 袋原中 宮　城

郡山中B 827 本多　美葡 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾌ 女子 1 09 郡山中 宮　城

828 小野寺　眞子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺ 女子 1 09 郡山中 宮　城

830 畠山　蘭 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾗﾝ 女子 1 09 郡山中 宮　城

834 星　優那 ﾎｼ ﾕｳﾅ 女子 1 09 郡山中 宮　城

岩切中 688 山田　琴音 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 岩切中

714 神　心那 ｼﾞﾝ ｺｺﾅ 女子 2 岩切中

715 金井　天音 ｶﾅｲ ｱﾏﾈ 女子 2 岩切中

716 相原　帆花 ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｶ 女子 2 岩切中

717 大和田　乙伽 ｵｵﾜﾀﾞ ｵﾄｶ 女子 2 岩切中

蒲町中A 1081 佐々木　莉子 ｻｻｷ ﾘｺ 女子 2 蒲町中 宮　城

1083 菅原　聖楽 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾗ 女子 2 蒲町中 宮　城

1087 五十嵐　萌絵 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 女子 2 蒲町中 宮　城

1092 小泉　　美織 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｵﾘ 女子 1 蒲町中 宮　城

長町中B 488 伊藤　愛夏 ｲﾄｳ ｱｲｶ 女子 1 長町中 宮　城

489 石川　花楓 ｲｼｶﾜ ｶｴﾃﾞ 女子 1 長町中 宮　城

507 村上　侑莉杏 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘｱ 女子 2 長町中 宮　城

509 丹野　明莉 ﾀﾝﾉ ｱｶﾘ 女子 2 長町中 宮　城

511 若生　小楓 ﾜｺｳ ｺﾉｶ 女子 2 長町中 宮　城

寺岡中C 2059 今野　美花 ｺﾝﾉ ﾐｶ 女子 1 寺岡中 宮　城

2063 齊藤　美月 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｷ 女子 1 寺岡中 宮　城

2064 松村　百花 ﾏﾂﾑﾗ ﾓﾓｶ 女子 1 寺岡中 宮　城

2073 山口　美空 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｿﾗ 女子 2 寺岡中 宮　城

向陽台中A 1886 佐藤　実依 ｻﾄｳ ﾐｲ 女子 1 09 向陽台中 宮　城

1887 高畑　花音 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｶﾉﾝ 女子 1 09 向陽台中 宮　城

1888 三塚　葵琉 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｲﾙ 女子 1 10 向陽台中 宮　城

1889 三村　亜麻音 ﾐﾑﾗ ｱﾏﾈ 女子 1 09 向陽台中 宮　城

1890 川島　瑞穂 ｶﾜｼﾏ ﾐｽﾞﾎ 女子 1 10 向陽台中 宮　城
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1891 湯目　らい ﾕﾉﾒ ﾗｲ 女子 1 09 向陽台中 宮　城

沖野中 1325 大竹　那波 ｵｵﾀｹ ﾅﾅﾐ 女子 2 08 沖野中 宮　城

1327 渡邉　優月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 08 沖野中 宮　城

1328 加藤　心悠 ｶﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 2 09 沖野中 宮　城

1330 鈴木　ふゆめ ｽｽﾞｷ ﾌﾕﾒ 女子 2 09 沖野中 宮　城

1331 千葉　愛花 ﾁﾊﾞ ﾏﾅｶ 女子 2 08 沖野中 宮　城

柳生中 2483 村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 女子 2 08 柳生中 宮　城

2515 大場　楓 ｵｵﾊﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 1 09 柳生中 宮　城

2516 吉田　陽南 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 女子 1 09 柳生中 宮　城

2517 只野　椿姫 ﾀﾀﾞﾉ ﾂﾊﾞｷ 女子 1 09 柳生中 宮　城

高砂中A 641 平塚　美帆 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾎ 女子 2 高砂中 宮　城

642 大沼　彩乃 ｵｵﾇﾏ ｱﾔﾉ 女子 2 高砂中 宮　城

643 林　楓夏 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 女子 2 高砂中 宮　城

644 髙橋　莉心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 2 高砂中 宮　城

666 中村　海緒 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 女子 1 高砂中 宮　城

667 畠山　葵 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｵｲ 女子 1 高砂中 宮　城

宮教大附属中 1528 田村　優香南 ﾀﾑﾗ ﾏｶﾅ 女子 1 宮教大附属中

1530 駒井　萌黄 ｺﾏｲ ﾓｴｷﾞ 女子 1 宮教大附属中

1531 村上　七海 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅﾐ 女子 1 宮教大附属中

1533 小野　夏梨 ｵﾉ ｶﾘﾝ 女子 1 宮教大附属中

1535 張　知紗希 ﾁｮｳ ﾁｻｷ 女子 1 宮教大附属中

1540 星　綾乃 ﾎｼ ｱﾔﾉ 女子 1 宮教大附属中

高森中 2282 名和　　れいな ﾅﾜ ﾚｲﾅ 女子 2 08 高森中 宮　城

2283 畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 女子 2 08 高森中 宮　城

2284 石澤　　舞 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｲ 女子 2 08 高森中 宮　城

2285 菅原　　綾音 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 女子 2 08 高森中 宮　城

2286 リーダー　　歩実 ﾘｰﾀﾞｰ ｱﾕﾐ 女子 2 08 高森中 宮　城

八軒中B 407 星　妃鞠 ﾎｼ ﾋﾏﾘ 女子 2 八軒中

408 加堂　純美恋 ｶﾄﾞｳ ｽﾐﾚ 女子 2 八軒中

411 佐藤　海優 ｻﾄｳ ﾐﾕ 女子 2 八軒中

414 喜古　菜月 ｷｺ ﾅﾂｷ 女子 1 八軒中

415 菅原　千聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 1 八軒中

419 百々　愛華 ﾄﾞﾄﾞ ｱｲｶ 女子 1 八軒中

台原中B 841 坂本　くれは ｻｶﾓﾄ ｸﾚﾊ 女子 2 08 台原中 宮　城

844 本多　レイナ ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲﾅ 女子 2 08 台原中 宮　城

846 齋藤　凜乃 ｻｲﾄｳ ﾘﾝﾉ 女子 2 08 台原中 宮　城

848 三浦　りりか ﾐｳﾗ ﾘﾘｶ 女子 1 09 台原中 宮　城

849 目黒　桜香 ﾒｸﾞﾛ ﾓﾓｶ 女子 1 09 台原中 宮　城

錦ケ丘中 9512 和久田　彩世 ﾜｸﾀﾞ ｱﾔｾ 女子 2 錦ケ丘中 宮　城

9520 中島　芽生 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ 女子 1 錦ケ丘中 宮　城

9522 髙橋　るか ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 女子 1 錦ケ丘中 宮　城

9527 川島　紗恵 ｶﾜｼﾏ ｻｴ 女子 1 錦ケ丘中 宮　城

中野中A 1173 中川　愛月 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 08 中野中 宮　城

1174 廣川　さら ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 女子 2 08 中野中 宮　城

1176 佐々木　華音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 女子 2 08 中野中 宮　城

1177 佐藤　ひかり ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 女子 2 08 中野中 宮　城

八木山中 961 浅野　芭瑠 ｱｻﾉ ﾊﾙ 女子 1 09 八木山中 仙台市

963 伊藤　優花 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 女子 1 10 八木山中 仙台市

964 及川　みずき ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞｷ 女子 1 10 八木山中 仙台市

966 吉田　彩華 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 女子 1 09 八木山中 仙台市

968 鏡　芽生 ｶｶﾞﾐ ﾒｲ 女子 1 09 八木山中 仙台市
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969 菅井　彩音 ｽｶﾞｲ ｱﾉﾝ 女子 1 09 八木山中 仙台市

山田中B 1041 小浜　七夏 ｺﾊﾏ ﾅﾅ 女子 1 09 山田中 宮　城

1074 吉田　優月 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 08 山田中 宮　城

1075 佐藤　明香 ｻﾄｳ ﾒｲｶ 女子 2 09 山田中 宮　城

1076 江戸　結香 ｴﾄﾞ ﾕｳｶ 女子 2 09 山田中 宮　城

三条中 91 首藤　梨乃 ｼｭﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 三条中 宮　城

93 清野　菜々美 ｾｲﾉ ﾅﾅﾐ 女子 2 三条中 宮　城

103 鈴木　莉央 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 1 三条中 宮　城

108 大家　有稀 ｵｵﾔ ﾕｳｷ 女子 1 三条中 宮　城

109 安田　美咲 ﾔｽﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 1 三条中 宮　城

蒲町中B 1082 永澤　優來 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾗ 女子 2 蒲町中 宮　城

1089 髙橋　未央 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 2 蒲町中 宮　城

1090 及川　　夏帆 ｵｲｶﾜ ｶﾎ 女子 1 蒲町中 宮　城

1091 福地　　美夏 ﾌｸﾁ ﾐﾅ 女子 1 蒲町中 宮　城

1095 渡邊　　穂乃花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ 女子 1 蒲町中 宮　城

中野中B 1175 岡田　姫來 ｵｶﾀﾞ ｷﾗ 女子 2 08 中野中 宮　城

1181 菅原　唯央 ｽｶﾞﾜﾗ ｲﾁｶ 女子 1 09 中野中 宮　城

1182 菅原　柚希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｽﾞｷ 女子 1 10 中野中 宮　城

1183 糟谷　かえで ｶｽﾔ ｶｴﾃﾞ 女子 1 09 中野中 宮　城

1184 櫻井　結恵奈 ｻｸﾗｲ ﾕﾒﾅ 女子 1 09 中野中 宮　城

加茂中 1921 大林　日満里 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 女子 1 加茂中 仙台市

1927 磯野　陽菜妃 ｲｿﾉ ﾋﾅｷ 女子 2 加茂中 仙台市

1928 菊地　美洋 ｷｸﾁ ﾐﾋﾛ 女子 2 加茂中 仙台市

1933 山川　香萌 ﾔﾏｶﾜ ｺｳﾒ 女子 1 加茂中 仙台市
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藤村　夏鈴 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾘﾝ 女子 2 08 宮　城 郡山中

小野　奏音 ｵﾉ ｶﾅﾈ 女子 2 宮　城 将監中

関本　春花 ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 2 東華中

松田　瞳子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 2 宮　城 寺岡中

江戸　結香 ｴﾄﾞ ﾕｳｶ 女子 2 09 宮　城 山田中

村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 女子 2 08 宮　城 柳生中

小山田　美桜奈 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐｵﾅ 女子 2 08 宮 城 広瀬中

若生　小楓 ﾜｺｳ ｺﾉｶ 女子 2 宮　城 長町中

飯野　雪輝 ｲｲﾉ ﾕｷ 女子 2 09 宮　城 中山中

岡田　姫來 ｵｶﾀﾞ ｷﾗ 女子 2 08 宮　城 中野中

渡部　こころ ﾜﾀﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘中

加藤　心悠 ｶﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 2 09 宮　城 沖野中

北村　結 ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 女子 2 08 宮　城 七北田中

海道　優里 ｶｲﾄﾞｳ ﾕﾘ 女子 1 09 宮　城 七北田中

加藤　望来 ｶﾄｳ ﾐｸﾙ 女子 1 宮　城 五橋中

清水　優奈 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾅ 女子 1 09 宮　城 郡山中

宮本　寧々 ﾐﾔﾓﾄ ﾈﾈ 女子 1 宮　城 将監中

栗原　虹心 ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ 女子 2 08 宮　城 山田中

宇佐美　里桜 ｳｻﾐ ﾘｵ 女子 1 09 宮　城 宮城野中

小山　ひな ｵﾔﾏ ﾋﾅ 女子 1 09 宮　城 宮城野中

中村　海緒 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 女子 1 宮　城 高砂中

永原　京佳 ﾅｶﾞﾊﾗ ｷｮｳｶ 女子 1 宮　城 南光台中

工藤　咲也子 ｸﾄﾞｳ ｻﾔｺ 女子 2 09 宮　城 鶴が丘中
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大橋　詩織里 ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ 女子 2 08 宮　城 郡山中

狩野　萌々花 ｶﾘﾉ ﾓﾓｶ 女子 2 宮　城 八乙女中

佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 3 東華中

吉田　光彩希 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘中

大森　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 女子 2 宮　城 八乙女中

関本　春花 ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 2 東華中

今井　文音 ｲﾏｲ ｱﾔﾈ 女子 2 仙台市 加茂中

石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 女子 2 宮　城 長町中

西田　姫華 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 2 宮　城 仙台中田中

後藤　亜実 ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 女子 2 09 宮　城 鶴が丘中

高橋　莉子 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 1 宮　城 長町中

新田　佳里奈 ﾆｯﾀ ｶﾘﾅ 女子 2 東華中

武山　りさ ﾀｹﾔﾏ ﾘｻ 女子 2 宮　城 五橋中

佐東　結菜 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 女子 2 東華中

丹野　麗奈 ﾀﾝﾉ ﾚｲﾅ 女子 2 09 宮 城 広瀬中

古山　鈴穏 ｺﾔﾏ ﾘｵﾝ 女子 2 宮　城 五橋中

畠山　葵 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｵｲ 女子 1 宮　城 高砂中

笠原　碧衣 ｶｻﾊﾗ ｱｵｲ 女子 2 08 宮　城 宮城野中

古江　咲来 ﾌﾙｴ ｻｸﾗ 女子 2 09 宮　城 宮城野中

岩渕　みちる ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐﾁﾙ 女子 2 09 宮　城 宮城野中

中嶋　樹那 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾅ 女子 1 10 宮　城 宮城野中

柿沼　希星 ｶｷﾇﾏ ｷﾗﾘ 女子 2 宮　城 仙台中田中

渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 2 宮　城 寺岡中

阿部　汐恩 ｱﾍﾞ ｼｵﾝ 女子 1 宮　城 五橋中

目黒　桜香 ﾒｸﾞﾛ ﾓﾓｶ 女子 1 09 宮　城 台原中

塩澤　結衣 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｲ 女子 2 上杉山中

新野　楓果 ﾆｲﾉ ﾌｳｶ 女子 1 宮　城 三条中

笹原　夕莉乃 ｻｻﾊﾗ ﾕﾘﾉ 女子 1 09 宮 城 広瀬中

加堂　純美恋 ｶﾄﾞｳ ｽﾐﾚ 女子 2 八軒中

熊谷　凪紗 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ 女子 1 宮　城 寺岡中

高畑　花音 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｶﾉﾝ 女子 1 09 宮　城 向陽台中

三塚　葵琉 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｲﾙ 女子 1 10 宮　城 向陽台中

渡部　楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 1 宮　城 将監中

佐々木　成美 ｻｻｷ ﾅﾙﾐ 女子 1 東華中

張　知紗希 ﾁｮｳ ﾁｻｷ 女子 1 宮教大附属中

齋藤　小波 ｻｲﾄｳ ｺﾅﾐ 女子 2 八軒中

佐藤　海優 ｻﾄｳ ﾐﾕ 女子 2 八軒中

浅岡　莉晴 ｱｻｵｶ ﾘｾ 女子 1 10 宮　城 田子中

永澤　優來 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾗ 女子 2 宮　城 蒲町中

庄子　遙夏 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 女子 1 09 宮　城 七郷中

髙松　菜々子 ﾀｶﾏﾂ ﾅﾅｺ 女子 1 宮　城 錦ケ丘中

菅原　千聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 1 八軒中

本平　葵 ﾎﾝﾀｲﾗ ｱｵｲ 女子 1 八軒中

高杉　結花 ﾀｶｽｷﾞ ﾕｲｶ 女子 1 宮教大附属中

安西　雅 ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾔﾋﾞ 女子 2 宮　城 錦ケ丘中

伊藤　璃海 ｲﾄｳ ﾘﾐ 女子 1 宮　城 三条中

大泉　椋音 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾘｵ 女子 1 09 宮　城 七郷中

渡辺　　小雪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾕｷ 女子 1 宮　城 蒲町中

渡邊　　愛結 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾘ 女子 1 宮　城 蒲町中

佐々木　　夢愛 ｻｻｷ ﾕｱ 女子 1 宮　城 蒲町中
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菊地　優奈 ｷｸﾁ ﾕﾅ 女子 1 09 宮　城 スタートライン

25 / 26



中学女子砲丸投 競技者一覧（競技別）

氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

遠藤　陽菜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 3 東華中

菅原　真愛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｱ 女子 2 08 宮　城 田子中

村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 女子 2 08 宮　城 柳生中

菅原　愛琉 ｽｶﾞﾜﾗ ｴﾙ 女子 1 09 宮　城 郡山中

佐々木　真央 ｻｻｷ ﾏｵ 女子 2 09 宮 城 広瀬中

大野　葵衣 ｵｵﾉ ｱｵｲ 女子 1 09 宮　城 東北学院中

齊藤　美月 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｷ 女子 1 宮　城 寺岡中

棟方　有紀 ﾑﾅｶﾀ ﾕｷ 女子 1 10 仙台市 八木山中

菅原　千莉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾘ 女子 2 東華中

佐藤　明香 ｻﾄｳ ﾒｲｶ 女子 2 09 宮　城 山田中

丹野　夏奈星 ﾀﾝﾉ ﾅﾅｾ 女子 2 08 宮　城 七北田中

勝又　美涼 ｶﾂﾏﾀ ﾐｽｽﾞ 女子 2 宮　城 袋原中

宇田　琴音 ｳﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 09 宮　城 七郷中

菊地　美月 ｷｸﾁ ﾐﾂｷ 女子 1 宮　城 五橋中

川島　瑞穂 ｶﾜｼﾏ ﾐｽﾞﾎ 女子 1 10 宮　城 向陽台中

丸山　衣澄 ﾏﾙﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 女子 2 宮　城 将監中

糟谷　かえで ｶｽﾔ ｶｴﾃﾞ 女子 1 09 宮　城 中野中

吉田　つむぎ ﾖｼﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 女子 1 宮　城 三条中

26 / 26


