
１年100m
宮城県中学記録 (MJR)    12.67     郷右近　美優 (利府西)                                       2016.8. 9

２年１００ｍ

３年１００ｍ

２００ｍ
宮城県中学記録 (MJR)    25.00     三浦　由奈 (稲井)                                       2016.8.22

８００ｍ
宮城県中学記録 (MJR)    2.10.60   鈴木　美帆 (利府)                                           2003.10.26

１年１５００ｍ
宮城県中学記録 (MJR)    4.44.31   木村　梨七 (向陽台)                                         2014.10.12        

２．３年１５００ｍ
宮城県中学記録 (MJR)    4.29.68   清水　　萌 (西多賀)                                         2016.7.24

３０００ｍ
宮城県中学記録 (MJR)    9.49.18   清水　　萌 　(西多賀)                                         2016.8.28        

１００ｍH

１００ｍH

走高跳
宮城県中学記録 (MJR)    1m70      石岡　柚季 (中野)                                           2012.4.29

走幅跳
宮城県中学記録 (MJR)    5m59      菅井　晶子 (宮城野)                                         1982.8.10

砲丸投
宮城県中学記録 (MJR)    13m94     村上　順子 (石巻)                                          1963.8.4

四種競技
宮城県中学記録 (MJR)    2688      高橋　花織 (高森)                                          

低学年ﾘﾚｰ

宮城県中学記録 (MJR)    51.06     五　橋　　 (三浦千妙2・山本美貴1・氏家　南1・丹野亜紀2)1991.10.26        

共通ﾘﾚｰ

宮城県中学記録 (MJR)    48.93     中　野　 (木村明日香3・林　絵美3・石川茉実3・須藤　優2) 2006.7.22        

単独

宮城県中学記録 (MJR)    48.01 宮城選抜 (三浦由奈1・齋藤はるか3・及川優花2・佐藤芹香3)   2014.11.2        

混成

宮城県中学記録 (MJR)    14.04(+1.9)    及　川　優　花3 (登米中田)                                     

2015.8.20　 北海道厚別　　　全日本中学陸上

2015.10. 4　 和歌山紀三井寺公園　　　国民体育大会

宮城県中学記録 (MJR)    12.35     三浦　由奈 (稲井)            2015.7.21　　宮城県中総体　決勝　１位

宮城県中学記録 (MJR)    12.03(+0.8)    三浦　由奈 (稲井)   岩手県北上陸上競技場　国民体育大会  2016.10.8

2006.7.24　　利府　　宮城県中総体　

宮城県中学記録 (MJR)    14.31(+1.5)    及　川　優　花3 (登米中田)                                     
（76cm    IV:8m）

（76cm    IV:8.5m）



　

日本中学記録　　 (MR)   12.01     天城　帆乃香 (天竜・静岡)                                   2011.3.31        
宮城県中学記録 (MJR)    12.67     郷右近　美優 (利府西)                                       2016.8. 9

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 風 場所 大会名

1 ｴﾈ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ｴﾈ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 仙台 鶴　谷 1 13.22 +0.2 宮城スタジアム 宮城県新人

2 鵜澤　希妃 ｳｻﾞﾜ ｷｷ 栗原 築　館 1 13.24 +0.2 宮城スタジアム 宮城県新人

3 佐藤　結月 ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 栗原 築　館 1 13.35 +0.2 宮城スタジアム 宮城県新人

4 松川　颯華 ﾏﾂｶﾜ ﾊﾔｶ 牡鹿 女　川 1 13.50 -0.5 宮城スタジアム 宮城県新人

5 及川　清絢 ｵｲｶﾜ ｻｱﾔ 石巻 山　下 1 13.59 +0.3 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

6 小原　梨紗 ｵﾊﾞﾗ ﾘｻ 仙台 西多賀 1 13.60 +0.1 宮城スタジアム 宮城県新人

7 幕田　里咲 ﾏｸﾀ ﾘｻ 柴田 船　迫 1 13.66 +0.3 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

8 八島　あみ ﾔｼﾏ ｱﾐ 仙台 蒲　町 1 13.74 -1.2 仙台市陸上競技場 市民陸上

9 田口　美拍 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾊｸ 仙台 六　郷 1 13.80 +2.0 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

10 相澤　咲希 ｱｲｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 仙台 袋　原 1 13.81 0.0 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

11 小松梨里花 ｺﾏﾂ ﾘﾘｶ 気本 面　瀬 1 13.84 +0.1 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

12 佐藤　結華 ｻﾄｳ ﾕｲｶ 仙台 蒲　町 1 13.85 +1.2 仙台市陸上競技場 若宮太白記録会

13 寺田　莉菜 ﾃﾗﾀﾞ ﾘﾅ 仙台 南小泉 1 13.91 +1.0 宮城スタジアム 宮城県新人

14 佐藤　美咲 ｻﾄｳ ﾐｻｷ 白刈 白石東 1 13.95 +0.9 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

14 若生　姫香 ﾜｺｳ ﾋﾒｶ 石巻 蛇　田 1 13.95 -1.1 宮城スタジアム 宮城県新人  

16 伊勢澤こころ ｲｾｻﾞﾜ ｺｺﾛ 仙台 富　沢 1 13.98 0.0 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 通信陸上

17 中村　美杜 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾓﾘ 仙台 宮城野 1 13.99 +1.3 仙台市陸上競技場 市民陸上

17 岡　　希実 ｵｶ ﾉｿﾞﾐ 黒川 東向陽台 1 13.99 -0.3 宮城スタジアム 宮城県新人

19 草野　らら ｸｻﾉ ﾗﾗ 仙台 蒲　町 1 14.06 +2.0 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

20 林　　日菜 ﾊﾔｼ ﾋﾅ 仙台 青　陵 1 14.10 -0.8 宮城スタジアム 宮城県新人

　

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 風 場所 大会名

1 郷右近美優 ｺﾞｳｺﾝ ﾐﾕ 宮城 利府西 2 12.46 +0.7 青森県営陸上競技場 東北大会

2 佐藤　美里 ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 石巻 石　巻 2 12.76 +1.0 青森県営陸上競技場 東北大会

3 秋山　七海 ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ 石巻 蛇　田 2 12.95 -0.5 宮城スタジアム 宮城県新人

4 菅野　麻優 ｶﾝﾉ ﾏﾕ 仙台 八木山 2 12.98 -0.1 宮城スタジアム 宮城県新人

5 菅原　真桜 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ 仙台 東　華 2 13.06 +0.4 仙台市陸上競技場 泉･青葉記録会

6 福嶋　唯花 ﾌｸｼﾏ ﾕｲｶ 大崎 古川黎明 2 13.09 -0.5 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

7 熊谷　未希 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ 仙台 鶴が丘 2 13.10 +0.3 宮城スタジアム 通信陸上

8 冨田奈津実 ﾄﾐﾀ ﾅﾂﾐ 仙台 八乙女 2 13.20 +1.6 仙台市陸上競技場 長距離競技会

9 北村　桃子 ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｺ 仙台 郡　山 2 13.25 +1.2 宮城スタジアム 宮城県中総体

10 村上　彩渚 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾅ 仙台 松　陵 2 13.28 -1.3 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

11 伊藤　愛莉 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 大崎 古川東 2 13.29 -0.5 宮城スタジアム 宮城県新人

12 佐藤　姫菜 ｻﾄｳ ﾋﾅ 仙台 五　城 2 13.30 +1.6 仙台市陸上競技場 長距離競技会

13 佐藤　歩未 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 仙台 南中山 2 13.40 +0.3 宮城スタジアム 通信陸上

14 日野　菜々 ﾋﾉ ﾅﾅ 石巻 矢本第二 2 13.42 -0.6 宮城スタジアム 宮城県中総体

15 八重柏栞音 ﾔｴｶﾞｼﾜｼｵﾝ 黒川 東向陽台 2 13.43 +0.1 宮城スタジアム 宮城県中総体

15 佐藤くるみ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 石巻 蛇　田 2 13.43 +1.2 宮城スタジアム 宮城県中総体

15 鈴木　蒼依 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 仙台 加　茂 2 13.43 +1.6 仙台市陸上競技場 長距離競技会

18 松田　早希 ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ 仙台 沖　野 2 13.49 +0.4 宮城スタジアム 宮城県中総体

18 相原　彩乃 ｱｲﾊﾗ ｱﾔﾉ 大崎 古川東 2 13.49 +0.4 宮城スタジアム 宮城県中総体

18 大槻　　葵 ｵｵﾂｷ ｱｵｲ 仙台 中　田 2 13.49 +0.7 仙台市陸上競技場 若宮太白記録会

18 日下あやな ｸｻｶ ｱﾔﾅ 仙台 蒲　町 2 13.49 +0.8 仙台市陸上競技場 若宮太白記録会

日本中学記録　　 (MR)   12.01     鈴木　咲子 (大中山・北海道)                          1990.10.13        
宮城県中学記録 (MJR)    12.35     三浦　由奈 (稲井)                                    2015.7.21　　宮城県中総体　決勝　１位

2017 宮城県中学ランキング 女子1年100m

14"10まで

2017 宮城県中学ランキング 女子2年100m

13"49 まで



　

日本中学記録　　 (MR)   11.61     土井　杏南 (朝霧一・埼玉)                                   2010.8.23        
宮城県中学記録 (MJR)    12.3      林　　香里 (住吉)                                           1981        

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 風 場所 大会名

1 佐藤茉里奈 ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 仙台 八木山 3 12.62 +0.7 青森県営陸上競技場 東北大会

2 鈴木　華凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾘ 仙台 折　立 3 12.84 0.0 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

3 竹内　心良 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｺﾛ 仙台 中　野 3 12.86 +0.1 仙台市陸上競技場 国体予選少年B

4 藤野　　夢 ﾌｼﾞﾉ ﾕﾒ 石巻 山　下 3 12.91 +1.2 青森県営陸上競技場 東北大会

5 日下　優香 ｸｻｶ ﾕｳｶ 仙台 西　山 3 12.97 -2.3 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 通信陸上

6 早坂　　彩 ﾊﾔｻｶ ｱﾔ 仙台 将　監 3 12.99 +1.6 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

7 神山　巴南 ｶﾐﾔﾏ ﾊﾅ 石巻 矢本一 3 13.05 0.0 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

8 清塚　麻衣 ｷﾖﾂﾞｶ ﾏｲ 仙台 長町 3 13.10 +0.3 仙台市陸上競技場 若宮太白記録会 　

9 海谷　遥美 ｶｲﾔ ﾊﾙﾐ 仙台 柳　生 3 13.17 +1.6 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

9 谷村　彩名 ﾀﾆﾑﾗ ｱﾔﾅ 仙台 郡　山 3 13.17 +1.6 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

9 柴田　歩香 ｼﾊﾞﾀ ｱﾕｶ 仙台 五　城 3 13.17 +1.6 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

12 須田　理捺 ｽﾀﾞ　ﾘｵ 石巻 矢本一 3 13.20 +2.0 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

12 仲丸　泉美 ﾅｶﾏﾙ ｲｽﾞﾐ 仙台 五　橋 3 13.20 0.0 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

14 タフス映美莉 ﾀﾌｽ ｴﾐﾘ 仙台 宮城野 3 13.25 +0.5 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 県春季陸上

15 金森由布子 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｺ 仙台 郡　山 3 13.35 +0.9 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

16 太田　舞華 ｵｵﾀ ﾏｲｶ 仙台 山　田 3 13.36 -1.5 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

17 平野　由奈 ﾋﾗﾉ　ﾕﾅ 気本 条　南 3 13.37 0.0 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

18 小野寺早紀 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ 仙台 沖　野 3 13.38 +1.1 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

18 武藤　遥南 ﾑﾄｳ ﾊﾙﾅ 仙台 東　華 3 13.38 +1.6 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

18 高橋　　桜 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ 黒川 東向陽台 3 13.38 +1.3 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 通信陸上

　

日本中学記録　電動　(MR)   24.12     土橋　智花 (見前・岩手) 　　                                2010.8.22
日本中学記録　手動　(MR)   24.0      奥埜　めぐみ (竜山・兵庫)                                   1992        
宮城県中学記録 (MJR)    25.00     三浦　由奈 (稲井)                                       2016.8.22

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 風 場所 大会名

1 郷右近美優 ｺﾞｳｺﾝ ﾐﾕ 宮城 利府西 2 25.37 -0.0 熊本えがお健康 全日本中学

2 竹内　心良 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｺﾛ 仙台 中　野 3 25.99 -0.8 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 通信陸上

3 須田　理捺 ｽﾀﾞ　ﾘｵ 石巻 矢本一 3 26.08 -0.8 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 通信陸上

4 清塚　麻衣 ｷﾖﾂﾞｶ ﾏｲ 仙台 長　町 3 26.69 -0.8 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 通信陸上

5 國永　花音 ｸﾆﾅｶﾞ ｶﾉﾝ 仙台 八乙女 3 26.82 -0.8 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 通信陸上

5 市瀬百々果 ｲﾁﾉｾ ﾓﾓｶ 仙台 仙台青陵 3 26.82 +0.3 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

7 早坂　　彩 ﾊﾔｻｶ ｱﾔ 仙台 将　監 3 27.14 -1.1 仙台市陸上競技場 専門部記録会

7 冨田奈津実 ﾄﾐﾀ ﾅﾂﾐ 仙台 八乙女 2 27.14 +0.9 仙台市陸上競技場 仙台市新人

9 鈴木　華凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾘ 仙台 折　立 3 27.15 +0.1 仙台市陸上競技場 専門部記録会

10 川村　夢乃 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾒﾉ 仙台 長　町 3 27.24 +0.1 仙台市陸上競技場 専門部記録会

11 曲山　碧海 ﾏｶﾞﾘﾔﾏﾀﾏﾐ 黒川 成　田 3 27.29 +0.8 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 通信陸上

12 佐藤茉里奈 ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 仙台 八木山 3 27.37 -1.6 仙台市陸上競技場 仙台市記録会

13 秋山　七海 ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ 石巻 蛇　田 2 27.39 +0.1 仙台市陸上競技場 専門部記録会

14 佐藤　姫菜 ｻﾄｳ ﾋﾅ 仙台 五　城 2 27.41 -2.2 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 通信陸上

14 木村　真彩 ｷﾑﾗ　ﾏｱﾔ 仙台 岩　切 3 27.41 +0.4 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 宮城県中総体

16 菅野　麻優 ｶﾝﾉ ﾏﾕ 仙台 八木山 2 27.49 +0.2 船岡：仙台大学 仙台大競技会

17 村上　優希 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 仙台 八木山 3 27.51 +1.9 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

18 佐々木稚夏 ｻｻｷ ﾁﾅ 仙台 郡　山 2 27.53 +0.5 宮城スタジアム 宮城県新人

19 日下あやな ｸｻｶ ｱﾔﾅ 仙台 蒲　町 2 27.55 -0.2 宮城スタジアム 宮城県新人

20 鈴木　蒼依 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 仙台 加　茂 2 27.56 -0.7 宮城スタジアム 宮城県新人

27"56まで

2017 宮城県中学ランキング 女子3年100m

13"38まで

宮城県中学記録 (MJR)    12.03(+0.8)    三浦　由奈 (稲井)   岩手県北上陸上競技場　国民体育大会  2016.10.8

2017 宮城県中学ランキング 女子200m



　

日本中学記録　電動　　 (MR)   56.64     井戸アビゲイル風果 (美濃加茂西・岐阜) 　　                          2016.11.3   岐阜県秋季記録会
日本中学記録　手動　　 (MR)   55.9      奥埜　　めぐみ　　 (竜山・兵庫)       　                            1992.6.28　　兵庫県選手権        

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 月日 場所 大会名

1 川村　夢乃 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾒﾉ 仙台 長　町 3 59.10 4 16 仙台市陸上競技場 仙台市記録会

2 富谷奈津実 ﾄﾐﾀ ﾅﾂﾐ 仙台 八乙女 2 1.03.39 4 16 仙台市陸上競技場 仙台市記録会

3 本田　姫星 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾗﾗ 石巻 稲　井 2 1.04.48 6 4 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

4 杉　　春菜 ｽｷﾞ ﾊﾙﾅ 仙台 将　監 2 1.04.60 6 4 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

5 宮城　陽向 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾅﾀ 仙台 将　監 3 1.06.67 4 8 一関陸上競技場 みちのく春季

6 中野　風花 ﾅｶﾉ ﾌｳｶ 仙台 中　田 2 1.07.13 6 4 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

7 高橋　若那 ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ 仙台 西　山 3 1.07.39 4 16 仙台市陸上競技場 仙台市記録会

6 阿部ひなた ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ 仙台 六　郷 3 1.07.60 6 4 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

8 鈴木　夢菜 ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾅ 石巻 山　下 3 1.08.01 6 4 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

9 佐藤　　萌 ｻﾄｳ ﾓｴ 仙台 中　田 2 1.08.49 6 4 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

10 佐藤　公美 ｻﾄｳ ｸﾐ 仙台 富　沢 2 1.08.73 6 4 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

11 塚本　美陽 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾊﾙ 仙台 五　橋 3 1.09.35 6 4 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

12 高嶋　郁花 ﾀｶｼﾏ ｱﾔｶ 登米 米　山 3 1.09.41 4 8 一関陸上競技場 みちのく春季

13 橋本ひなた ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾀ 宮城 利府西 2 1.09.56 6 4 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

14 古林　日和 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 仙台 南中山 3 1.09.82 6 4 仙台市陸上競技場 77銀行記録会

　

日本中学記録　　 (MR)   2.07.19   高橋　ひな (山陽・兵庫)                                   2013

宮城県中学記録 (MJR)    2.10.60   鈴木　美帆 (利府)                                         2003.10.26

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 月日 場所 大会名

1 三浦　杏実 ﾐｳﾗ ﾓﾓ 石巻 塩竈一 3 2.15.17 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

2 長坂　柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ 仙台 東　華 1 2.15.74 10 29 日産スタジアム Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ全国大会

3 伊藤ののか ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 仙台 郡　山 2 2.18.67 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

4 長坂　桜花 ﾅｶﾞｻｶ ｵｳｶ 仙台 東　華 3 2.18.86 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

5 菅田　瑠那 ｽｶﾞﾀ ﾙﾅ 宮城 しらかし台 3 2.19.86 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

6 川村　夢乃 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾒﾉ 仙台 長　町 3 2.21.52 6 12 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

7 門脇　奈穂 ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾎ 黒川 富谷二 3 2.24.38 5 3 仙台市陸上競技場 専門部記録会

8 宮城　陽向 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾅﾀ 仙台 将　監 3 2.25.83 5 3 仙台市陸上競技場 専門部記録会

9 相原　遥南 ｱｲﾊﾗ ﾊﾙﾅ 黒川 富谷二 2 2.26.51 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

10 大友万杏子 ｵｵﾄﾓ ﾏｱｺ 塩竈 塩竈一 3 2.26.59 5 3 仙台市陸上競技場 専門部記録会

11 舘内ひより ﾀﾃｳﾁ ﾋﾖﾘ 仙台 長　町 3 2.27.24 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

12 山口かれん ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾚﾝ 仙台 向陽台 2 2.27.61 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

13 澤口凜音子 ｻﾜｸﾞﾁﾘｵｺ 仙台 蒲　町 3 2.27.72 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

14 鶉橋　麻鈴 ｳｽﾞﾗﾊｼ ﾏﾘﾝ 仙台 郡　山 3 2.28.10 5 3 仙台市陸上競技場 専門部記録会

15 大谷　千遥 ｵｵﾀﾆ ﾁﾊﾙ 仙台 南光台 3 2.28.39 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

16 池田　リン ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 仙台 郡　山 2 2.28.51 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

17 上屋敷夏季 ｶﾐﾔｼｷ ﾅﾂｷ 石巻 矢本一 2 2.28.94 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

18 中野　風花 ﾅｶﾉ ﾌｳｶ 仙台 中　田 2 2.29.07 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

19 渡邉なちる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁﾙ 仙台 広　瀬 2 2.29.53 9 16 仙台市陸上競技場 仙台市民陸上

20 岩本菜々果 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅｶ 仙台 広　瀬 3 2.29.54 9 16 仙台市陸上競技場 仙台市民陸上

2'29"54まで

2017 宮城県中学ランキング 女子400m

1.10.00まで

2017 宮城県中学ランキング 女子800m



　

日本中学記録　　 (MR)   4.35.10   清水　美穂 (足寄・北海道)                                   2003.8.20
宮城県中学記録 (MJR)    4.44.31   木村　梨七 (向陽台)                                         2014.10.12        

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 場所 大会名

1 長坂　柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ 仙台 東　華 1 4.47.37 青森県営陸上競技場 東北大会

2 木村　優香 ｷﾑﾗ ﾕｶ 名取 増　田 1 4.56.67 宮城スタジアム 宮城県新人

3 力丸　　楓 ﾘｷﾏﾙ ｶｴﾃﾞ 仙台 宮教大附属 1 4.59.63 仙台市陸上競技場 仙台市新人

4 横山　綺星 ﾖｺﾔﾏ ｷﾗ 仙台 高　森 1 5.01.71 仙台市陸上競技場 仙台市新人

5 山﨑　めい ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ 名取 増　田 1 5.01.95 宮城スタジアム 宮城県新人

6 齋藤　莉子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 仙台 寺　岡 1 5.03.94 仙台市陸上競技場 仙台市新人

7 及川　ゆら ｵｲｶﾜ ﾕﾗ 黒川 大　郷 1 5.06.66 青森県営陸上競技場 東北大会

8 荒井　沙織 ｱﾗｲ ｻｵﾘ 柴田 金ヶ瀬 1 5.08.76 宮城スタジアム 宮城県新人

9 千田　采葵 ﾁﾀﾞ ｱｵｲ 仙台 東　華 1 5.09.19 宮城スタジアム 宮城県新人

10 伊藤　晴香 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 仙台 東　華 1 5.09.19 仙台市陸上競技場 長距離競技会

11 渡邊　萩乃 ﾜﾀﾅﾍﾞﾊｷﾞﾉ 宮城 しらかし台 1 5.11.38 宮城スタジアム 宮城県新人

12 津田　彩音 ﾂﾀﾞ ｱﾔﾈ 石巻 青　葉 1 5.12.37 宮城スタジアム 宮城県中総体

13 菅原　乃蒼 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉｱ 栗原 若　柳 1 5.12.39 宮城スタジアム 通信陸上

14 池田　麗音 ｲｹﾀﾞ ﾚｵﾝ 柴田 大河原 1 5.12.70 宮城スタジアム 宮城県新人

15 及川　愛依 ｵｲｶﾜ ﾒｲ 岩沼 岩　沼 1 5.13.89 宮城スタジアム 宮城県中総体

16 西城　伽音 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾉﾝ 石巻 石　巻 1 5.14.48 宮城スタジアム 宮城県中総体

17 佐藤美智花 ｻﾄｳ ﾐﾁｶ 仙台 宮城野 1 5.14.90 宮城スタジアム 宮城県中総体

18 佐々木日向 ｻｻｷ ﾋﾅﾀ 仙台 長　町 1 5.14.96 宮城スタジアム 通信陸上

19 平塚　葉菜 ﾋﾗﾂｶ ﾊﾅ 角伊 丸　森 1 5.15.28 宮城スタジアム 宮城県中総体

20 髙橋　来望 ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ 石巻 湊 1 5.15.51 宮城スタジアム 宮城県中総体

　

日本中学記録　　 (MR)   4.19.46   福田　有以 (稲美北・兵庫)                                   2010.9.26
宮城県中学記録 (MJR)    4.29.68   清水　　萌 (西多賀)                                         2016.7.24

 ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 場所 大会名

1 門脇　奈穂 ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾎ 黒川 富谷二 3 4.45.89 宮城スタジアム 宮城県中総体

2 林　　瞳花 ﾊﾔｼ ｵﾄｶ 石巻 矢本第一 3 4.46.58 宮城スタジアム 宮城県中総体

3 大友万杏子 ｵｵﾄﾓ ﾏｱｺ 塩竈 塩竈一 3 4.46.60 宮城スタジアム 宮城県中総体

4 伊藤　璃乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 岩沼 岩　沼 3 4.47.19 宮城スタジアム 宮城県中総体

5 伊勢谷深優 ｲｾﾔ ﾐｭｳ 仙台 東　華 3 4.48.59 宮城スタジアム 宮城県中総体

6 鶉橋　麻鈴 ｳｽﾞﾗﾊｼ ﾏﾘﾝ 仙台 郡　山 3 4.52.94 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

7 庄司　優空 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾗ 名取 増　田 3 4.53.40 宮城スタジアム 通信陸上

8 阿部ひなた ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ 仙台 六　郷 3 4.53.41 宮城スタジアム 通信陸上

9 伊藤ののか ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 仙台 郡　山 2 4.55.22 宮城スタジアム 宮城県新人

10 齋藤ほのか ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ 仙台 宮城野 2 4.56.85 日産スタジアム Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ全国大会

11 渡邉なちる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁﾙ 仙台 広　瀬 2 4.57.47 仙台市陸上競技場 仙台市新人

12 庄司　　麗 ｼｮｳｼﾞ ｳﾗﾗ 仙台 東　華 2 4.57.98 仙台市陸上競技場 仙台市新人

13 本多　瑞妃 ﾎﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 仙台 高　砂 2 5.00.08 仙台市陸上競技場 仙台市新人

14 千葉　百瑛 ﾁﾊﾞ ﾓﾓｴ 大崎 古川黎明 3 5.00.79 宮城スタジアム 宮城県中総体

15 鈴木　未栞 ｽｽﾞｷ ﾐｵﾘ 黒川 東向陽台 2 5.01.28 宮城スタジアム 宮城県新人

16 熊谷ひかる ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ 仙台 八木山 3 5.02.89 宮城スタジアム 通信陸上

17 浅野　舞花 ｱｻﾉ ﾏｲｶ 石巻 石　巻 2 5.03.02 宮城スタジアム 通信陸上

18 後藤　飛空 ｺﾞﾄｳ ﾋﾗ 石巻 蛇　田 2 5.03.40 宮城スタジアム 宮城県新人

19 吉田　恭恵 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｴ 仙台 仙台一 2 5.03.43 宮城スタジアム 宮城県新人

20 今野智那津 ｺﾝﾉ ﾁﾅﾂ 石巻 蛇　田 3 5.03.83 宮城スタジアム 通信陸上

5'03"83まで

2017 宮城県中学ランキング 女子1年1500m

5'15"51まで

2017 宮城県中学ランキング 女子2,3年1500m



　

日本中学記録　　 (MR)   9.10.18   山中　美和子 (香芝・奈良)                                   1993.10.27
宮城県中学記録 (MJR)    9.49.18   清水　　萌 　(西多賀)                                         2016.8.28        

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 場所 大会名

1 伊勢谷深優 ｲｾﾔ ﾐｭｳ 仙台 東　華 3 日産スタジアム Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ全国大会

2 大友万杏子 ｵｵﾄﾓ ﾏｱｺ 塩竈 塩竈一 3 仙台大学陸上競技場 仙台大競技会

3 門脇　奈穂 ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾎ 黒川 富谷二 3 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

4 林　　瞳花 ﾊﾔｼ ｵﾄｶ 石巻 矢本第一 3 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

5 長坂　桜花 ﾅｶﾞｻｶ ｵｳｶ 仙台 東　華 3 仙台市陸上競技場 都道府県駅伝選考会

6 庄司　　麗 ｼｮｳｼﾞ ｳﾗﾗ 仙台 東　華 2 仙台市陸上競技場 都道府県駅伝選考会

7 木村　優香 ｷﾑﾗ ﾕｶ 名取 増　田 1 仙台市陸上競技場 長距離競技会

8 伊藤　璃乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 岩沼 岩　沼 3 仙台市陸上競技場 都道府県駅伝選考会

9 阿部ひなた ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ 仙台 六　郷 3 仙台市陸上競技場 都道府県駅伝選考会

10 有谷　　萌 ｱﾘﾔﾒ ｸﾞﾐ 仙台 仙台二華 3 仙台市陸上競技場 都道府県駅伝選考会

11 鶉橋　麻鈴 ｳｽﾞﾗﾊｼ ﾏﾘﾝ 仙台 郡　山 3 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

12 齋藤ほのか ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ 仙台 宮城野 2 仙台市陸上競技場 都道府県駅伝選考会

13 千葉　百瑛 ﾁﾊﾞ ﾓﾓｴ 大崎 古川黎明 3 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

14 鈴木　未栞 ｽｽﾞｷ ﾐｵﾘ 黒川 東向陽台 2 船岡：仙台大学 仙台大競技会

15 大谷　千遥 ｵｵﾀﾆ ﾁﾊﾙ 仙台 南光台 3 仙台市陸上競技場 仙台市記録会

16 本多　瑞妃 ﾎﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 仙台 高　砂 2 仙台市陸上競技場 都道府県駅伝選考会

17 横山　綺星 ﾖｺﾔﾏ ｷﾗ 仙台 高　森 1 仙台市陸上競技場 若宮太白記録会

18 下窪　彩音 ｼﾓｸﾎﾞ ｱﾔﾈ 石巻 矢本第一 3 仙台市陸上競技場 都道府県駅伝選考会

19 千田　采葵 ﾁﾀﾞ ｱｵｲ 仙台 東　華 1 仙台市陸上競技場 長距離競技会

20 蛭田　菜央 ﾋﾙﾀ ﾅｵ 仙台 向陽台 2 仙台市陸上競技場 仙台市民陸上

　

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 風 場所 大会名

1 タフス映美莉 ﾀﾌｽ ｴﾐﾘ 仙台 宮城野 3 14.96 +0.8 宮城スタジアム 通信陸上

2 福嶋　唯花 ﾌｸｼﾏ ﾕｲｶ 大崎 古川黎明 2 15.14 -0.9 宮城スタジアム 宮城県新人

3 髙橋のの花 ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｶ 仙台 五　橋 3 15.21 0.0 宮城スタジアム 宮城県中総体

4 生井　　杏 ﾅﾏｲ ｱﾝ 仙台 長　町 2 15.24 -0.9 宮城スタジアム 宮城県新人

5 石川　咲香 ｲｼｶﾜ ｻﾁｶ 仙台 八　軒 2 15.33 -0.4 宮城スタジアム 宮城県新人

6 大友　玲奈 ｵｵﾄﾓ ﾚｲﾅ 仙台 八　軒 3 15.36 +0.3 宮城スタジアム 宮城県中総体

7 稲葉　彩日 ｲﾅﾊﾞ ｱﾔｶ 仙台 上杉山 3 15.50 +0.7 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ 通信陸上

8 曲山　碧海 ﾏｶﾞﾘﾔﾏﾀﾏﾐ 黒川 成　田 3 15.52 -0.4 宮城スタジアム 宮城県中総体

9 本田　姫星 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾗﾗ 石巻 稲　井 3 15.53 +0.3 宮城スタジアム 宮城県中総体

10 佐藤　美羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 仙台 南小泉 3 15.72 +0.8 宮城スタジアム 通信陸上

11 千葉璃緒奈 ﾁﾊﾞ ﾘｵﾅ 仙台 八　軒 2 15.89 +1.8 仙台市陸上競技場 仙台市新人

12 中村　寧々 ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 仙台 五　橋 3 15.90 +0.3 宮城スタジアム 宮城県中総体

13 松原　千青 ﾏﾂﾊﾞﾗﾁﾊﾙ 仙台 仙台二 3 16.01 +0.7 宮城スタジアム 通信陸上

14 金森由布子 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｺ 仙台 郡　山 3 16.05 +0.1 宮城スタジアム 宮城県中総体

15 水島　暁乃 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｷﾉ 仙台 広　瀬 3 16.17 +0.7 宮城スタジアム 通信陸上

16 金子ひなた ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ 仙台 西　山 3 16.18 +0.7 宮城スタジアム 通信陸上

16 保坂　結貴 ﾎｻｶ ﾕｷ 仙台 中　田 3 16.18 -0.3 宮城スタジアム 宮城県中総体

18 井上　明優 ｲﾉｳｴ ｱﾕ 仙台 高　砂 3 16.27 +1.4 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

19 北村　綾香 ｷﾀﾑﾗ ｱﾔｶ 仙台 中　野 2 16.28 -0.9 宮城スタジアム 宮城県新人

20 橋本　美里 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻﾄ 仙台 西　山 3 16.31 +0.8 宮城スタジアム 宮城県中総体

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 風 場所 大会名

1 タフス映美莉 ﾀﾌｽ ｴﾐﾘ 仙台 宮城野 3 15.63 -0.9 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ全国大会

2 髙橋のの花 ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｶ 仙台 五　橋 3 15.99 -2.3 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

3 曲山　碧海 ﾏｶﾞﾘﾔﾏﾀﾏﾐ 黒川 成　田 3 16.37 -2.3 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

4 大友　玲奈 ｵｵﾄﾓ ﾚｲﾅ 仙台 八　軒 3 16.64 -0.5 仙台市陸上競技場 少年B国体予選

11.19.14

10.59.83

11.01.08

11.08.21

11.12.82

11.16.82

11.16.83

10.39.67

10.41.26

10.42.04

10.42.19

10.47.36

11.18.03

10.15.55

10.25.27

10.34.83

10.37.87

10.39.11

10.39.54

日本中学記録　　 (MR)   13.56(+2.0)     沢田　イレーネ3 (調布四・東京)                           2012.6.3　　夢の島陸上競技場　　第２８回東京リレーカーニバル

11'24"57まで

2017 宮城県中学ランキング 女子3000m

2017 宮城県中学ランキング 女子100mﾊｰﾄﾞﾙ

16"31まで

記録

10.04.64

宮城県中学記録 (MJR)    14.31(+1.5)    及　川　優　花3 (登米中田)                                     2015.8.20　 北海道厚別　　　全日本中学陸上

日本中学記録　　 (MR)   13.66(+1.4)    藤　森　菜　那 (浜松入野・静岡)                                 2012.10.7

【ユースハードル】ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8.5m

宮城県中学記録 (MJR)    14.04(+1.9)    及　川　優　花3 (登米中田)                                     2015.10. 4　 和歌山紀三井寺公園　　　国民体育大会



日本中学記録　　 (MR)   49.45     常盤・埼玉      1981.10.31        

宮城県中学記録 (MJR)    51.06     五　橋　　    1991.10.26        

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 地区 学校名 記録 月 日 場　　所 大会名

1 ① 栗原 築　館 53.31 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

2 ② 大崎 古川東 53.57 8 9 青森県陸上競技場 東北大会

3 ③ 仙台 長　町 53.68 10 7 仙台市陸上競技場 仙台市新人

4 ④ 仙台 東　華 53.79 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

5 ⑤ 仙台 蒲　町 53.90 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

6 ⑥ 宮城 利府西 54.09 10 14 宮城スタジアム 宮城県新人

7 ⑦ 仙台 郡　山 54.48 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

8 ⑧ 仙台 中　田 54.56 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

9 ⑨ 仙台 富　沢 54.67 10 14 宮城スタジアム 宮城県新人

10 ⑩ 仙台 七北田 54.75 10 14 宮城スタジアム 宮城県新人

11 ⑪ 仙台 柳　生 54.77 6 10 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

12 ⑨ 仙台 六　郷 55.03 10 14 宮城スタジアム 宮城県新人

13 ⑫ 仙台 広　瀬 55.19 10 7 仙台市陸上競技場 仙台市新人

14 ⑬ 石巻 山　下 55.24 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

日本中学記録　　 (MR)   47.30     朝霞一・埼玉      　　　2009.8.24        

日本中学記録　　 (MR)   46.70     兵庫県選抜 (古西清乃・今村芹加・古段佐南・宮田乙葉)     　　　　　2014.11.2        　

宮城県中学記録 (MJR)    48.93     中　野　         2006.7.22        

宮城県中学記録 (MJR)    48.01     宮城選抜          2014.11.2        

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 地区 学校名 記録 月 日 場　　所 大会名

op 宮城選抜 49.94 ## ## 日産スタジアム Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ全国大会

1 ① 仙台 八木山 50.72 7 1 宮城スタジアム 通信陸上

2 ② 仙台 郡　山 50.87 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

3 ③ 石巻 矢本第一 50.88 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

4 ④ 仙台 将　監 51.06 6 10 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

5 ⑤ 仙台 長　町 51.13 6 10 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

6 ⑥ 石巻 蛇　田 51.15 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

7 ⑦ 大崎 古川黎明 51.27 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

8 ⑧ 石巻 石　巻 51.54 7 22 宮城スタジアム 宮城県中総体

9 ⑨ 仙台 中　田 51.61 7 1 宮城スタジアム 通信陸上

10 ⑩ 仙台 宮城野 51.66 6 10 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

11 ⑪ 仙台 八乙女 51.71 7 1 宮城スタジアム 通信陸上

12 ⑫ 石巻 山　下 51.90 7 1 宮城スタジアム 通信陸上

13 ⑬ 仙台 折　立 51.94 6 10 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

14 ⑭ 仙台 蒲　町 51.95 6 10 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

51"95まで

女子低学年4×100mﾘﾚｰ

55"24まで　

女子共通4×100mリレー

　



　

日本中学記録　　 (MR)   1m87      佐藤　　恵 (木戸・新潟)                                     1981.10.25        
宮城県中学記録 (MJR)    1m70      石岡　柚季 (中野)                                           2012.4.29

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 登録番号 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 月 日 場所 大会名

1 356 二間瀬董子 ﾌﾀﾏｾ ﾄｳｺ 仙台 五　橋 3 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

1 1777 小田嶋穂乃香 ｵﾀﾞｼﾏ ﾎﾉｶ 仙台 八乙女 3 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

3 5575 曲山　碧海 ﾏｶﾞﾘﾔﾏﾀﾏﾐ 黒川 成　田 3 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

4 811 國部　彩心 ｸﾆﾍﾞ ｱﾐ 仙台 郡　山 3 4 16 仙台市陸上競技場 仙台市記録会

4 2065 早坂　麻里 ﾊﾔｻｶ ﾏﾘ 仙台 寺　岡 3 6 12 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

6 138 相原かのん ｱｲﾊﾗ ｶﾉﾝ 仙台 上杉山 3 5 3 仙台市陸上競技場 専門部記録会

6 1442 水島　暁乃 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｷﾉ 仙台 広　瀬 3 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

6 139 稲葉　彩日 ｲﾅﾊﾞ ｱﾔｶ 仙台 上杉山 3 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

9 227 木村　玲奈 ｷﾑﾗ ﾚｲﾅ 仙台 宮城野 3 6 11 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

9 566 相澤　りお ｱｲｻﾞﾜ ﾘｵ 仙台 六　郷 3 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

11 1416 金子ひなた ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ 仙台 西　山 3 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

11 5851 富澤　　瑠 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾙｲ 大崎 古川東 2 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

11 8550 児玉　真依 ｺﾀﾞﾏ ﾏｲ 石巻 矢本一 2 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

11 5927 塚辺真理子 ﾂｶﾍﾞ ﾏﾘｺ 大崎 古川黎明 2 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

15 1716 栗原　萌衣 ｸﾘﾊﾗ ﾒｲ 仙台 七北田 2 4 16 仙台市陸上競技場 仙台市記録会

15 2296 佐藤　　優 ｻﾄｳ ﾕｳ 仙台 高　森 3 6 12 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

15 1893 川守田　花 ｶﾜﾓﾘﾀ ﾊﾅ 仙台 向陽台 3 6 12 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

18 1444 藤田　真央 ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ 仙台 広　瀬 3 8 26 仙台市陸上競技場 記録会

18 1803 佐々木葉奈 ｻｻｷ ﾊﾅ 仙台 将　監 2 10 7 仙台市陸上競技場 仙台市新人

20 4693 笹川　萌奈 ｻｻｶﾜ ﾒｲﾅ 名取 増　田 3 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

20 74 松原　千青 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁﾊﾙ 仙台 仙台二 3 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

　

日本中学記録　　 (MR)   6m20      藤山　有希 (足柄台・神奈川)                                 2016.10.7
宮城県中学記録 (MJR)    5m59      菅井　晶子 (宮城野)                                         1982.8.10

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 登録番号 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 風 月 日 場所 大会名

1 515 清塚　麻衣 ｷﾖﾂﾞｶ ﾏｲ 仙台 長町 3 5m19 0.0 7 9 宮城スタジアム 宮城県選手権

2 5939 秀岳　侑美 ﾋﾃﾞﾀｹ ﾕｳﾐ 大崎 古川黎明 3 5m14 +1.1 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

3 136 中山　朱理 ﾅｶﾔﾏ ｱｶﾘ 仙台 上杉山 3 5m08 +1.0 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

4 533 三品　有莉 ﾐｼﾅ ﾕﾘ 仙台 中　田 3 5m00 +1.5 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

5 1261 高橋　　杏 ﾀｶﾊｼ ｱﾝ 仙台 折　立 3 4m98 +1.5 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

6 537 大槻　　葵 ｵｵﾂｷ ｱｵｲ 仙台 中　田 2 4m96 +0.3 10 29 日産スタジアム Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ全国大会

7 150 小野舞奈香 ｵﾉ ﾏﾅｶ 仙台 上杉山 2 4m89 +0.2 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

8 1793 伊藤　美冬 ｲﾄｳ ﾐﾌﾕ 仙台 八乙女 3 4m87 +0.9 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

9 7788 藤野　　希 ﾌｼﾞﾉ ﾉｿﾞﾐ 石巻 山　下 2 4m85 0.0 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

10 1420 林　　心凛 ﾊﾔｼ ｺﾘﾝ 仙台 西　山 3 4m85 +0.1 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

11 13 高橋　美輝 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 仙台 仙台一 3 4m84 +1.8 6 12 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

12 7770 阿部　百華 ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 石巻 山　下 3 4m81 +0.7 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

12 9375 川村　麻帆 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾎ 仙台 青　陵 2 4m81 -1.2 10 8 仙台市陸上競技場 仙台市新人

14 313 菅原　真桜 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ 仙台 東　華 2 4m81 +0.3 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

15 330 秋山ほの香 ｱｷﾔﾏ ﾎﾉｶ 仙台 五　橋 3 4m75 +0.1 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

16 1692 服部　叶佳 ﾊｯﾄﾘ ｶﾅｶ 仙台 七北田 1 4m72 +0.8 10 8 仙台市陸上競技場 仙台市新人

17 2929 真壁　　和 ﾏｶﾍﾞ ﾉﾄﾞｶ 白刈 白石東 3 4m69 -1.0 5 3 仙台市陸上競技場 専門部記録会

17 1707 村松　理子 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 仙台 七北田 3 4m69 +1.0 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

19 147 大沼凜々子 ｵｵﾇﾏ ﾘﾘｺ 仙台 上杉山 2 4m68 +0.2 8 26 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

20 7049 鈴木　　陽 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ 登米 佐　沼 2 4m66 +1.2 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

1m43

1m43

1m42

1m42

1m41

1m41

1m45

1m44

1m44

1m44

1m44

1m43

1m52

1m52

1m50

1m50

1m50

1m45

４Ｍ６８まで

2017 宮城県中学ランキング 女子走高跳

１Ｍ４１まで

2017 宮城県中学ランキング 女子走幅跳

記録

1m55

1m55

1m53



　

日本中学記録　　 (MR)   16m67     尾山　和華 (志方・兵庫)                                  2014        
宮城県中学記録 (MJR)    13m94     村上　順子 (石巻)                                        1963.8.4

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 登録番号 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 月 日 場所 大会名

1 3084 秋葉　珠莉 ｱｷﾊﾞ ｼﾞｭﾘ 白刈 七ヶ宿 3 13m66 8 9 青森県営陸上競技場 東北大会

2 532 永山　歩実 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 仙台 中　田 3 13m10 4 22 宮城スタジアム 県春季陸上

3 511 片桐　琴香 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾄｶ 仙台 長　町 3 12m90 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

4 210 長野　智佳 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓｶ 仙台 宮城野 2 11m92 9 16 仙台市陸上競技場 仙台市民陸上

5 5938 佐々木智絢 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 大崎 古川黎明 3 11m79 5 20 仙台市陸上競技場 強化記録会

6 140 亀井　安紗 ｶﾒｲ ｱｻ 仙台 上杉山 3 11m29 6 11 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

7 7446 作山　愛果 ｻｸﾔﾏ ｱｲｶ 石巻 石　巻 3 10m98 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

8 2742 沼田　晴凪 ﾇﾏﾀ ﾊﾙﾅ 仙台 白百合 3 10m86 4 22 宮城スタジアム 県春季陸上

9 227 木村　玲奈 ｷﾑﾗ ﾚｲﾅ 仙台 宮城野 3 10m64 8 10 青森県営陸上競技場 東北大会

10 2745 近藤　綾香 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 仙台 白百合 2 10m58 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

11 516 佐々木優海 ｻｻｷ ﾕｳﾐ 仙台 長　町 3 10m52 4 22 宮城スタジアム 県春季陸上

12 979 目黒　結惟 ﾒｸﾞﾛ ﾕｲ 仙台 八木山 3 10m51 7 23 宮城スタジアム 宮城県中総体

13 9016 熊谷　芽衣 ｸﾏｶﾞｲ ﾒｲ 気本 新　月 3 10m47 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

14 2051 白石　響子 ｼﾗｲｼ ｷｮｳｺ 仙台 寺　岡 3 10m43 4 22 宮城スタジアム 県春季陸上

15 7881 高城　明和 ﾀｶｷﾞ ｱｽｶ 石巻 飯野川 3 10m27 7 2 宮城スタジアム 通信陸上

16 207 鈴木　桃歌 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 仙台 宮城野 2 10m20 10 8 仙台市陸上競技場 仙台市新人

17 8526 工藤梨帆子 ｸﾄﾞｳ ﾘﾎｺ 石巻 矢本第一 2 10m06 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

18 534 引地　歩実 ﾋｷﾁ ｱﾕﾐ 仙台 中　田 3 9m51 6 11 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

19 1416 金子ひなた ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ 仙台 西　山 3 9m45 7 24 宮城スタジアム 宮城県中総体

20 3085 日野　春奈 ﾋﾉ　ﾊﾅ 白刈 七ヶ宿 2 9m44 10 15 宮城スタジアム 宮城県新人

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 登録番号 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 月 日 場所 大会名

1 3084 秋葉　珠莉 ｱｷﾊﾞ ｼﾞｭﾘ 白刈 七ヶ宿 3 10m88 8 27 仙台市陸上競技場 少年B国体予選

2 511 片桐　琴香 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾄｶ 仙台 長　町 3 10m60 8 27 仙台市陸上競技場 少年B国体予選

3 532 永山　歩実 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 仙台 中　田 3 10m45 7 9 宮城スタジアム 宮城県選手権

　

日本中学記録　　 (MR)   44m57     齋藤　真希 (余目・山形)                                  2015.10.10　　酒田市秋季記録会        
宮城県中学記録 (MJR)    29m63     工藤梨帆子2 (矢本第一)                                   2017.8.27

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 登録番号 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 月 日 場所 大会名

1 8526 工藤梨帆子 ｸﾄﾞｳ ﾘﾎｺ 石巻 矢本第一 2 29m63 8 27 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

2 5938 佐々木智絢 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 大崎 古川黎明 3 26m58 8 27 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

3 2745 近藤　綾香 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 仙台 白百合 2 24m51 8 27 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

　

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 登録番号 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 記録 月 日 場所 大会名

1 4118 上田　萌愛 ｳｴﾀﾞ ﾓｴ 塩竈 玉　川 3 35m53 8 26 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

2 511 片桐　琴香 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾄｶ 仙台 長　町 3 32m42 8 26 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

3 2447 阿部　海夢 ｱﾍﾞ ﾐﾕｳ 仙台 松　陵 3 31m64 8 26 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

4 2742 沼田　晴凪 ﾇﾏﾀ ﾊﾙﾅ 仙台 白百合 3 31m62 8 26 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

5 414 樋口　萌杏 ﾋｸﾞﾁ ﾓｱ 仙台 八　軒 2 29m92 8 26 仙台市陸上競技場 Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ県予選

 

2017 宮城県中学ランキング 女子砲丸投

９Ｍ４４まで

【JrＡ砲丸投】4.0kg

２８ｍ００まで

2017 宮城県中学ランキング 女子円盤投

２０ｍ００まで

2017 宮城県中学ランキング 女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ



　
日本中学記録　　 (MR)   3172      藤本　奈那 (浜松入野・静岡)                               
宮城県中学記録 (MJR)    2688      高橋　花織 (高森)                                          

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 登録番号 氏　　名 フリガナ 地区 所属中学校 学年 総合得点 １００ＭＨ 風 走高跳 砲丸投 ２００Ｍ 風 月日 場所 大会名

1 5575 曲山　碧海 ﾏｶﾞﾘﾔﾏﾀﾏﾐ 黒川 成　田 3 2559 15.84 0.7 1m53 9m27 27.29 0.8 7.1～7.2 宮城スタジアム 通信陸上

2 139 稲葉　彩日 ｲﾅﾊﾞ ｱﾔｶ 仙台 上杉山 3 2515 15.68 0.0 1m50 9m35 27.72 0.8 7.23～7.24 宮城スタジアム 宮城県中総体

3 1442 水島　暁乃 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｷﾉ 仙台 広　瀬 3 2376 16.17 0.7 1m50 8m79 28.27 0.8 7.1～7.2 宮城スタジアム 通信陸上

4 227 木村　玲奈 ｷﾑﾗ ﾚｲﾅ 仙台 宮城野 3 2282 16.64 0.7 1m41 10m31 28.77 0.8 7.1～7.2 宮城スタジアム 通信陸上

5 1416 金子ひなた ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ 仙台 西　山 3 2207 16.18 0.7 1m44 8m58 29.42 0.8 7.1～7.2 宮城スタジアム 通信陸上

6 74 松原　千青 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁﾊﾙ 仙台 仙台二 3 2197 16.01 0.7 1m38 8m11 28.56 0.8 7.1～7.2 宮城スタジアム 通信陸上

7 2927 大庭　彩芽 ｱｱﾊﾞ ｱﾔﾒ 白刈 白石東 3 2097 16.37 0.6 1m35 8m21 29.00 0.8 7.23～7.24 宮城スタジアム 宮城県中総体

8 1803 佐々木葉奈 ｻｻｷ ﾊﾅ 仙台 将　監 2 2025 16.88 -0.6 1m42 6m39 28.59 0.1 10.7～10.8 仙台市陸上競技場 仙台市新人

9 2048 松枝　美希 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾐｷ 仙台 寺　岡 2 1956 16.41 0.3 1m28 6m74 28.60 -0.4 10.14～10.15 宮城スタジアム 宮城県新人

10 9468 岩谷　安美 ｲﾜﾔ ｱﾐ 仙台 二　華 2 1951 17.54 3.5 1m33 9m30 29.87 -1.4 6.11～6.12 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

11 1813 小野寺絢奈 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾅ 仙台 将　監 3 1993 17.18 -0.4 1m38 6m47 28.08 0.8 7.23～7.24 宮城スタジアム 宮城県中総体

12 4088 菅原みづき ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾂﾞｷ 塩竃 玉　川 3 1893 16.84 0.0 1m30 7m55 29.76 0.8 7.23～7.24 宮城スタジアム 宮城県中総体

13 1706 和田山みちる ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾐﾁﾙ 仙台 七北田 3 1885 17.84 0.0 1m35 7m75 29.23 0.9 7.23～7.24 宮城スタジアム 宮城県中総体

14 2062 遠藤　美桜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｵ 仙台 寺　岡 3 1821 17.80 2.6 1m33 8m83 30.91 -1.4 6.11～6.12 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

15 5923 熊谷　千遥 ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾊﾙ 大崎古川黎明 3 1803 18.05 0.0 1m35 7m61 29.94 0.9 7.23～7.24 宮城スタジアム 宮城県中総体

16 2006 工藤　　咲 ｸﾄﾞｳ ｻｷ 仙台 鶴が丘 3 1802 17.43 0.3 1m30 7m95 30.50 0.2 7.1～7.2 宮城スタジアム 通信陸上

17 4 高橋　苑那 ﾀｶﾊｼ ｿﾅ 仙台 仙台一 2 1794 17.32 -0.3 1m20 7m33 28.85 0.1 10.7～10.8 仙台市陸上競技場 仙台市新人

18 4693 笹川　萌奈 ｻｻｶﾜ ﾒｲﾅ 名取 増　田 3 1769 19.16 0.2 1m41 8m10 30.26 -1.5 7.1～7.2 宮城スタジアム 通信陸上

19 1805 色摩　優那 ｼｶﾏ ﾋﾛﾅ 仙台 将　監 3 1745 17.60 1.5 1m15 8m00 29.06 -1.8 6.11～6.12 仙台市陸上競技場 仙台市中総体

20 7471 山口　莉子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｺ 石巻 石　巻 2 1646 18.44 0.6 1m20 8m60 30.44 -0.4 10.14～10.15 宮城スタジアム 宮城県新人

2006.7.24　　利府　　宮城県中総体　

2017 宮城県中学ランキング 女子四種競技

１６４６点まで

2012.7.21　　草薙　　静岡県通信陸上　


