
中学1年女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

4783 金澤　凛音 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｵﾝ 女子 1 みどり台

3638 海川　彩乃 ｳﾐｶﾜ ｱﾔﾉ 女子 1 角田

2521 渡辺　一夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｶ 女子 1 館

4831 布田　にこ ﾌﾀﾞ ﾆｺ 女子 1 岩沼

206 宇佐美　里桜 ｳｻﾐ ﾘｵ 女子 1 宮城野

9522 髙橋　るか ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 女子 1 錦ヶ丘

803 白谷　明日奏 ｼﾗﾔ ｱｽｶ 女子 1 郡山

5753 佐々木　菜那 ｻｻｷ ﾅﾅ 女子 1 古川

5944 中川　理彩 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｻ 女子 1 古川黎明

1887 高畑　花音 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｶﾉﾝ 女子 1 向陽台

1446 作山　円心 ｻｸﾔﾏ ﾏﾙｺ 女子 1 広瀬

7056 高橋　こはる ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ 女子 1 佐沼

1042 菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻﾗ 女子 1 山田

2058 大谷　真瑚 ｵｵﾀﾆ ﾏｺ 女子 1 寺岡

602 宇田　琴音 ｳﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 七郷

1710 山口　星愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｱ 女子 1 七北田

4321 狩野　優来 ｶﾘﾉ ﾕﾗ 女子 1 秀光

4322 阿部　日和 ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ 女子 1 秀光

7487 黒川　愛来 ｸﾛｶﾜ ｱｲﾗ 女子 1 住吉

1810 福島　碧衣 ﾌｸｼﾏ ｱｵｲ 女子 1 将監

7081 及川　夏澄 ｵｲｶﾜ ｶｽﾐ 女子 1 新田

1412 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 女子 1 西山

7768 本間　雅妃 ﾎﾝﾏ ﾐﾔﾋﾞ 女子 1 石巻山下

1 栫井　和撫 ｶｺｲ ｶｽﾞﾅ 女子 1 仙台一

1233 遠藤　妃心 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 1 袋原

1007 細川　栞 ﾎｿｶﾜ ｼｵﾘ 女子 1 中山

490 小松　世那 ｺﾏﾂ ｾﾅ 女子 1 長町

2322 五戸　希帆 ｺﾞﾉﾍ ｷﾎ 女子 1 田子

309 及川　希望 ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 東華

261 牧田　明香 ﾏｷﾀﾞ ｱｽｶ 女子 1 東仙台

1845 冨久尾　和香 ﾌｸｵ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 南光台

7361 千葉　ひばり ﾁﾊﾞ ﾋﾊﾞﾘ 女子 1 南方

1769 小山　栞奈 ｺﾔﾏ ｶﾝﾅ 女子 1 八乙女

420 安部　ニコ ｱﾍﾞ ﾆｺ 女子 1 八軒

961 浅野　芭瑠 ｱｻﾉ ﾊﾙ 女子 1 八木山

2189 宮田　ちぐさ ﾐﾔﾀ ﾁｸﾞｻ 女子 1 富沢

2263 元木　来玲亜 ﾓﾄｷ ｸﾚｱ 女子 1 茂庭台

8526 尾形　柑南 ｵｶﾞﾀ ｶﾝﾅ 女子 1 矢本第一

8597 土井　紅華 ﾄﾞｲ ｸﾚﾊ 女子 1 矢本第二

2515 大場　楓 ｵｵﾊﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 1 柳生

4476 滝田　葉湖 ﾀｷﾀﾞ ﾊｺ 女子 1 利府西
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中学2年女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

4767 荒谷　優杏 ｱﾗﾔ ﾕｱﾝ 女子 2 みどり台

3627 村上　陽菜 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅ 女子 2 角田

1087 五十嵐　萌絵 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 女子 2 蒲町

3769 今野　彩花 ｺﾝﾉ ｱﾔｶ 女子 2 丸森

714 神　心那 ｼﾞﾝ ｺｺﾅ 女子 2 岩切

222 梶谷　環子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾜｺ 女子 2 宮城野

4088 三浦　紗良 ﾐｳﾗ ｻﾗ 女子 2 玉川

817 村上　栞南 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 女子 2 郡山

5745 小出　理緒 ｺｲﾃﾞ ﾘｵ 女子 2 古川

5845 千葉　あかり ﾁﾊﾞ ｱｶﾘ 女子 2 古川東

5934 鈴木　結愛 ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 女子 2 古川黎明

326 髙橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 女子 2 五橋

183 寺島　南美 ﾃﾗｼﾏ ﾐﾅﾐ 女子 2 五城

642 大沼　彩乃 ｵｵﾇﾏ ｱﾔﾉ 女子 2 高砂

2283 畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 女子 2 高森

91 首藤　梨乃 ｼｭﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 三条

634 樋口　舜華 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｶ 女子 2 七郷

1695 佐藤　佑美 ｻﾄｳ ﾕｳﾐ 女子 2 七北田

1704 山口　星菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 女子 2 七北田

130 佐々木　結泉 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 2 上杉山

7456 平井　美虹 ﾋﾗｲ ﾐｸ 女子 2 石巻

6 伊達　柊 ﾀﾞﾃ ﾋｲﾗｷﾞ 女子 2 仙台一

553 國井　ルナ ｸﾆｲ ﾙﾅ 女子 2 仙台中田

5235 渡邊　小雪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾕｷ 女子 2 大和

6641 大場　諒音 ｵｵﾊﾞ ﾘｵﾝ 女子 2 築館

508 石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 女子 2 長町

2329 高橋　舞衣 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 女子 2 田子

6055 武者　茉美 ﾑｼｬ ﾏﾅﾐ 女子 2 南郷

1858 石戸　紗結 ｲｼﾄﾞ ｻﾕ 女子 2 南光台

457 大和　凛杏 ﾔﾏﾄ ﾘｱﾝ 女子 2 南小泉

2220 佐藤　みらい ｻﾄｳ ﾐﾗｲ 女子 2 南中山

7376 金野　寧音 ｺﾝﾉ ﾈﾈ 女子 2 南方

1781 大森　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 女子 2 八乙女

413 三岳　桜子 ﾐﾂﾀｹ ｻｸﾗｺ 女子 2 八軒

9842 川越　日向 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾅﾀ 女子 2 富沢
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中学3年女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

1926 本間　清世 ﾎﾝﾏ ｷﾖ 女子 3 加茂

3616 大石　実夢 ｵｵｲｼ ﾐﾕ 女子 3 角田

3783 古山　心葉 ﾌﾙﾔﾏ ｺｺﾊ 女子 3 丸森

4928 菅原　ももな ｽｶﾞﾜﾗ ﾓﾓﾅ 女子 3 岩沼西

704 大津　李 ｵｵﾂ ﾓﾓ 女子 3 岩切

824 安住　果笑 ｱｽﾞﾐ ｶｴ 女子 3 郡山

5921 石川　愛怜 ｲｼｶﾜ ｴﾚﾝ 女子 3 古川黎明

340 大西　空 ｵｵﾆｼ ｿﾗ 女子 3 五橋

632 阿部　夏月 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 女子 3 七郷

1689 村松　瑚子 ﾑﾗﾏﾂ ｺｺ 女子 3 七北田

1829 塩川　文葉 ｼｵｶﾜ ｱﾔﾊ 女子 3 将監

5588 千葉　優希和 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾅ 女子 3 成田

1403 加藤　あかり ｶﾄｳ ｱｶﾘ 女子 3 西山

7772 髙橋　悠莉 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 女子 3 石巻山下

28 東山　瑠里 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾙﾘ 女子 3 仙台一

540 大槻　茜 ｵｵﾂｷ ｱｶﾈ 女子 3 仙台中田

4688 芳賀　由奈 ﾊｶﾞ ﾕｳﾅ 女子 3 増田

871 栗沢　心菜 ｸﾘｻﾜ ｺｺﾅ 女子 3 台原

1170 佐藤　美月 ｻﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 女子 3 中野

495 山本　麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 女子 3 長町

299 佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 3 東華

5513 山田　爽良 ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ 女子 3 東向陽台

253 安田　柚香 ﾔｽﾀﾞ ﾕｽﾞｶ 女子 3 東仙台

1852 佐々木　知優 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 女子 3 南光台

1770 安達　菜々海 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女子 3 八乙女

1778 吉田　寧 ﾖｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 3 八乙女

971 佐藤　和花 ｻﾄｳ ﾜｶ 女子 3 八木山

2161 伊藤　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 女子 3 富沢

1551 藤本　心花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺﾉﾊ 女子 3 附属

580 高橋　愛実 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 女子 3 六郷
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中学共通女子200m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

4417 半澤　凛 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾘﾝ 女子 3 しらかし台

1321 庄司　莉々亜 ｼｮｳｼﾞ ﾘﾘｱ 女子 3 沖野

3602 小檜山　一花 ｺﾋﾞﾔﾏ ｲﾁｶ 女子 3 角田

1120 志田　知央 ｼﾀﾞ ﾁｵ 女子 3 蒲町

4934 川添　優里 ｶﾜｿﾞｴ ﾕｳﾘ 女子 3 岩沼西

693 佐藤　ちひろ ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 女子 3 岩切

8845 山本　桃佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ 女子 3 気仙沼

9510 安達　野々花 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾉｶ 女子 3 錦ヶ丘

1569 奥田　梨世 ｵｸﾀﾞ ﾘｲﾖ 女子 3 県聴覚支援

5744 今野　葵日 ｺﾝﾉ ｿﾗ 女子 2 古川

5921 石川　愛怜 ｲｼｶﾜ ｴﾚﾝ 女子 3 古川黎明

323 佐藤　芙喜 ｻﾄｳ ﾌｷ 女子 2 五橋

1457 菅原　小鈴 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾘﾝ 女子 3 広瀬

4282 千原　あてな ﾁﾊﾗ ｱﾃﾅ 女子 2 高崎

2306 斧田　円 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 女子 3 高森

7042 加藤　輝月 ｶﾄｳ ｷﾂﾞｷ 女子 2 佐沼

2070 大友　俐凛 ｵｵﾄﾓ ﾘﾘ 女子 3 寺岡

1688 髙橋　穂果 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 3 七北田

22 加藤　心那 ｶﾄｳ ｺｺﾅ 女子 3 仙台一

550 町田　にこ ﾏﾁﾀﾞ ﾆｺ 女子 3 仙台中田

1224 相沢　虹七 ｱｲｻﾞﾜ ﾆｼﾞﾅ 女子 3 袋原

868 菊地　紗季 ｷｸﾁ ｻｷ 女子 3 台原

305 飯島　彩奈 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 女子 3 東華

5487 庄子　史愛琉 ｼｮｳｼﾞ ｼｴﾙ 女子 2 東向陽台

1787 佐藤　悠果 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 3 八乙女

406 小椋　　柚葉 ｵｸﾞﾗ ﾕｽﾞﾊ 女子 2 八軒
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中学共通女子800m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

4425 秋山　海結 ｱｷﾔﾏ ﾐﾕ 女子 2 しらかし台

4792 川村　あず ｶﾜﾑﾗ ｱｽﾞ 女子 2 みどり台

3626 中野　心優 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 女子 2 角田

4119 浅野　友希 ｱｻﾉ ﾕｷ 女子 3 玉川

822 北村　心海 ｷﾀﾑﾗ ｺｺﾐ 女子 3 郡山

5857 氏家　心 ｳｼﾞｲｴ ｼﾝ 女子 2 古川東

5889 須江　優衣 ｽｴ ﾕｲ 女子 3 古川南

5933 佐藤　寧留 ｻﾄｳ ﾈﾙ 女子 2 古川黎明

330 荒　かえで ｱﾗ ｶｴﾃﾞ 女子 3 五橋

97 村上　綾菜 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾅ 女子 3 三条

1701 松本　萌 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 女子 2 七北田

12 中川　綸子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾝｺ 女子 3 仙台一

4703 高橋　明愛 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 女子 2 増田

1220 庄子　美玖 ｼｮｳｼﾞ ﾐｸ 女子 3 袋原

498 佐川　空 ｻｶﾞﾜ ｿﾗ 女子 3 長町

283 佐東　涼凪 ｻﾄｳ ｽｽﾞﾅ 女子 3 東華

243 相澤　果歩 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾎ 女子 3 東仙台

2233 横山　心春 ﾖｺﾔﾏ ｺﾊﾙ 女子 3 南中山

6095 中村　茉梨依 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｲ 女子 3 不動堂

5445 市川　結唯 ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 女子 3 富谷二

5446 水戸　つぐみ ﾐﾄ ﾂｸﾞﾐ 女子 3 富谷二
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中学1年女子1500m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

1931 加藤　沙奈 ｶﾄｳ ｻﾅ 女子 1 加茂

3606 齋藤　祐亜 ｻｲﾄｳ ﾕｱ 女子 1 角田

4933 早坂　心寧 ﾊﾔｻｶ ｺｺﾈ 女子 1 岩沼西

202 佐藤　柚花 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｶ 女子 1 宮城野

9523 安達　菜々咲 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅｻ 女子 1 錦ヶ丘

356 森重　暖子 ﾓﾘｼｹﾞ ﾊﾙｺ 女子 1 五橋

1444 髙橋　そら ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 女子 1 広瀬

1708 海道　優里 ｶｲﾄﾞｳ ﾕﾘ 女子 1 七北田

9375 小野寺　璃子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｺ 女子 1 青陵

4712 山口　愛里彩 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾘｻ 女子 1 増田

5503 松塚　未来 ﾏﾂﾂﾞｶ ﾐﾗｲ 女子 1 東向陽台

1846 横塚　琴乃 ﾖｺﾂｶ ｺﾄﾉ 女子 1 南光台

5455 村上　莉子 ﾑﾗｶﾐ ﾘｺ 女子 1 富谷二
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中学共通女子1500m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

4775 戸田　芽生 ﾄﾀﾞ ﾒｲ 女子 3 みどり台

225 二本栁　花音 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ｶﾉﾝ 女子 2 宮城野

4086 内海　陽奈 ｳﾂﾐ ﾋﾅﾀ 女子 2 玉川

9517 福家　花 ﾌｸｲｴ ﾊﾅ 女子 2 錦ヶ丘

5846 菅原　優希乃 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾉ 女子 2 古川東

5928 高橋　英里 ﾀｶﾊｼ ｴﾘ 女子 3 古川黎明

180 男乕　結衣 ｵﾉﾄﾗ ﾕｲ 女子 2 五城

1479 鈴木　叶蘭 ｽｽﾞｷ ｶﾗﾝ 女子 2 広瀬

643 林　楓夏 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 女子 2 高砂

4281 太宰　友花 ﾀﾞｻｲ ﾕｳｶ 女子 2 高崎

2311 橫山　香里奈 ﾖｺﾔﾏ ｶﾘﾅ 女子 3 高森

2071 久保　日和 ｸﾎﾞ ﾋﾖﾘ 女子 3 寺岡

7494 岩井　瑠那 ｲﾜｲ ﾙﾅ 女子 2 住吉

7807 半沢　めい ﾊﾝｻﾞﾜ ﾒｲ 女子 3 青葉

4684 井上　春菜 ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 女子 3 増田

3487 佐藤　咲優 ｻﾄｳ ｼｭｳ 女子 3 村田二

505 鈴木　かのん ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 女子 2 長町

2023 早坂　水希 ﾊﾔｻｶ ﾐｽﾞｷ 女子 3 鶴が丘

7208 川嶋　心結 ｶﾜｼﾏ ﾐﾕ 女子 3 登米中田

5510 鈴木　春香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 女子 3 東向陽台

247 青砥　千佳 ｱｵﾄ ﾁｶ 女子 2 東仙台

1790 東海林　柚乃 ｼｮｳｼﾞ ﾕｽﾞﾉ 女子 2 八乙女

975 安藤　紀香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｶ 女子 3 八木山

2163 関　ことみ ｾｷ ｺﾄﾐ 女子 3 富沢

5447 水戸　くるみ ﾐﾄ ｸﾙﾐ 女子 3 富谷二

2488 紺野　莉央 ｺﾝﾉ ﾘｵ 女子 3 柳生

4471 鶴谷　ことみ ﾂﾙﾔ ｺﾄﾐ 女子 2 利府西
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中学共通女子100mH(0.762m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

1928 菊地　美洋 ｷｸﾁ ﾐﾋﾛ 女子 2 加茂

3601 安齋　えみ加 ｱﾝｻｲ ｴﾐｶ 女子 3 角田

1119 佐々木　椿 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｷ 女子 3 蒲町

4829 栗原　里緒 ｸﾘﾊﾗ ﾘｵ 女子 1 岩沼

9511 山野邊　唯 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾕｲ 女子 3 錦ヶ丘

1570 長谷川　凛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝ 女子 3 県聴覚支援

5855 福田　千夏 ﾌｸﾀﾞ ﾁﾅﾂ 女子 3 古川東

1470 中村　唯那 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾅ 女子 3 広瀬

662 中村　海羽 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 女子 3 高砂

1734 二瓶　はる ﾆﾍｲ ﾊﾙ 女子 2 根白石

1077 髙松　美彩 ﾀｶﾏﾂ ﾐｻ 女子 2 山田

2072 齋藤　美紀里 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 3 寺岡

2066 佐藤　美羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 女子 3 寺岡

621 吉原　音寧 ﾖｼﾊﾗ ﾈﾈ 女子 3 七郷

1691 菅　千優 ｽｶﾞ ﾁﾋﾛ 女子 3 七北田

7605 氏家　羽奈 ｳｼﾞｲｴ ﾊﾅ 女子 2 蛇田

1801 丸山　衣澄 ﾏﾙﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 女子 2 将監

1402 薩日内　優乃果 ｻｯﾋﾟﾅｲ ﾕﾉｶ 女子 3 西山

1241 岩松　あおい ｲﾜﾏﾂ ｱｵｲ 女子 3 折立

27 伊藤　柚花 ｲﾄｳ ﾕｽﾞｶ 女子 3 仙台一

1166 津田　望尋 ﾂﾀﾞ ﾐﾋﾛ 女子 3 中野

502 菅原　夢華 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 女子 3 長町

2018 楢山　心結 ﾅﾗﾔﾏ ﾐﾕ 女子 3 鶴が丘

7207 千葉　結菜 ﾁﾊﾞ ﾕｲﾅ 女子 3 登米中田

284 伊藤　優莉 ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 女子 3 東華

5495 渡邉　心春 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 女子 2 東向陽台

251 児玉　芭奈 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾅ 女子 3 東仙台

1850 庄司　倖彩 ｼｮｳｼﾞ ｻｱﾔ 女子 3 南光台

2232 佐藤　美桜 ｻﾄｳ ﾐｵ 女子 3 南中山

7373 千葉　桜佳 ﾁﾊﾞ ｵｳｶ 女子 3 南方

1771 佐藤　柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 女子 3 八乙女

1775 赤間　心咲 ｱｶﾏ ﾐｻｷ 女子 2 八乙女

407 星　妃鞠 ﾎｼ ﾋﾏﾘ 女子 2 八軒

2166 相原　なつみ ｱｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 女子 3 富沢

1541 小川　栞奈 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 女子 3 附属

4473 齋藤　名花 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｶ 女子 2 利府西
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中学共通女子走高跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

9507 工藤　芽愛 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 女子 3 錦ヶ丘

816 藤村　夏鈴 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾘﾝ 女子 2 郡山

5931 髙橋　れいら ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾗ 女子 3 古川黎明

321 古山　鈴穏 ｺﾔﾏ ﾘｵﾝ 女子 2 五橋

663 佐々木　まひな ｻｻｷ ﾏﾋﾅ 女子 3 高砂

2297 中野渡　悠凪 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾕｳﾅ 女子 3 高森

7041 阿部　遥香 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 女子 2 佐沼

1076 江戸　結香 ｴﾄﾞ ﾕｳｶ 女子 2 山田

2051 松田　瞳子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 2 寺岡

1686 金瀬　花 ｶﾅｾ ﾊﾅ 女子 3 七北田

1826 四方　桜七 ｼｶﾀ ｻﾅ 女子 3 将監

9391 タタル　愛梨 ﾀﾀﾙ ｴﾐﾘ 女子 3 青陵

1244 今野　衣央里 ｺﾝﾉ ｲｵﾘ 女子 3 折立

5 白井　杏 ｼﾗｲ ｱﾝ 女子 2 仙台一

286 金内　珠寿 ｶﾅｳﾁ ｽｽﾞ 女子 3 東華

5481 佐藤　栞奈 ｻﾄｳ ｶﾝﾅ 女子 3 東向陽台

1763 川嶌　璃子 ｶﾜｼﾏ ﾘｺ 女子 3 八乙女

2162 内海　樹里 ｳﾁﾐ ｼﾞｭﾘ 女子 3 富沢

7355 豊原　歩美 ﾄﾖﾊﾗ ｱﾕﾐ 女子 3 米山
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中学共通女子走幅跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

7964 今野　海結 ｺﾝﾉ ﾐﾕ 女子 3 河北

695 佐々木　美桜 ｻｻｷ ﾐｵ 女子 3 岩切

8846 石川　花音 ｲｼｶﾜ ｶﾉﾝ 女子 3 気仙沼

805 大橋　詩織里 ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ 女子 2 郡山

5856 佐々木　のぞみ ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ 女子 3 古川東

5924 佐々木　伊緒 ｻｻｷ ｲｵ 女子 3 古川黎明

337 赤塚　心花 ｱｶﾂｶ ﾐﾊﾅ 女子 3 五橋

1466 遠藤　結 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 女子 3 広瀬

7043 佐々木　想良 ｻｻｷ ｿﾗ 女子 2 佐沼

1056 高橋　采那 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 女子 3 山田

2065 小野寺　芽依 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ 女子 3 寺岡

635 牛坂　れいら ｳｼｻﾞｶ ﾚｲﾗ 女子 2 七郷

9392 川村　茉奈 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾅ 女子 3 青陵

7445 岡本　あいり ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 1 石巻

19 佐藤　世理 ｻﾄｳ ｾﾘ 女子 3 仙台一

552 西田　姫華 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 2 仙台中田

9471 菅沼　花奏 ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 女子 3 仙台二華

4689 太田　優月 ｵｵﾀ ﾕﾂﾞｷ 女子 3 増田

3446 八島　苺楓 ﾔｼﾏ ｲﾁｶ 女子 3 村田一

1171 菅原　知里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 3 中野

515 佐藤　みのり ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 3 長町

2011 吉田　光彩希 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 2 鶴が丘

300 佐藤　あん ｻﾄｳ ｱﾝ 女子 3 東華

7375 星　成実 ﾎｼ ﾅﾙﾐ 女子 3 南方

2937 谷津　未咲 ﾔﾂ ﾐｻｷ 女子 3 白石東

1784 狩野　萌々花 ｶﾘﾉ ﾓﾓｶ 女子 2 八乙女

1549 燈明　柑奈 ﾄｳﾐｮｳ ｶﾝﾅ 女子 3 附属

7354 小野寺　葵 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｵｲ 女子 3 米山

5973 中野　陽茉梨 ﾅｶﾉ ﾋﾏﾘ 女子 2 涌谷
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中学共通女子砲丸投(2.721kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

5005 鹿野　姫夏 ｼｶﾉ ﾋﾅ 女子 3 逢隈

3624 大友　天湖 ｵｵﾄﾓ ｱｺ 女子 3 角田

4807 中尾　優 ﾅｶｵ ﾕｳ 女子 3 岩沼

8847 及川　亜美 ｵｲｶﾜ ｱﾐ 女子 3 気仙沼

814 馬上　心紀 ﾊﾞｼﾞｮｳ ﾐﾉﾘ 女子 3 郡山

5945 寺嵜　遥 ﾃﾗｻｷ ﾊﾙｶ 女子 3 古川黎明

648 加藤　樹菜 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾅ 女子 3 高砂

1821 佐々木　美玖 ｻｻｷ ﾐｸ 女子 3 将監

9050 皀　すな緒 ｻｲｶﾁ ｽﾅｵ 女子 3 松岩

7084 及川　みなみ ｵｲｶﾜ ﾐﾅﾐ 女子 2 新田

1172 沼倉　颯希 ﾇﾏｸﾗ ｻﾂｷ 女子 3 中野

516 今野　衣莉空 ｺﾝﾉ ｲﾘｽ 女子 3 長町

2327 菅原　真愛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｱ 女子 2 田子

282 遠藤　陽菜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 3 東華

7374 千葉　心美 ﾁﾊﾞ ｺｺﾐ 女子 3 南方

1774 村上　由乃 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾉ 女子 3 八乙女
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中学共通女子四種競技(女子)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 所属名

1322 遠藤　七海 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 女子 3 沖野

815 横田　朱音 ﾖｺﾀ ｱｶﾈ 女子 3 郡山

1473 小山田　美桜奈 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐｵﾅ 女子 2 広瀬

7044 千葉　紗奈 ﾁﾊﾞ ｻﾅ 女子 2 佐沼

2069 本川　七海 ﾓﾄｶﾜ ﾅﾅﾐ 女子 3 寺岡

13 橋本　千明 ﾊｼﾓﾄ ﾁｱｷ 女子 3 仙台一

4686 佐藤　あずさ ｻﾄｳ ｱｽﾞｻ 女子 3 増田

1002 鈴木　綾音 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 3 中山

504 守　紗奈 ﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 女子 3 長町

301 高橋　楓 ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ 女子 3 東華

1846 引地　真白 ﾋｷﾁ ﾏｼﾛ 女子 3 南光台

2483 村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 女子 2 柳生
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中学共通女子4X100mR

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 個人所属

9443 髙橋　美百 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 2 仙台二華

9445 藤井　志織 ﾌｼﾞｲ ｼｵﾘ 女子 2 仙台二華

9447 髙橋　杏 ﾀｶﾊｼ ｱﾝ 女子 1 仙台二華

9448 阿部　琴音 ｱﾍﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 仙台二華

9471 菅沼　花奏 ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 女子 3 仙台二華

9478 中濱　亜子 ﾅｶﾊﾏ ｱｺ 女子 3 仙台二華

803 白谷　明日奏 ｼﾗﾔ ｱｽｶ 女子 1 郡山

805 大橋　詩織里 ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ 女子 2 郡山

817 村上　栞南 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 女子 2 郡山

820 鈴木　快歩 ｽｽﾞｷ ｺｺﾎ 女子 1 郡山

823 杉本　桃子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾓｺ 女子 3 郡山

824 安住　果笑 ｱｽﾞﾐ ｶｴ 女子 3 郡山

5744 今野　葵日 ｺﾝﾉ ｿﾗ 女子 2 古川

5745 小出　理緒 ｺｲﾃﾞ ﾘｵ 女子 2 古川

5748 近藤　優季 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 女子 2 古川

5753 佐々木　菜那 ｻｻｷ ﾅﾅ 女子 1 古川

5754 佐藤　沙奈 ｻﾄｳ ｻﾅ 女子 1 古川

5756 藤木　優芽 ﾌｼﾞｷ ﾕﾒ 女子 1 古川

1921 大林　日満里 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 女子 1 加茂

1927 磯野　陽菜妃 ｲｿﾉ ﾋﾅｷ 女子 2 加茂

1928 菊地　美洋 ｷｸﾁ ﾐﾋﾛ 女子 2 加茂

1933 山川　香萌 ﾔﾏｶﾜ ｺｳﾒ 女子 1 加茂

1241 岩松　あおい ｲﾜﾏﾂ ｱｵｲ 女子 3 折立

1242 内海　真央 ｳﾁｳﾐ ﾏｵ 女子 3 折立

1243 大場　明音 ｵｵﾊﾞ ｱｶﾈ 女子 3 折立

1262 木村　　実蘭 ｷﾑﾗ ﾐﾗﾝ 女子 1 折立

1269 佐々木　日和 ｻｻｷ ﾋﾖﾘ 女子 2 折立

1271 長倉　果音 ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾉﾝ 女子 2 折立

2653 伊藤　彩花 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 女子 3 宮城学院

2657 荒見　由芽 ｱﾗﾐ ﾕﾒ 女子 3 宮城学院

2660 加藤　芭 ｶﾄｳ ﾊﾅ 女子 3 宮城学院

2661 松岡　茉穂 ﾏﾂｵｶ ﾏﾎ 女子 3 宮城学院

2662 佐々木　佳純 ｻｻｷ ｶｽﾐ 女子 2 宮城学院

2663 中村　香穂 ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 女子 2 宮城学院

1402 薩日内　優乃果 ｻｯﾋﾟﾅｲ ﾕﾉｶ 女子 3 西山

1403 加藤　あかり ｶﾄｳ ｱｶﾘ 女子 3 西山

1406 山田　涼陽 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞﾋ 女子 2 西山

1407 大場　汐南 ｵｵﾊﾞ ｾﾅ 女子 2 西山

1408 森　心恋音 ﾓﾘ ﾐﾚｲ 女子 2 西山

1412 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 女子 1 西山

1885 錦戸　椿 ﾆｼｷﾄﾞ ﾂﾊﾞｷ 女子 2 向陽台

1887 高畑　花音 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｶﾉﾝ 女子 1 向陽台

1888 三塚　葵琉 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｲﾙ 女子 1 向陽台

1889 三村　亜麻音 ﾐﾑﾗ ｱﾏﾈ 女子 1 向陽台

1890 川島　瑞穂 ｶﾜｼﾏ ﾐｽﾞﾎ 女子 1 向陽台

1891 湯目　らい ﾕﾉﾒ ﾗｲ 女子 1 向陽台

62 及川　凜帆 ｵｲｶﾜ ﾘﾎ 女子 3 仙台二

63 千葉　結菜 ﾁﾊﾞ ﾕｲﾅ 女子 3 仙台二

65 吉田　繭子 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕｺ 女子 3 仙台二

72 高橋　穗香 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 2 仙台二

73 村上　寧音 ﾑﾗｶﾐ ﾈﾈ 女子 2 仙台二

2483 村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 女子 2 柳生

2515 大場　楓 ｵｵﾊﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 1 柳生

2516 吉田　陽南 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 女子 1 柳生

2517 只野　椿姫 ﾀﾀﾞﾉ ﾂﾊﾞｷ 女子 1 柳生

6041 佐々木　夕月 ｻｻｷ ﾕﾂﾞｷ 女子 3 南郷

6049 伊藤　海莉 ｲﾄｳ ｶｲﾘ 女子 3 南郷

6053 石垣　栞奈 ｲｼｶﾞｷ ｶﾝﾅ 女子 2 南郷

6055 武者　茉美 ﾑｼｬ ﾏﾅﾐ 女子 2 南郷

4212 下田　美空 ｼﾓﾀﾞ ﾐｸ 女子 2 多賀城二

4214 保科　遥花 ﾎｼﾅ ﾊﾙｶ 女子 2 多賀城二

4215 深谷　理音 ﾌｶﾔ ﾘﾉﾝ 女子 2 多賀城二

4225 片山　心陽 ｶﾀﾔﾏ ｺﾊﾙ 女子 3 多賀城二

4228 大久保　和花 ｵｵｸﾎﾞ ﾜｶ 女子 3 多賀城二

4230 船越　結子 ﾌﾅｺｼ ﾕｳｺ 女子 3 多賀城二

4407 川原　優愛 ｶﾜﾊﾗ ﾕｱ 女子 2 しらかし台

4408 小笠原　芽衣 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾒｲ 女子 2 しらかし台

4417 半澤　凛 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾘﾝ 女子 3 しらかし台
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4418 佐藤　璃茉 ｻﾄｳ ﾘﾏ 女子 3 しらかし台

4425 秋山　海結 ｱｷﾔﾏ ﾐﾕ 女子 2 しらかし台

7487 黒川　愛来 ｸﾛｶﾜ ｱｲﾗ 女子 1 住吉

7491 佐藤　千栞 ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 女子 3 住吉

7495 大沼　怜華 ｵｵﾇﾏ ﾚｲｶ 女子 2 住吉

7496 髙橋　結衣 ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 女子 2 住吉

7499 豊島　愛季子 ﾄﾖｼﾏ ｱｷｺ 女子 1 住吉

4962 渋谷　翠涼 ｼﾌﾞﾔ   ﾐｽｽﾞ 女子 2 亘理

4963 堀田　愛梨花 ﾎﾘﾀ   ｴﾘｶ 女子 3 亘理

4971 渡邊　和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｺﾞﾐ 女子 2 亘理

4990 小林　かんな ｺﾊﾞﾔｼ   ｶﾝﾅ 女子 1 亘理

4992 畠　祢音 ﾊﾀｹ ﾈﾈ 女子 1 亘理

4993 渋谷　美宙 ｼﾌﾞﾔ   ﾐｿﾗ 女子 1 亘理

2321 浅岡　莉晴 ｱｻｵｶ ﾘｾ 女子 1 田子

2322 五戸　希帆 ｺﾞﾉﾍ ｷﾎ 女子 1 田子

2326 米田　萌香 ﾖﾈﾀ ﾓﾓｶ 女子 2 田子

2327 菅原　真愛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｱ 女子 2 田子

2328 平山　汐莉 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾘ 女子 2 田子

2329 高橋　舞衣 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 女子 2 田子

2001 三浦　菜留 ﾐｳﾗ ﾅﾙ 女子 2 鶴が丘

2003 渡部　こころ ﾜﾀﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 2 鶴が丘

2005 工藤　咲也子 ｸﾄﾞｳ ｻﾔｺ 女子 2 鶴が丘

2006 後藤　亜実 ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 女子 2 鶴が丘

2010 横澤　花菜 ﾖｺｻﾜ ｶﾅ 女子 2 鶴が丘

2011 吉田　光彩希 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 2 鶴が丘

1166 津田　望尋 ﾂﾀﾞ ﾐﾋﾛ 女子 3 中野

1167 三浦　仁菜 ﾐｳﾗ ﾆﾅ 女子 3 中野

1170 佐藤　美月 ｻﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 女子 3 中野

1171 菅原　知里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 3 中野

1176 佐々木　華音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 女子 2 中野

1177 佐藤　ひかり ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 女子 2 中野

1846 引地　真白 ﾋｷﾁ ﾏｼﾛ 女子 3 南光台

1849 西澤　風香 ﾆｼｻﾞﾜ ﾌｳｶ 女子 3 南光台

1850 庄司　倖彩 ｼｮｳｼﾞ ｻｱﾔ 女子 3 南光台

1852 佐々木　知優 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 女子 3 南光台

1858 石戸　紗結 ｲｼﾄﾞ ｻﾕ 女子 2 南光台

1859 佐々木　七菜 ｻｻｷ ﾅﾅ 女子 2 南光台

5845 千葉　あかり ﾁﾊﾞ ｱｶﾘ 女子 2 古川東

5852 伊藤　陽菜 ｲﾄｳ ﾋﾅ 女子 3 古川東

5855 福田　千夏 ﾌｸﾀﾞ ﾁﾅﾂ 女子 3 古川東

5856 佐々木　のぞみ ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ 女子 3 古川東

5857 氏家　心 ｳｼﾞｲｴ ｼﾝ 女子 2 古川東

5859 和野　帆花 ﾜﾉ ﾎﾉｶ 女子 3 古川東

1083 菅原　聖楽 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾗ 女子 2 蒲町

1087 五十嵐　萌絵 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 女子 2 蒲町

1119 佐々木　椿 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｷ 女子 3 蒲町

1120 志田　知央 ｼﾀﾞ ﾁｵ 女子 3 蒲町

9501 小田桐　芽奈 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾒｲﾅ 女子 3 錦ヶ丘

9503 阿部　陽菜 ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ 女子 3 錦ヶ丘

9510 安達　野々花 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾉｶ 女子 3 錦ヶ丘

9511 山野邊　唯 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾕｲ 女子 3 錦ヶ丘

1321 庄司　莉々亜 ｼｮｳｼﾞ ﾘﾘｱ 女子 3 沖野

1322 遠藤　七海 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 女子 3 沖野

1327 渡邉　優月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 沖野

1328 加藤　心悠 ｶﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 2 沖野

1330 鈴木　ふゆめ ｽｽﾞｷ ﾌﾕﾒ 女子 2 沖野

1331 千葉　愛花 ﾁﾊﾞ ﾏﾅｶ 女子 2 沖野

494 宮城　春咲 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾙｻ 女子 3 長町

495 山本　麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 女子 3 長町

499 齋藤　真緒 ｻｲﾄｳ ﾏｵ 女子 3 長町

502 菅原　夢華 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 女子 3 長町

506 立谷　優名 ﾀﾁﾔ ﾕｳﾅ 女子 2 長町

515 佐藤　みのり ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 女子 3 長町

283 佐東　涼凪 ｻﾄｳ ｽｽﾞﾅ 女子 3 東華

288 関本　春花 ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 2 東華

299 佐藤　乃愛 ｻﾄｳ ﾉｱ 女子 3 東華

305 飯島　彩奈 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 女子 3 東華

309 及川　希望 ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 東華
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1685 中島　弥代音 ﾅｶｼﾏ ﾔﾖｲ 女子 3 七北田

1688 髙橋　穂果 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 3 七北田

1689 村松　瑚子 ﾑﾗﾏﾂ ｺｺ 女子 3 七北田

1690 若林　明香寧 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 女子 3 七北田

1695 佐藤　佑美 ｻﾄｳ ﾕｳﾐ 女子 2 七北田

5921 石川　愛怜 ｲｼｶﾜ ｴﾚﾝ 女子 3 古川黎明

5924 佐々木　伊緒 ｻｻｷ ｲｵ 女子 3 古川黎明

5930 宮内　俐乃 ﾐﾔｳﾁ ﾘﾉ 女子 3 古川黎明

5931 髙橋　れいら ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾗ 女子 3 古川黎明

5934 鈴木　結愛 ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 女子 2 古川黎明

5935 加藤　璃 ｶﾄｳ ｱｷ 女子 2 古川黎明

451 齋藤　杏佳 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 女子 2 南小泉

452 鈴木　心咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 女子 2 南小泉

453 五井　一葉 ｺﾞｲ ｶｽﾞﾊ 女子 2 南小泉

456 櫻井　玉鈴 ｻｸﾗｲ ﾀﾏﾘ 女子 2 南小泉

457 大和　凛杏 ﾔﾏﾄ ﾘｱﾝ 女子 2 南小泉

321 古山　鈴穏 ｺﾔﾏ ﾘｵﾝ 女子 2 五橋

323 佐藤　芙喜 ｻﾄｳ ﾌｷ 女子 2 五橋

326 髙橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 女子 2 五橋

327 武山　りさ ﾀｹﾔﾏ ﾘｻ 女子 2 五橋

340 大西　空 ｵｵﾆｼ ｿﾗ 女子 3 五橋

349 村中　梨紗 ﾑﾗﾅｶ ﾘｻ 女子 3 五橋

163 蓮沼　奏心 ﾊｽﾇﾏ ｶﾅｳ 女子 3 五城

164 民部田　夕奈 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾕﾅ 女子 3 五城

170 櫻井　愛姫 ｻｸﾗｲ ｱｲﾗ 女子 1 五城

171 吉田　姫歌 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 1 五城

180 男乕　結衣 ｵﾉﾄﾗ ﾕｲ 女子 2 五城

183 寺島　南美 ﾃﾗｼﾏ ﾐﾅﾐ 女子 2 五城

13 橋本　千明 ﾊｼﾓﾄ ﾁｱｷ 女子 3 仙台一

15 佐藤　果歩 ｻﾄｳ ｶﾎ 女子 3 仙台一

20 横山　舞 ﾖｺﾔﾏ ﾏｲ 女子 3 仙台一

21 西村　杏 ﾆｼﾑﾗ ｱﾝ 女子 2 仙台一

22 加藤　心那 ｶﾄｳ ｺｺﾅ 女子 3 仙台一

28 東山　瑠里 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾙﾘ 女子 3 仙台一

2161 伊藤　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 女子 3 富沢

2162 内海　樹里 ｳﾁﾐ ｼﾞｭﾘ 女子 3 富沢

2170 末永　ことみ ｽｴﾅｶﾞ ｺﾄﾐ 女子 3 富沢

2182 小林　まなみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 女子 3 富沢

9842 川越　日向 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾅﾀ 女子 2 富沢

2217 山脇　音羽 ﾔﾏﾜｷ ｵﾄﾜ 女子 2 南中山

2220 佐藤　みらい ｻﾄｳ ﾐﾗｲ 女子 2 南中山

2233 横山　心春 ﾖｺﾔﾏ ｺﾊﾙ 女子 3 南中山

2236 葛野　心 ｸｽﾞﾉ ｺｺﾛ 女子 3 南中山

2237 鐙　樹莉 ｱﾌﾞﾐ ｼﾞｭﾘ 女子 3 南中山

540 大槻　茜 ｵｵﾂｷ ｱｶﾈ 女子 3 仙台中田

550 町田　にこ ﾏﾁﾀﾞ ﾆｺ 女子 3 仙台中田

551 柿沼　希星 ｶｷﾇﾏ ｷﾗﾘ 女子 2 仙台中田

552 西田　姫華 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 2 仙台中田

553 國井　ルナ ｸﾆｲ ﾙﾅ 女子 2 仙台中田

556 髙橋　幸乃 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾉ 女子 2 仙台中田

578 宇野　日依 ｳﾉ ﾋﾖﾘ 女子 3 六郷

579 佐藤　愛桜 ｻﾄｳ ｱｲﾗ 女子 3 六郷

580 高橋　愛実 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 女子 3 六郷

584 菅野　瑞葵 ｶﾝﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 3 六郷

589 柴崎　花楓 ｼﾊﾞｻｷ ｶｴﾃﾞ 女子 1 六郷

686 熊坂　美紗登 ｸﾏｻｶ ﾐｻﾄ 女子 3 岩切

693 佐藤　ちひろ ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 女子 3 岩切

695 佐々木　美桜 ｻｻｷ ﾐｵ 女子 3 岩切

704 大津　李 ｵｵﾂ ﾓﾓ 女子 3 岩切

6201 岸　かんな ｷｼ ｶﾝﾅ 女子 3 鹿島台

6202 武田　芽衣 ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ 女子 3 鹿島台

6208 髙橋　明歩樹 ﾀｶﾊｼ ﾒﾌﾞｷ 女子 3 鹿島台

6210 小野寺　優姫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾋ 女子 2 鹿島台

6211 岸　花凜 ｷｼ ｶﾘﾝ 女子 2 鹿島台

6212 石川　杏寿 ｲｼｶﾜ ｱﾝｼﾞｭ 女子 2 鹿島台

1041 小浜　七夏 ｺﾊﾏ ﾅﾅ 女子 1 山田

1042 菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻﾗ 女子 1 山田

1043 小山　咲妃 ｵﾔﾏ ｻｷ 女子 1 山田
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1071 大槻　ひな ｵｵﾂｷ ﾋﾅ 女子 2 山田

1072 栗原　虹心 ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ 女子 2 山田

1074 吉田　優月 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 山田

2050 瀬戸　はづき ｾﾄ ﾊﾂﾞｷ 女子 2 寺岡

2057 稲山　結月 ｲﾅﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 寺岡

2061 熊谷　凪紗 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ 女子 1 寺岡

2066 佐藤　美羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 女子 3 寺岡

2069 本川　七海 ﾓﾄｶﾜ ﾅﾅﾐ 女子 3 寺岡

2070 大友　俐凛 ｵｵﾄﾓ ﾘﾘ 女子 3 寺岡

4642 中澤　蒼來 ﾅｶｻﾞﾜ ｿﾗ 女子 2 名取二

4645 渡邉　心絃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ 女子 2 名取二

4646 目黒　彩椰 ﾒｸﾞﾛ ｻﾔ 女子 2 名取二

4647 齋田　望月 ｻｲﾀ ﾐｽﾞｷ 女子 2 名取二

4648 松浦　瑠璃 ﾏﾂｳﾗ ﾙﾘ 女子 2 名取二

8526 尾形　柑南 ｵｶﾞﾀ ｶﾝﾅ 女子 1 矢本第一

8532 小野寺　明来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲﾗ 女子 3 矢本第一

8536 津田　結衣 ﾂﾀﾞ ﾕｲ 女子 3 矢本第一

8539 原田　美良 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾗ 女子 3 矢本第一

8546 雫石　明歩 ｼｽﾞｸｲｼ ｱｷﾎ 女子 2 矢本第一

91 首藤　梨乃 ｼｭﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 三条

93 清野　菜々美 ｾｲﾉ ﾅﾅﾐ 女子 2 三条

94 佐藤　綾架 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 女子 2 三条

97 村上　綾菜 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾅ 女子 3 三条

99 渡邊　初奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳｲﾅ 女子 3 三条

405 板橋　知咲 ｲﾀﾊﾞｼ ﾁｻｷ 女子 2 八軒

407 星　妃鞠 ﾎｼ ﾋﾏﾘ 女子 2 八軒

413 三岳　桜子 ﾐﾂﾀｹ ｻｸﾗｺ 女子 2 八軒

420 安部　ニコ ｱﾍﾞ ﾆｺ 女子 1 八軒

421 町田　琉華 ﾏﾁﾀ ﾙｶ 女子 1 八軒

123 木村　樹林 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 女子 1 上杉山

127 土屋　和葉 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾊ 女子 2 上杉山

129 小田島　優那 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳﾅ 女子 2 上杉山

130 佐々木　結泉 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 2 上杉山

132 林　あん ﾊﾔｼ ｱﾝ 女子 2 上杉山

134 塩澤　結衣 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｲ 女子 2 上杉山

1522 細川　瑠華 ﾎｿｶﾜ ﾙｶ 女子 2 附属

1541 小川　栞奈 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 女子 3 附属

1543 高杉　舞優 ﾀｶｽｷﾞ ﾏﾋﾛ 女子 3 附属

1549 燈明　柑奈 ﾄｳﾐｮｳ ｶﾝﾅ 女子 3 附属

1550 遠野　倖菜 ﾄｳﾉ ﾕｷﾅ 女子 3 附属

1551 藤本　心花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺﾉﾊ 女子 3 附属

3601 安齋　えみ加 ｱﾝｻｲ ｴﾐｶ 女子 3 角田

3602 小檜山　一花 ｺﾋﾞﾔﾏ ｲﾁｶ 女子 3 角田

3611 赤坂　世莉那 ｱｶｻｶ ｾﾘﾅ 女子 3 角田

3613 太田　愛華 ｵｵﾀ ﾏﾅｶ 女子 3 角田

3616 大石　実夢 ｵｵｲｼ ﾐﾕ 女子 3 角田

3624 大友　天湖 ｵｵﾄﾓ ｱｺ 女子 3 角田

1490 庄子　　菜月 ｼｮｳｼﾞ  ﾅﾂｷ 女子 1 大沢

1491 門馬　　琴音 ﾓﾝﾏ  ｺﾄﾈ 女子 1 大沢

1517 後藤　　優愛 ｺﾞﾄｳ  ﾕﾒ 女子 2 大沢

1519 茂戸藤　　蒼 ﾓﾄﾌｼﾞ  ｱｵｲ 女子 2 大沢

203 小山　ひな ｵﾔﾏ ﾋﾅ 女子 1 宮城野

221 岩渕　みちる ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐﾁﾙ 女子 2 宮城野

222 梶谷　環子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾜｺ 女子 2 宮城野

223 笠原　碧衣 ｶｻﾊﾗ ｱｵｲ 女子 2 宮城野

224 谷　結陸 ﾀﾆ ﾕｲﾘ 女子 2 宮城野

226 古江　咲来 ﾌﾙｴ ｻｸﾗ 女子 2 宮城野

4923 鴫原　逢夏 ｼｷﾞﾊﾗ ｱｲｶ 女子 3 岩沼西

4926 合川　舞 ｱｲｶﾜ ﾏｲ 女子 3 岩沼西

4928 菅原　ももな ｽｶﾞﾜﾗ ﾓﾓﾅ 女子 3 岩沼西

4934 川添　優里 ｶﾜｿﾞｴ ﾕｳﾘ 女子 3 岩沼西

2282 名和　　れいな ﾅﾜ ﾚｲﾅ 女子 2 高森

2283 畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 女子 2 高森

2285 菅原　　綾音 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 女子 2 高森

2293 根本　南 ﾈﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 3 高森

2297 中野渡　悠凪 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾕｳﾅ 女子 3 高森

2306 斧田　円 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 女子 3 高森

6641 大場　諒音 ｵｵﾊﾞ ﾘｵﾝ 女子 2 築館
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6642 髙橋　凜 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 女子 2 築館

6643 平山　優奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾅ 女子 2 築館

6644 八巻　愛奈 ﾔﾏｷ ｱｲﾅ 女子 2 築館

6648 浅見　沙耶 ｱｻﾐ ｻﾔ 女子 3 築館

6649 白鳥　咲來 ｼﾛﾄﾘ ｻﾗ 女子 2 築館

3762 八巻　凜香 ﾔﾏｷ ﾘﾝｶ 女子 2 丸森

3764 大内　柚 ｵｵｳﾁ ﾕｽﾞ 女子 1 丸森

3764 窪田　蓮夏 ｸﾎﾞﾀ ﾚﾝｶ 女子 1 丸森

3766 渡邉　乃彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｱ 女子 2 丸森

3769 今野　彩花 ｺﾝﾉ ｱﾔｶ 女子 2 丸森

3783 古山　心葉 ﾌﾙﾔﾏ ｺｺﾊ 女子 3 丸森

1761 丹野　縁 ﾀﾝﾉ ﾕｶﾘ 女子 3 八乙女

1770 安達　菜々海 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女子 3 八乙女

1771 佐藤　柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 女子 3 八乙女

1778 吉田　寧 ﾖｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 3 八乙女

1787 佐藤　悠果 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 3 八乙女

4687 佐藤　愛莉 ｻﾄｳ ｱｲﾘ 女子 3 増田

4688 芳賀　由奈 ﾊｶﾞ ﾕｳﾅ 女子 3 増田

4689 太田　優月 ｵｵﾀ ﾕﾂﾞｷ 女子 3 増田

4701 三澤　咲希 ﾐｻﾜ ｻｷ 女子 2 増田

4703 高橋　明愛 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 女子 2 増田

4704 佐藤　つばき ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｷ 女子 2 増田

2844 高沢　恵理香 ﾀｶｻﾜ ｴﾘｶ 女子 3 白石

2845 廣嶋　円香 ﾋﾛｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 女子 3 白石

2850 佐藤　汐音 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 女子 3 白石

2853 齋藤　美來 ｻｲﾄｳ ﾐｸﾙ 女子 3 白石

2937 谷津　未咲 ﾔﾂ ﾐｻｷ 女子 3 白石東

2938 平間　葵 ﾋﾗﾏ ｱｵｲ 女子 3 白石東

2939 伊藤　結実 ｲﾄｳ ﾕｳﾐ 女子 3 白石東

2940 髙澤　ゆあ ﾀｶｻﾞﾜ ﾕｱ 女子 3 白石東

1212 安部　柚凛 ｱﾍﾞ ﾕｳﾘ 女子 2 袋原

1213 佐々木　乃杏 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 2 袋原

1224 相沢　虹七 ｱｲｻﾞﾜ ﾆｼﾞﾅ 女子 3 袋原

1226 梅崎　望杏 ｳﾒｻﾞｷ ﾉｱ 女子 3 袋原

1233 遠藤　妃心 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 1 袋原

1234 片岡　桜々 ｶﾀｵｶ ﾓﾓ 女子 1 袋原

5881 菅原　柚奈 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾅ 女子 1 古川南

5889 須江　優衣 ｽｴ ﾕｲ 女子 3 古川南

5892 佐々木　來玲愛 ｻｻｷ ｸﾚｱ 女子 3 古川南

5898 佐藤　咲枝 ｻﾄｳ ｻｴ 女子 3 古川南

5899 佐藤　百華 ｻﾄｳ ﾓｶ 女子 2 古川南

5900 石川　結梛 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 女子 2 古川南

4767 荒谷　優杏 ｱﾗﾔ ﾕｱﾝ 女子 2 みどり台

4775 戸田　芽生 ﾄﾀﾞ ﾒｲ 女子 3 みどり台

4778 留守　凜寧 ﾙｽ ﾘﾝﾈ 女子 2 みどり台

4780 菅野　ナナミ ｶﾝﾉ ﾅﾅﾐ 女子 3 みどり台

5233 佐藤　美緒 ｻﾄｳ ﾐｵ 女子 2 大和

5234 川崎　葵子 ｶﾜｻｷ ｷｺ 女子 2 大和

5235 渡邊　小雪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾕｷ 女子 2 大和

5236 天野　未央 ｱﾏﾉ ﾐｵ 女子 1 大和

1001 阿部　倫 ｱﾍﾞ ﾘﾝ 女子 3 中山

1002 鈴木　綾音 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 3 中山

1003 手嶋　結菜 ﾃｼﾏ ﾕﾅ 女子 3 中山

1004 前田　凜音 ﾏｴﾀﾞ ﾘｵﾝ 女子 3 中山

1007 細川　栞 ﾎｿｶﾜ ｼｵﾘ 女子 1 中山

242 玉木　心望 ﾀﾏｷ ｺｺﾐ 女子 3 東仙台

248 笠原　梨央 ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 女子 2 東仙台

251 児玉　芭奈 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾅ 女子 3 東仙台

252 佐藤　妃呂 ｻﾄｳ ﾋﾛ 女子 3 東仙台

253 安田　柚香 ﾔｽﾀﾞ ﾕｽﾞｶ 女子 3 東仙台

4085 阿部　美憂 ｱﾍﾞ ﾐｳ 女子 3 玉川

4086 内海　陽奈 ｳﾂﾐ ﾋﾅﾀ 女子 2 玉川

4088 三浦　紗良 ﾐｳﾗ ｻﾗ 女子 2 玉川

4119 浅野　友希 ｱｻﾉ ﾕｷ 女子 3 玉川

841 坂本　くれは ｻｶﾓﾄ ｸﾚﾊ 女子 2 台原

844 本多　レイナ ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲﾅ 女子 2 台原

846 齋藤　凜乃 ｻｲﾄｳ ﾘﾝﾉ 女子 2 台原

848 三浦　りりか ﾐｳﾗ ﾘﾘｶ 女子 1 台原
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849 目黒　桜香 ﾒｸﾞﾛ ﾓﾓｶ 女子 1 台原

850 熊坂　心花 ｸﾏｻｶ ｺﾊﾅ 女子 1 台原

1446 作山　円心 ｻｸﾔﾏ ﾏﾙｺ 女子 1 広瀬

1457 菅原　小鈴 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾘﾝ 女子 3 広瀬

1458 藤原　史夏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐｶ 女子 3 広瀬

1466 遠藤　結 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 女子 3 広瀬

1470 中村　唯那 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾅ 女子 3 広瀬

1473 小山田　美桜奈 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐｵﾅ 女子 2 広瀬

7332 石川　千晴 ｲｼｶﾜ ﾁﾊﾙ 女子 1 米山

7333 島瀬　来夢 ｼﾏｾ ﾗﾑ 女子 1 米山

7354 小野寺　葵 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｵｲ 女子 3 米山

7355 豊原　歩美 ﾄﾖﾊﾗ ｱﾕﾐ 女子 3 米山

7357 及川　美月 ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 米山

7359 及川　愛華 ｵｲｶﾜ ﾏﾅｶ 女子 2 米山

7361 千葉　ひばり ﾁﾊﾞ ﾋﾊﾞﾘ 女子 1 南方

7372 高橋　絵俐 ﾀｶﾊｼ ｴﾘ 女子 3 南方

7373 千葉　桜佳 ﾁﾊﾞ ｵｳｶ 女子 3 南方

7374 千葉　心美 ﾁﾊﾞ ｺｺﾐ 女子 3 南方

7375 星　成実 ﾎｼ ﾅﾙﾐ 女子 3 南方

7376 金野　寧音 ｺﾝﾉ ﾈﾈ 女子 2 南方

7206 佐々木　涼華 ｻｻｷ ｽｽﾞｶ 女子 3 登米中田

7207 千葉　結菜 ﾁﾊﾞ ﾕｲﾅ 女子 3 登米中田

7208 川嶋　心結 ｶﾜｼﾏ ﾐﾕ 女子 3 登米中田

7210 髙梨　碧久 ﾀｶﾅｼ ﾐｸ 女子 3 登米中田

7234 八乙女　瑠花 ﾔｵﾄﾒ ﾙｶ 女子 2 登米中田

621 吉原　音寧 ﾖｼﾊﾗ ﾈﾈ 女子 3 七郷

622 鈴木　梨央 ｽｽﾞｷ ﾘｵﾝ 女子 3 七郷

624 駿河　凛華 ｽﾙｶﾞ ﾘﾝｶ 女子 3 七郷

625 菊地　凛 ｷｸﾁ ﾘﾝ 女子 3 七郷

629 大友　璃音 ｵｵﾄﾓ ﾘｵﾝ 女子 3 七郷

632 阿部　夏月 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 女子 3 七郷

9372 松坂　唯陽莉 ﾏﾂｻﾞｶ ｲｵﾘ 女子 1 青陵

9373 髙橋　のぞみ ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 青陵

9374 藁谷　円 ﾜﾗｶﾞｲ ﾏﾄﾞｶ 女子 1 青陵

9375 小野寺　璃子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｺ 女子 1 青陵

7444 内海　菜々香 ｳﾂﾐ ﾅﾅｺ 女子 1 石巻

7445 岡本　あいり ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 1 石巻

7449 髙橋　櫻子 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗｺ 女子 1 石巻

7454 佐々木　柚香 ｻｻｷ ﾕｽﾞｶ 女子 2 石巻

7456 平井　美虹 ﾋﾗｲ ﾐｸ 女子 2 石巻

7464 髙橋　百華 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｶ 女子 2 石巻

641 平塚　美帆 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾎ 女子 2 高砂

644 髙橋　莉心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 2 高砂

648 加藤　樹菜 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾅ 女子 3 高砂

662 中村　海羽 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 女子 3 高砂

663 佐々木　まひな ｻｻｷ ﾏﾋﾅ 女子 3 高砂

664 永井　維音 ﾅｶﾞｲ ｲｵ 女子 3 高砂

7042 加藤　輝月 ｶﾄｳ ｷﾂﾞｷ 女子 2 佐沼

7043 佐々木　想良 ｻｻｷ ｿﾗ 女子 2 佐沼

7044 千葉　紗奈 ﾁﾊﾞ ｻﾅ 女子 2 佐沼

7052 狩野　美陽 ｶﾉ ﾊﾙﾋ 女子 1 佐沼

7056 高橋　こはる ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ 女子 1 佐沼

7057 星　りりあ ﾎｼ ﾘﾘｱ 女子 1 佐沼

5481 佐藤　栞奈 ｻﾄｳ ｶﾝﾅ 女子 3 東向陽台

5487 庄子　史愛琉 ｼｮｳｼﾞ ｼｴﾙ 女子 2 東向陽台

5513 山田　爽良 ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ 女子 3 東向陽台

5514 戸川　愛果 ﾄｶﾞﾜ ﾏﾅｶ 女子 3 東向陽台

5519 白土　笑瑠 ｼﾗﾂﾁ ｴﾐﾙ 女子 3 東向陽台

5520 笠原　咲希 ｶｻﾊﾗ ｻｷ 女子 3 東向陽台

3244 吉田　未來 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾗｲ 女子 2 大河原

3270 戸村　はるみ ﾄﾑﾗ ﾊﾙﾐ 女子 3 大河原

3271 山本　実空 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｿﾗ 女子 3 大河原

3272 武者　潤羽 ﾑｼｬ ｳﾙﾊ 女子 3 大河原

3274 吉田　らん ﾖｼﾀﾞ ﾗﾝ 女子 3 大河原
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