
2009 宮城県中学ランキング

女子1年100m

日本中学記録　　 (MR)   11.7      茂木　麻子 (河北・山形)                                     1989        
日本中学記録　　 (MR)   11.73     竹内　彩華 (御影・兵庫)                                     2005        
宮城県中学記録 (MJR)    12.74     岩井　千裕 (万石浦)                                         1999        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 鈴木ひかり (1) 宮城野 13.25 +1.810.11 仙台 仙台市新人

武山　未玖 (1) 北上 13.25 +1.210.17宮城スタジアム 県中新人

3 大森　未夢 (1) 石巻山下 13.32 +1.210.17宮城スタジアム 県中新人

4 宍戸　雛子 (1) 郡山 13.46 +1.210.17宮城スタジアム 県中新人

釣舟さやか (1) 塩竈一 13.46 +0.610.17宮城スタジアム 県中新人

6 加藤　佳民 (1) 角田 13.56 +1.210.17宮城スタジアム 県中新人

7 坂本　　旭 (1) 大河原 13.62 +1.67.20宮城スタジアム 県中総体

8 本吉　那奈 (1) 五城 13.65 +1.210.17宮城スタジアム 県中新人

9 小林　聖奈 (1) 幸町 13.68 +1.310.11 仙台 仙台市新人

10 惣島　　彩 (1) 東向陽台 13.70 +0.77.20宮城スタジアム 県中総体

11 菅野　　睦 (1) 山田 13.73 -0.5 7.21宮城スタジアム 県中総体

12 武山　舞香 (1) 飯野川 13.74 +0.17.20宮城スタジアム 県中総体

13 馬場　佳純 (1) 角田 13.76 +1.210.17宮城スタジアム 県中新人

矢萩万柚子 (1) 東向陽台 13.76 +1.210.17宮城スタジアム 県中新人

平野美都希 (1) 渡波 13.76 +1.87.20宮城スタジアム 県中総体

16 長谷部いずみ (1) 寺岡 13.80 +0.6 7.21宮城スタジアム 県中総体

17 内海　菜緒 (1) 万石浦 13.87 +1.110.17宮城スタジアム 県中新人

佐々木希美 (1) 古川 13.87 +1.110.17宮城スタジアム 県中新人

19 多田　夏海 (1) 附属 13.88 -0.710.17宮城スタジアム 県中新人

山田　彩乃 (1) 高砂 13.88 +0.810.17宮城スタジアム 県中新人

二瓶永倫子 (1) 岩沼 13.88 +1.87.20宮城スタジアム 県中総体

女子2年100m

日本中学記録　　 (MR)   11.7      茂木　麻子 (河北・山形)                                     1989        
日本中学記録　　 (MR)   11.73     竹内　彩華 (御影・兵庫)                                     2005        
宮城県中学記録 (MJR)    12.4      佐藤　　香 (鶴谷)                                           1982        
宮城県中学記録 (MJR)    12.43     岩井　千裕 (万石浦)                                         2000        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 岩朝　秋恵 (2) 七北田 12.82 +1.410.11 仙台 仙台市新人

2 山縣　彩瑛 (2) 寺岡 12.85 +1.47.20宮城スタジアム 県中総体

3 田鎖　　唯 (2) 南中山 13.00 +1.77.20宮城スタジアム 県中総体

4 菅原実緒華 (2) 八乙女 13.23 +0.110.18宮城スタジアム 県中新人

5 横田　咲希 (2) 長町 13.26 +1.010.18宮城スタジアム 県中新人

6 高嶋　萌未 (2) 米山 13.28 +0.110.18宮城スタジアム 県中新人

長岡　杏南 (2) 長町 13.28 -2.3 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

8 岩泉　莉奈 (2) しらかし台 13.31 0.0 7.20宮城スタジアム 県中総体

9 小林　美紗 (2) 高森 13.32 +1.410.11 仙台 仙台市新人

10 大橋ひとみ (2) 蛇田 13.33 0.0 5.4 仙台 中学強化記録会

11 齋藤　真佑 (2) 塩竈二 13.36 0.0 5.4 仙台 中学強化記録会

12 山形　遥香 (2) 船迫 13.42 0.0 10.18宮城スタジアム 県中新人

13 白鳥　冴美 (2) 築館 13.45 0.0 10.18宮城スタジアム 県中新人

14 佐藤　真友 (2) 河北 13.46 +1.47.20宮城スタジアム 県中総体

15 松本　芽恵 (2) 石巻山下 13.47 +1.87.20宮城スタジアム 県中総体

16 伊藤　　幸 (2) 岩沼北 13.50 +0.47.20宮城スタジアム 県中総体

宮本　真里 (2) 住吉 13.50 +0.79.27 女川 石巻選手権

18 小野　杏奈 (2) 宮城野 13.51 -0.2 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

19 青木紗耶香 (2) 米山 13.55 +1.610.14 築館 登米市新人

20 藤井　千絢 (2) 鹿折 13.60 +0.77.20宮城スタジアム 県中総体



女子3年100m

日本中学記録　　 (MR)   11.7      茂木　麻子 (河北・山形)                                     1989        
日本中学記録　　 (MR)   11.73     竹内　彩華 (御影・兵庫)                                     2005        
宮城県中学記録 (MJR)    12.3      林　　香里 (住吉)                                           1981        
宮城県中学記録 (MJR)    12.40     宮東　由佳 (高森)                                           2003        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1オフェイーメヌ　プリシラ (3) 角田 12.42 -0.1 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

2 水野　李那 (3) 北角田 13.03 -0.1 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

3 吉村　　梢 (3) 上杉山 13.04 +2.0 9.13 仙台 仙台市民陸上

三浦真奈美 (3) 仙台中田 13.04 +0.2 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

5 菅野　詩帆 (3) 青葉 13.05 +1.37.20宮城スタジアム 県中総体

6 若杉麻友美 (3) 附属 13.08 -0.1 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

7 荻原　　鼓 (3) 上杉山 13.16 +2.0 9.13 仙台 仙台市民陸上

8 奥田　亜紀 (3) 石巻 13.19 +0.57.20宮城スタジアム 県中総体

9 櫻井千菜美 (3) 中野 13.21 0.0 4.28宮城スタジアム 春季陸上

10 佐々木麻衣 (3) 東華 13.22 0.0 6.14 仙台 仙台市中総体

11 遠藤　有紗 (3) 宮城野 13.25 +1.37.20宮城スタジアム 県中総体

八幡　優佳 (3) 広瀬 13.25 0.0 6.14 仙台 仙台市中総体

13 佐々木友理 (3) 五橋 13.32 0.0 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

14 及川　瑠奈 (3) 住吉 13.33 +1.67.20宮城スタジアム 県中総体

15 三澤　明里 (3) 古川北 13.34 +1.37.20宮城スタジアム 県中総体

16 加藤　仁美 (3) 岩沼西 13.39 +1.37.20宮城スタジアム 県中総体

17 榊原　英里 (3) 加茂 13.40 +1.37.20宮城スタジアム 県中総体

三國　加歩 (3) 寺岡 13.40 -1.5 5.4 仙台 中学強化記録会

19 嶺岸　優女 (3) 大郷 13.44 +0.27.20宮城スタジアム 県中総体

20 新関　理奈 (3) 北角田 13.50 -1.3 5.4 仙台 中学強化記録会

斎藤めぐみ (3) 愛宕 13.50 -1.2 6.14 仙台 仙台市中総体

佐々木美絵 (3) 米山 13.50 0.0 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

平田明日香 (3) 高森 13.50 -0.4 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

鹿山　知夏 (3) 矢本第一 13.50 +0.27.20宮城スタジアム 県中総体

佐々木果菜 (3) 名取二 13.50 +0.57.20宮城スタジアム 県中総体

女子200m

日本中学記録　　 (MR)   24.0      奥埜　めぐみ (竜山・兵庫)                                   1992        
日本中学記録　　 (MR)   24.36     君嶋　愛梨沙 (麻里布・山口)                                 2009        
宮城県中学記録 (MJR)    25.05     渡部　しずか (仙台二)                                       2005        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 櫻井千菜美 (3) 中野 26.34 -1.2 6.15 仙台 仙台市中総体

2 門間　　彩 (2) 古川 26.40 +0.510.18宮城スタジアム 県中新人

3 吉村　　梢 (3) 上杉山 26.51 +1.58.30 仙台 JO県予選会

4 岩朝　秋恵 (2) 七北田 26.54 +1.08.30 仙台 JO県予選会

5 大坂　汐里 (2) しらかし台 26.55 +0.1 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

6 吉田　彩音 (3) 長町 26.71 +0.57.20宮城スタジアム 県中総体

7 浅井　理恵 (3) 富谷 26.93 -0.17.20宮城スタジアム 県中総体

8 後藤　　杏 (3) 七北田 26.97 +0.5 8.22 大分 全日本中学

9 伊藤　安里 (2) 中山 27.03 -0.210.18宮城スタジアム 県中新人

10 萩原　　鼓 (3) 上杉山 27.11 +1.58.30 仙台 JO県予選会

11 阿部　杏茄 (2) 石巻山下 27.14 +1.17.20宮城スタジアム 県中総体

12 小林　美紗 (2) 高森 27.28 +0.110.18宮城スタジアム 県中新人

13 甲斐　　雅 (3) 五城 27.32 0.0 5.4 仙台 中学強化記録会

14 渡邊　朝美 (3) 八乙女 27.33 -1.56.15 仙台 仙台市中総体

15 髙見みのり (3) 上杉山 27.41 +0.47.20宮城スタジアム 県中総体

16 長岡　杏南 (2) 長町 27.48 +1.08.30 仙台 JO県予選会

17 川村　菜摘 (3) 多賀城 27.49 -0.27.20宮城スタジアム 県中総体

18 中村　舞泉 (2) 成田 27.58 +1.510.18宮城スタジアム 県中新人

19 北山　治奈 (3) 仙台二 27.59 +0.46.15 仙台 仙台市中総体

20 大村　伶菜 (3) 七北田 27.64 +1.07.20宮城スタジアム 県中総体



女子800m

日本中学記録　　 (MR)   2.07.51   岡田　　芽 (上磯・北海道)                                   2009        
宮城県中学記録 (MJR)    2.10.60   鈴木　美帆 (利府)                                           2003        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 佐藤　麻美 (3) 富谷 2.21.54 8.9 宮城スタジアム 東北中学

2 武田菜津子 (3) 袋原 2.22.57 6.15 仙台 仙台市中総体

3 菅原百合香 (2) 五橋 2.22.82 10.18宮城スタジアム 県中新人

4 阿部　愛実 (3) 稲井 2.23.59 7.21宮城スタジアム 県中総体

5 野尻　真澄 (3) 仙台二 2.23.69 5.4 仙台 中学強化記録会

6 髙野　千恵 (3) 北仙台 2.23.77 8.9 宮城スタジアム 東北中学

7 早川　美里 (3) 渡波 2.24.22 7.21宮城スタジアム 県中総体

8 高橋真李奈 (1) 富谷 2.25.12 10.18宮城スタジアム 県中新人

9 森　　美悠 (1) 住吉 2.25.95 10.18宮城スタジアム 県中新人

10 佐藤つぐみ (2) 五橋 2.26.06 6.15 仙台 仙台市中総体

11 菊池　倫花 (2) 西多賀 2.26.09 10.18宮城スタジアム 県中新人

12 庄子　百李 (3) 六郷 2.26.12 5.4 仙台 中学強化記録会

13 小山　京華 (2) 仙台中田 2.26.20 10.18宮城スタジアム 県中新人

14 佐藤　　舞 (2) 大沢 2.26.69 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

15 大久保美里 (3) 船迫 2.26.86 7.20宮城スタジアム 県中総体

16 竹内　理咲 (2) 中山 2.26.94 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

17 高橋　彩香 (3) 鶴谷 2.27.23 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

18 高橋　里奈 (3) 袋原 2.27.25 6.14 仙台 仙台市中総体

19 野崎　　彩 (3) 仙台中田 2.28.40 9.13 仙台 仙台市民陸上

20 澤口佳奈絵 (3) 東向陽台 2.29.01 7.20宮城スタジアム 県中総体

女子1年1500m

日本中学記録　　 (MR)   4.21.41   宮崎　安澄 (湖東・熊本)                                     1989        
宮城県中学記録 (MJR)    4.45.51   遠藤　ひかる (中山)                                         2008        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 佐藤　  望 (1) 西多賀 4.56.30 8.9 宮城スタジアム 東北中学

2 石川　千尋 (1) 富谷 5.00.65 7.21宮城スタジアム 県中総体

3 佐々木文香 (1) 富谷二 5.07.01 7.21宮城スタジアム 県中総体

4 首藤　智佳 (1) 渡波 5.07.34 7.21宮城スタジアム 県中総体

5 阿部あかり (1) 万石浦 5.07.80 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

6 赤間　華月 (1) 将監 5.08.00 10.18宮城スタジアム 県中新人

7 髙橋佳奈美 (1) 中山 5.08.34 7.21宮城スタジアム 県中総体

8 村山　真琴 (1) 岩沼 5.14.18 　 10.18宮城スタジアム 県中新人

9 黒澤　美優 (1) 石巻 5.14.42 6.13 女川 石巻地区中総体

10 小定　絵里 (1) 宮崎 5.14.53 7.21宮城スタジアム 県中総体

11 中村　朱里 (1) 大郷 5.16.98 7.21宮城スタジアム 県中総体

12 千葉悠里奈 (1) 蛇田 5.17.31 10.18宮城スタジアム 県中新人

13 菅原　哉実 (1) 名取一 5.18.12 7.20宮城スタジアム 県中総体

14 遠藤　りさ (1) 田尻 5.18.81 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

15 布田　優梨 (1) 岩沼北 5.19.60 7.21宮城スタジアム 県中総体

16 佐藤　杏華 (1) 湊 5.19.78 6.13 女川 石巻地区中総体

17 木村　玲菜 (1) 石巻 5.22.21 6.13 女川 石巻地区中総体

18 佐藤　優佳 (1) 古川南 5.22.80 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

19 神　　　恵 (1) 小牛田 5.22.83 10.18宮城スタジアム 県中新人

20 佐藤　　忍 (1) 村田一 5.22.94 10.18宮城スタジアム 県中新人



女子共通1500m

日本中学記録　　 (MR)   4.21.41   宮崎　安澄 (湖東・熊本)                                     1989        
宮城県中学記録 (MJR)    4.30.91   岡本　由美子 (築館)                                         1992        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 荒谷　紘佳 (3) 蛇田 4.35.08 8.22 大分 全日本中学

2 阿部　千咲 (2) 西多賀 4.39.02 10.24日産スタジアム ｼ゙ ｭﾆｱｵﾘﾝﾋ゚ｯｸ

3 鈴木　美穂 (3) 西多賀 4.39.98 7.21宮城スタジアム 県中総体

4 簡野あかり (3) 岩沼 4.45.84 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

5 遠藤ひかる (2) 中山 4.46.36 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

6 堀川　　倫 (3) 宮崎 4.46.86 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

7 村田　萌香 (2) 大沢 4.53.69 7.21宮城スタジアム 県中総体

8 野尻　真澄 (3) 仙台二 4.55.92 6.15 仙台 仙台市中総体

9 及川　千夏 (3) 気仙沼 4.56.10 7.21宮城スタジアム 県中総体

10 佐藤　優奈 (2) 亘理 4.58.04 10.18宮城スタジアム 県中新人

11 平間ななみ (2) 船迫 4.59.52 7.21宮城スタジアム 県中総体

12 佐藤　　望 (2) 西多賀 5.00.25 10.18宮城スタジアム 県中新人

13 狩野　真美 (2) 一迫 5.02.92 7.21宮城スタジアム 県中総体

14 佐藤早也伽 (3) 鹿島台 5.03.89 7.21宮城スタジアム 県中総体

15 加藤　　優 (3) 寺岡 5.04.20 7.21宮城スタジアム 県中総体

16 横山　虹香 (3) 東向陽台 5.04.42 7.21宮城スタジアム 県中総体

17 尾形　朋美 (2) 多賀城 5.04.73 10.18宮城スタジアム 県中新人

18 林　由梨絵 (2) 向陽台 5.05.48 10.18宮城スタジアム 県中新人

19 太田　千尋 (2) 白石 5.06.12 7.21宮城スタジアム 県中総体

20 齋藤なつき (2) 渡波 5.07.19 10.18宮城スタジアム 県中新人

女子共通3000m

日本中学記録　　 (MR)   4.21.41   宮崎　安澄 (湖東・熊本)                                     1989        
宮城県中学記録 (MJR)    4.30.91   岡本　由美子 (築館)                                         1992        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 鈴木　美穂 (3) 西多賀 10.02.31 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

2 阿部　千咲 (2) 西多賀 10.04.79 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

3 荒谷　紘佳 (3) 蛇田 10.13.20 11.22日体大健志 日体大長距離記録会

4 堀川　　倫 (3) 宮崎 10.13.92 10.24日産ｽﾀｼ゙ｱﾑｼ゙ｭﾆｱｵﾘﾝﾋ゚ｯｸ

5 遠藤ひかる (2) 中山 10.54.41 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

6 佐藤早也伽 (3) 鹿島台 10.59.67 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

7 佐藤　　舞 (3) 多賀城 11.01.12 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

8 佐々木　葵 (3) 村田一 11.08.82 8.30 仙台 JO県予選会

9 日下　水輝 (3) 蛇田 11.09.00 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

10 佐々木紗英 (3) 利府西 11.11.01 8.30 仙台 JO県予選会

11 米谷依里香 (2) 中野 11.15.01 11.7 仙台 若・宮区記録会

12 杉山　　茜 (3) 利府西 11.16.46 8.30 仙台 JO県予選会

13 上野　玲奈 (2) 南小泉 11.22.32 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

14 高橋　彩香 (3) 鶴谷 11.27.53 8.30 仙台 JO県予選会

15 守谷日向子 (3) 利府西 11.29.10 11.28 仙台 都道府県駅伝選考会

16 高沢　卓未 (?) 仙台中田 11.29.59 8.30 仙台 JO県予選会

17 川村　鞠奈 (?) 利府西 11.30.09 8.30 仙台 JO県予選会



女子100mH

日本中学記録　　 (MR)   13.7      東田　　望 (郡山南・奈良)                                   1987        
日本中学記録　　 (MR)   13.77     上田　　蘭 (住吉第一・大阪)                                 2008        
宮城県中学記録 (MJR)    14.57     三國　加歩 (寺岡)                                           2009        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 三國　加歩 (3) 寺岡 14.57 +0.5 6.15 仙台 仙台市中総体

2 宮本　真里 (2) 住吉 15.16 +0.7 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

3 後藤　　杏 (3) 七北田 15.19  0.08.22 大分 全日本中学

4 渡邊　朝美 (3) 八乙女 15.22 +0.97.20宮城スタジアム 県中総体

5 二階堂あかり (3) 志波姫 15.24 +0.7 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

6 新関　理奈 (3) 北角田 15.48 +0.37.20宮城スタジアム 県中総体

7 甲斐 　 雅 (3) 五城 15.57 +0.58.22 大分 全日本中学

8 遠藤まりな (2) 七北田 15.63 +1.810.11 仙台 仙台市新人

9 大村　由菜 (3) 七北田 15.76 -0.6 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

10 齋藤　真佑 (2) 塩竈二 15.78 +0.310.18宮城スタジアム 県中新人

11 平林　美優 (3) 仙台一 15.81 -0.6 6.15 仙台 仙台市中総体

12 大道寺美里 (2) 仙台中田 15.89 +1.810.11 仙台 仙台市新人

13 水野　優衣 (3) 五橋 16.10 +0.27.20宮城スタジアム 県中総体

14 奥津　晴香 (2) 渡波 16.11 0.0 10.18宮城スタジアム 県中新人

大崎はづき (2) 仙台一 16.11 +0.57.20宮城スタジアム 県中総体

16 佐藤佑希子 (1) 仙台一 16.17 +0.910.18宮城スタジアム 県中新人

17 渡邊　綾乃 (3) 郡山 16.18 +0.67.20宮城スタジアム 県中総体

18 中條　秀良 (2) 寺岡 16.32 +0.610.18宮城スタジアム 県中新人

片岡　美紗 (3) 南光台 16.32 +0.67.20宮城スタジアム 県中総体

田口　文子 (3) 加茂 16.32 +0.67.20宮城スタジアム 県中総体

女子低4×100mR

日本中学記録　　 (MR)   49.45     常盤・埼玉 (小川法子・城島直美・笹川深雪・中務尚美)         1981        
宮城県中学記録 (MJR)    51.06     五橋 (三浦千妙・山本美貴・氏家　南・丹野亜紀)               1991        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ ｵー ﾀ゙ ｰ 所属 記録

1 佐々木・松本・阿部・大森 石巻山下 51.99 9.27 女川 石巻選手権

2 大森・阿部・加美山・松本 石巻山下 52.49 7.21宮城スタジアム 県中総体

3 遠藤・岩朝・眞壁・西原 七北田 52.91 10.10 仙台 仙台市新人

4 小林・宮本・森・三條 住吉 53.17 10.17宮城スタジアム 県中新人

5 大澤・渡辺・大道寺・小山 仙台中田 53.35 10.17宮城スタジアム 県中新人

6 橘・鈴木・高橋・小野 宮城野 53.62 10.17宮城スタジアム 県中新人

7 三浦・小野・高橋・鈴木 宮城野 53.78 7.21宮城スタジアム 県中総体

8 大澤・渡辺・菅野・大道寺 仙台中田 53.94 10.17宮城スタジアム 県中新人

9 布田・油井・石原・伊藤 岩沼北 54.15 7.21宮城スタジアム 県中総体

10 工藤・小野・高橋・鈴木 宮城野 54.49 6.13 仙台 仙台市中総体

11 熊谷・萩原・瀬渕・赤坂 佐沼 54.66 7.21宮城スタジアム 県中総体

12 鹿又・岩朝・眞壁・遠藤 七北田 54.71 10.17宮城スタジアム 県中新人

13 橋谷田・伊東・高久・大内 長町 54.81 7.21宮城スタジアム 県中総体

14 佐藤・大崎・大滝・坂下 仙台一 54.87 10.17宮城スタジアム 県中新人

15 菊田・永田・神品・大山 中山 54.88 7.21宮城スタジアム 県中総体

16 岩間・千葉・鈴木・中條 寺岡 54.97 7.21宮城スタジアム 県中総体

佐々木・安西・後藤・平本 鶴が丘 54.97 10.17宮城スタジアム 県中新人

18 青木・千葉・鈴木・中條 寺岡 55.12 6.13 仙台 仙台市中総体

19 遠藤・飯野・齋藤・坂本 上杉山 55.13 7.21宮城スタジアム 県中総体

20 高橋・佐々木・曾根・渡部 南光台 55.30 6.13 仙台 仙台市中総体



女子4×100mR

日本中学記録　　 (MR)   47.86     常盤・埼玉 (猪股佳子・城島直美・笹川深雪・滝瀬布美子)       1983        
宮城県中学記録 (MJR)    48.9      東華 (佐藤奈緒美・横山潤子・菊地朝美・北越英恵)             1990        
宮城県中学記録 (MJR)    48.93     中野 (木村明日香・林美絵・石川茉実・須藤優)                 2006        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ ｵー ﾀ゙ ｰ 所属 記録

1 高見・荻原・吉村・柳町 上杉山 50.60 8.9 宮城スタジアム 東北中学

2 大村由・後藤・岩朝・大村伶 七北田 50.65 7.21宮城スタジアム 県中総体

3 荻原・宮下・吉村・高見 上杉山 51.05 4.25宮城スタジアム 春季陸上

4 横田・吉田・長岡・小暮 長町 51.41 7.21宮城スタジアム 県中総体

5 山縣・三國・菅原・太田 寺岡 51.47 6.13 仙台 仙台市中総体

6 馬場・ｵﾌｪｲーﾒﾇ・雲走・小原 角田 51.61 7.21宮城スタジアム 県中総体

7 岡田・渡邊・海藤・菅原 八乙女 51.68 7.21宮城スタジアム 県中総体

8 藤田・北山・青柳・宮田 仙台二 51.98 6.13 仙台 仙台市中総体

9 佐々木・松本・阿部・大森 石巻山下 51.99 9.27 女川 石巻選手権

10 高橋・後藤・岩朝・大村伶 七北田 52.05 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

11 高橋・小野・菅原・遠藤 宮城野 52.07 7.21宮城スタジアム 県中総体

12 加藤・菊地・沼倉・櫻井 中野 52.23 7.21宮城スタジアム 県中総体

13 浅野・佐々木・青木・高嶋 米山 52.29 7.21宮城スタジアム 県中総体

14 千葉・松本・阿部・大森 石巻山下 52.39 10.17宮城スタジアム 県中新人

15 熊谷・小野・菅原・遠藤 宮城野 52.50 7.21宮城スタジアム 県中総体

16 尾形・宍戸・渡邊・菊地 郡山 52.59 7.21宮城スタジアム 県中総体

17高橋・吉住・佐々木理・佐々木佳 将監 52.64 10.17宮城スタジアム 県中新人

18 鈴木・永田・伊東・大山 中山 52.69 10.10 仙台 仙台市新人

19 氏家・佐々木・千葉・高橋 東華 52.75 6.13 仙台 仙台市中総体

20 小山・若杉・多田・伊藤 附属 52.76 7.4 宮城スタジアム 通信陸上

女子走高跳

日本中学記録　　 (MR)   1m87      佐藤　　恵 (木戸・新潟)                                     1981        
宮城県中学記録 (MJR)    1m66      姉歯　さと (石巻)                                           1980        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 甲斐　　雅 (3) 五城 1m64 11.3 仙台 青葉・泉区民陸上

2 小野有里奈 (2) 北仙台 1m60 7.21宮城スタジアム 県中総体

3 太田万致子 (3) 寺岡 1m57 7.21宮城スタジアム 県中総体

4 小野里央奈 (2) 北仙台 1m55 10.11 仙台 仙台市新人

5 後藤　  杏 (3) 七北田 1m53 7.21宮城スタジアム 県中総体

松川　梨奈 (2) 古川 1m53 10.18宮城スタジアム 県中新人

7 橋本　沙希 (2) 宮城野 1m50 10.18宮城スタジアム 県中新人

8 渡邊　朝美 (3) 八乙女 1m48 6.15 仙台 仙台市中総体

藤田　唯来 (3) 将監 1m48 7.21宮城スタジアム 県中総体

10 阿部　紀恵 (2) 蛇田 1m47 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

11 加藤　麻佑 (2) 加茂 1m46 10.11 仙台 仙台市新人

仁井田きなり (2) 西山 1m46 10.11 仙台 仙台市新人

13 田口　文子 (3) 加茂 1m45 6.15 仙台 仙台市中総体

山口　美空 (2) 八軒 1m45 6.15 仙台 仙台市中総体

丹治　瑞穂 (3) みどり台 1m45 7.21宮城スタジアム 県中総体

16 星　　礼美 (3) 山田 1m44 5.4 仙台 中学強化記録会

玉田　捺未 (3) 名取二 1m44 7.21宮城スタジアム 県中総体

18 佐藤　　恵 (3) 加茂 1m43 6.15 仙台 仙台市中総体

坂本　真由 (3) 郡山 1m43 6.15 仙台 仙台市中総体

20 佐藤　由真 (3) 村田二 1m41 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

千葉　　唯 (2) 石巻山下 1m41 10.18宮城スタジアム 県中新人

佐藤　　和 (2) 米山 1m41 10.18宮城スタジアム 県中新人

菅野　絵莉 (2) 仙台中田 1m41 10.18宮城スタジアム 県中新人



女子走幅跳

日本中学記録　　 (MR)   6m19      池田　久美子 (酒田三・山形)                                 1995        
宮城県中学記録 (MJR)    5m59      菅井　晶子 (宮城野)                                         1982        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 菅原　真衣 (3) 寺岡 5m21 +1.8 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

山縣　彩瑛 (2) 寺岡 5m21 +0.4 5.4 仙台 中学強化記録会

3 宍戸　萌子 (3) 郡山 5m09 +0.8 7.5 宮城スタジアム 東北中学

4 相澤　　里 (2) 渡波 4m90 +1.5 7.21宮城スタジアム 県中総体

藤田　彩奈 (2) 仙台二 4m90 +2.0 6.15 仙台 仙台市中総体

6 林　　佑夏 (3) 長町 4m86 0.0 6.14 仙台 仙台市中総体

7 赤間　遥菜 (3) 袋原 4m82 +0.3 6.15 仙台 仙台市中総体

青柳樹李亜 (3) 仙台二 4m82 +0.3 5.4 仙台 中学強化記録会

9 北村　茉菜 (2) 西多賀 4m81 +1.210.11 仙台 仙台市新人

10 鈴木小枝子 (2) 中山 4m80 +1.010.11 仙台 仙台市新人

11 太田　夏美 (3) 中山 4m78 -0.9 7.20宮城スタジアム 県中総体

12 堀田　　遥 (3) 宮城野 4m77 +2.0 6.15 仙台 仙台市中総体

13 小野さえり (3) 宮城野 4m73 +1.1 4.18 仙台 強化記録会

14 吉住　　葵 (2) 将監 4m72 0.0 10.18宮城スタジアム 県中新人

15 大山　理子 (2) 中山 4m71 +0.5 9.13 仙台 仙台市民陸上

岸浪　拓美 (2) 豊里 4m71 +1.8 7.21宮城スタジアム 県中総体

17 鎌上　実沙 (3) 八乙女 4m70 +1.1 6.15 仙台 仙台市中総体

18 留畑瑚乃江 (2) 蛇田 4m66 0.0 9.27 女川 石巻選手権

19 佐々木理奈 (2) 将監 4m59 +0.410.18宮城スタジアム 県中新人

20 菊地紗和子 (3) 中野 4m58 +1.6 5.4 仙台 中学強化記録会

甲斐　　雅 (3) 五城 4m58 -0.4 9.13 仙台 仙台市民陸上

木村　真子 (2) 富沢 4m58 +1.810.11 仙台 仙台市新人

女子砲丸投

日本中学記録　　 (MR)   16m41     鈴木　梨枝 (宮の原)                                         2005        
宮城県中学記録 (MJR)    13m94     村上　順子 (石巻)                                           1963        

ﾗﾝｷﾝｸ゙ 氏名 所属 記録 風

1 髙橋　佳代 (3) 塩竈二 11m71 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

2 竹澤　綾音 (3) 宮床 11m54 7.5 宮城スタジアム 通信陸上

3 富永　鈴羅 (3) 五城 11m45 7.21宮城スタジアム 県中総体

4 足立　茉理 (3) 仙台二 11m37 8.9 宮城スタジアム 東北中学

5 渡邊　朝美 (3) 八乙女 11m35 7.21宮城スタジアム 県中総体

6 宮田　李子 (2) 仙台二 11m34 10.18宮城スタジアム 県中新人

7 菅原　美咲 (3) 栗駒 11m12 7.20宮城スタジアム 県中総体

8 藤原　沙希 (3) 折立 10m92 6.14 仙台 仙台市中総体

9 阿部　風香 (3) 向陽台 10m64 7.21宮城スタジアム 県中総体

10 大友　風香 (3) 松岩 10m39 7.20宮城スタジアム 県中総体

11 武田　佳澄 (2) 角田 10m85 10.18宮城スタジアム 県中新人

12 甲斐　　雅 (3) 五城 10m56 5.4 仙台 青葉・泉区民陸上

13 後藤  　杏 (3) 七北田 10m36 8.22 大分 全日本中学

14 石垣　亜季 (3) 八乙女 10m21 7.21宮城スタジアム 県中総体

15 今野由希奈 (3) 名取二 9m97 7.20宮城スタジアム 県中総体

16 阿部さくら (3) 女川第四 9m96 7.21宮城スタジアム 県中総体

17 木村　祥子 (3) 石巻 9m93 7.20宮城スタジアム 県中総体

平　のぞみ (1) 富谷二 9m93 10.18宮城スタジアム 県中新人

19 玉田　捺未 (?) 名取二 9m90 4.18 仙台 強化記録会

20 奥山奈津帆 (3) みどり台 9m89 7.5 宮城スタジアム 通信陸上



女子四種競技

日本中学記録　　 (MR)   3133      藤本　奈那 (福崎東・兵庫)                               　　2009

宮城県中学記録 (MJR)    2688      高橋　花織 (高森)                                           2006        

順位 ﾅﾝﾊ゙ 氏ー名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合

11682後藤　　杏 (3)七北田 15.21+0.61m5310m0427.70 0.0 2656 7.21宮城スタジアム 県中総体

2 171甲斐　　雅 (3)五城 15.88+1.51m6110m0327.84 -2.0 2650 10.31高崎 群馬県混成記録会

31799渡邊　朝美 (3)八乙女 15.22+0.91m4111m3527.78 0.0 2602 7.21宮城スタジアム 県中総体

4 17大崎はづき (2)仙台一 16.03-1.21m408m5428.11 -0.9 2279 10.18宮城スタジアム 県中新人

54645玉田　捺未 (3)名取二 16.45+0.61m449m1629.63 0.0 2198 7.21宮城スタジアム 県中総体

61921田口　文子 (3)加茂 16.32+0.61m447m8329.30 0.0 2151 7.21宮城スタジアム 県中総体

77607阿部　紀恵 (2)蛇田 17.33+0.91m478m6629.59 0.0 2101 7.21宮城スタジアム 県中総体

83481佐藤　由真 (3)村田二 16.99+0.21m418m6929.95 -0.9 2051 7.5宮城スタジアム 通信陸上

91862片岡　美紗 (3)南光台 16.32+0.61m308m6829.61 0.0 2038 7.21宮城スタジアム 県中総体

108843小山　紗知 (3)気仙沼 17.07 0.01m308m7929.73 -0.2 1950 7.5宮城スタジアム 通信陸上

11 410山口　美空 (2)八軒 18.6-1.31m456m7128.77 -1.5 1881 6.15仙台 仙台市中総体

122361岡部　さち (2)住吉台 18.7-1.21m378m0431.36 -0.9 1693 10.18宮城スタジアム 県中新人

134004徳永　晴香 (3)塩竈二 18.26+0.91m209m0930.58 -1.8 1686 7.21宮城スタジアム 県中総体

141770岩井川　萌 (2)八乙女 19.25-1.01m258m2029.82 -0.9 1633 10.18宮城スタジアム 県中新人

15 209平間　彩華 (3)宮城野 18.16 0 1m305m7028.44 -1.3 1603 6.15仙台 仙台市中総体

165865武田亜利奈 (3)古川東 18.74 0.01m308m4032.02 -0.2 1599 7.5宮城スタジアム 通信陸上

17 491菅原小夜子 (3)長町 19.43+0.21m258m4230.35 -0.4 1595 7.5宮城スタジアム 通信陸上

18 飯岡　真凜 (2)東向陽台 19.17-1.01m207m2929.10 -0.9 1588 10.18宮城スタジアム 県中新人

196887佐藤　由奈 (3)栗駒 19.62+0.91m307m1229.98 -1.1 1570 7.21宮城スタジアム 県中総体

202925佐藤　頌子 (3)白石東 18.60+0.51m306m6931.45 -1.8 1538 7.21宮城スタジアム 県中総体


