
中学1年女子100m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1332 齋藤　蒼空 ｻｲﾄｳ ｿﾗ 女子 1 10 宮　城 沖野

1933 山川　香萌 ﾔﾏｶﾜ ｺｳﾒ 女子 1 宮　城 加茂

1092 小泉　　美織 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｵﾘ 女子 1 宮　城 蒲町

1095 渡邊　　穂乃花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ 女子 1 宮　城 蒲町

2521 渡辺　一夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｶ 女子 1 宮　城 館

688 山田　琴音 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 宮　城 岩切

691 清　永怜奈 ｾｲ ｴﾚﾅ 女子 1 宮　城 岩切

9522 髙橋　るか ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 女子 1 宮　城 錦ヶ丘

9520 中島　芽生 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ 女子 1 宮　城 錦ヶ丘

803 白谷　明日奏 ｼﾗﾔ ｱｽｶ 女子 1 09 宮　城 郡山

830 畠山　蘭 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾗﾝ 女子 1 09 宮　城 郡山

357 小林　美楽衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ 女子 1 宮　城 五橋

354 島田　佳音 ｼﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 1 宮　城 五橋

170 櫻井　愛姫 ｻｸﾗｲ ｱｲﾗ 女子 1 宮　城 五城

171 吉田　姫歌 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 1 宮　城 五城

1887 高畑　花音 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｶﾉﾝ 女子 1 09 宮　城 向陽台

1888 三塚　葵琉 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｲﾙ 女子 1 10 宮　城 向陽台

1446 作山　円心 ｻｸﾔﾏ ﾏﾙｺ 女子 1 09 宮　城 広瀬

1443 大久保　柑南 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾝﾅ 女子 1 09 宮　城 広瀬

665 千葉　琉璃花 ﾁﾊﾞ ﾙﾘｶ 女子 1 宮　城 高砂

103 鈴木　莉央 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 1 宮　城 三条

106 山崎　彩花 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ 女子 1 宮　城 三条

1041 小浜　七夏 ｺﾊﾏ ﾅﾅ 女子 1 09 宮　城 山田

1043 小山　咲妃 ｵﾔﾏ ｻｷ 女子 1 09 宮　城 山田

2064 松村　百花 ﾏﾂﾑﾗ ﾓﾓｶ 女子 1 09 宮　城 寺岡

1710 山口　星愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｱ 女子 1 10 宮　城 七北田

1711 山本　芽奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲﾅ 女子 1 10 宮　城 七北田

4321 狩野　優来 ｶﾘﾉ ﾕﾗ 女子 1 宮　城 秀光

4322 阿部　日和 ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ 女子 1 宮　城 秀光

1814 寺田　寧々 ﾃﾗﾀﾞ ﾈﾈ 女子 1 宮　城 将監

2470 髙橋　雫 ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｸ 女子 1 09 宮　城 松陵

121 佐藤　心優希 ｻﾄｳ ｺﾕｷ 女子 1 09 宮　城 上杉山

123 木村　樹林 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 女子 1 09 宮　城 上杉山

1412 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 女子 1 09 宮　城 西山

1415 小山　結海菜 ｺﾔﾏ ﾕｳﾅ 女子 1 10 宮　城 西山

731 庄子　朋花 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｶ 女子 1 宮　城 西多賀

9373 髙橋　のぞみ ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 宮　城 青陵

1262 木村　実蘭 ｷﾑﾗ ﾐﾗﾝ 女子 1 宮　城 折立

1260 齋藤　橙希 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ 女子 1 宮　城 折立

3 田中　智穂 ﾀﾅｶ ﾁﾎ 女子 1 09 宮　城 仙台一

2 茂庭　詩穂 ﾓﾆﾜ ｼﾎ 女子 1 09 宮　城 仙台一

559 清野　夏穂 ｾｲﾉ ｶﾎ 女子 1 宮　城 仙台中田

558 佐々木　蓮 ｻｻｷ ﾚﾝ 女子 1 宮　城 仙台中田

66 竹林　由奈 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 女子 1 09 宮　城 仙台二

67 早坂　ひなた ﾊﾔｻｶ ﾋﾅﾀ 女子 1 09 宮　城 仙台二

9448 阿部　琴音 ｱﾍﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 宮　城 仙台二華

9447 髙橋　杏 ﾀｶﾊｼ ｱﾝ 女子 1 宮　城 仙台二華

1233 遠藤　妃心 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 1 宮　城 袋原

1234 片岡　桜々 ｶﾀｵｶ ﾓﾓ 女子 1 宮　城 袋原

848 三浦　りりか ﾐｳﾗ ﾘﾘｶ 女子 1 09 宮　城 台原

1007 細川　栞 ﾎｿｶﾜ ｼｵﾘ 女子 1 09 宮　城 中山

1005 井上　夏穂 ｲﾉｳｴ ｶﾎ 女子 1 09 宮　城 中山

1184 櫻井　結恵奈 ｻｸﾗｲ ﾕﾒﾅ 女子 1 09 宮　城 中野

1181 菅原　唯央 ｽｶﾞﾜﾗ ｲﾁｶ 女子 1 09 宮　城 中野

482 佐々木　杏 ｻｻｷ ｱﾝ 女子 1 宮　城 長町

488 伊藤　愛夏 ｲﾄｳ ｱｲｶ 女子 1 宮　城 長町

2123 竹鼻　桜彩 ﾀｹﾊﾅ ｻﾔ 女子 1 宮　城 長命ｹ丘

2322 五戸　　希帆 ｺﾞﾉﾍ ｷﾎ 女子 1 09 宮　城 田子

262 佐藤　香湖 ｻﾄｳ ｶｺ 女子 1 宮　城 東仙台

241 相澤　結芽乃 ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ 女子 1 宮　城 東仙台

2201 丸山　友女 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 女子 1 09 宮　城 南中山

1764 齋藤　ひなの ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾉ 女子 1 宮　城 八乙女

1769 小山　栞奈 ｺﾔﾏ ｶﾝﾅ 女子 1 宮　城 八乙女

420 安部　ニコ ｱﾍﾞ ﾆｺ 女子 1 宮　城 八軒

414 喜古　菜月 ｷｺ ﾅﾂｷ 女子 1 宮　城 八軒

961 浅野　芭瑠 ｱｻﾉ ﾊﾙ 女子 1 09 宮　城 八木山

966 吉田　彩華 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 女子 1 09 宮　城 八木山

2187 田村　菜々美 ﾀﾑﾗ ﾅﾅﾐ 女子 1 宮　城 富沢
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中学1年女子100m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1528 田村　優香南 ﾀﾑﾗ ﾏｶﾅ 女子 1 宮　城 附属

1531 村上　七海 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅﾐ 女子 1 宮　城 附属

2515 大場　楓 ｵｵﾊﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 1 09 宮　城 柳生

2517 只野　椿姫 ﾀﾀﾞﾉ ﾂﾊﾞｷ 女子 1 09 宮　城 柳生

589 柴崎　花楓 ｼﾊﾞｻｷ ｶｴﾃﾞ 女子 1 10 宮　城 六郷

591 唯野　帝亜良 ﾀﾀﾞﾉ ﾃｨｱﾗ 女子 1 09 宮　城 六郷
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中学2年女子100m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

2764 津國　あゆ ﾂﾉｸﾆ ｱﾕ 女子 2 宮　城 ウルスラ

364 熊谷　瑠美 ｸﾏｶﾞｲ ﾙﾐ 女子 2 09 宮　城 愛宕

1327 渡邉　優月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 08 宮　城 沖野

1325 大竹　那波 ｵｵﾀｹ ﾅﾅﾐ 女子 2 08 宮　城 沖野

1927 磯野　陽菜妃 ｲｿﾉ ﾋﾅｷ 女子 2 宮　城 加茂

1084 本多　奈々子 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅｺ 女子 2 宮　城 蒲町

1083 菅原　聖楽 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾗ 女子 2 宮　城 蒲町

2542 阿波　咲来 ｱﾜ ｻｸﾗ 女子 2 宮　城 館

2543 古屋　結衣 ﾌﾙﾔ ﾕｲ 女子 2 宮　城 館

717 大和田　乙伽 ｵｵﾜﾀﾞ ｵﾄｶ 女子 2 宮　城 岩切

2663 中村　香穂 ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 女子 2 宮　城 宮城学院

222 梶谷　環子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾜｺ 女子 2 08 宮　城 宮城野

808 塙　怜奈 ﾊﾅﾜ ﾚﾅ 女子 2 08 宮　城 郡山

184 鈴木　貞令沙 ｽｽﾞｷ ﾃﾚｻ 女子 2 宮　城 五城

1885 錦戸　椿 ﾆｼｷﾄﾞ ﾂﾊﾞｷ 女子 2 08 宮　城 向陽台

1288 相澤　美玖 ｱｲｻﾞﾜ ﾐｸ 女子 2 08 宮　城 幸町

1281 白石　りりあ ｼﾗｲｼ ﾘﾘｱ 女子 2 08 宮　城 幸町

1475 藤田　瑠菜 ﾌｼﾞﾀ ﾙﾅ 女子 2 09 宮　城 広瀬

1480 佐藤　こころ ｻﾄｳ ｺｺﾛ 女子 2 08 宮　城 広瀬

644 髙橋　莉心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 2 宮　城 高砂

2283 畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 女子 2 08 宮　城 高森

2285 菅原　　綾音 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 女子 2 08 宮　城 高森

1729 庄司　葵 ｼｮｳｼﾞ ｱｵｲ 女子 2 宮　城 根白石

91 首藤　梨乃 ｼｭﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 宮　城 三条

93 清野　菜々美 ｾｲﾉ ﾅﾅﾐ 女子 2 宮　城 三条

1071 大槻　ひな ｵｵﾂｷ ﾋﾅ 女子 2 09 宮　城 山田

2055 山口　美空 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｿﾗ 女子 2 08 宮　城 寺岡

634 樋口　舜華 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｶ 女子 2 09 宮　城 七郷

1695 佐藤　佑美 ｻﾄｳ ﾕｳﾐ 女子 2 08 宮　城 七北田

1704 山口　星菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 女子 2 08 宮　城 七北田

2687 布川　凌蓮 ﾇﾉｶﾜ ｼﾉﾊ 女子 2 宮　城 尚絅

2465 本田　莉来 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｺ 女子 2 08 宮　城 松陵

130 佐々木　結泉 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 2 08 宮　城 上杉山

129 小田島　優那 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳﾅ 女子 2 08 宮　城 上杉山

1406 山田　涼陽 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞﾋ 女子 2 09 宮　城 西山

1271 長倉　果音 ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾉﾝ 女子 2 宮　城 折立

1270 土屋　絢夢 ﾂﾁﾔ ｱﾉﾝ 女子 2 宮　城 折立

34 伊藤　すず ｲﾄｳ ｽｽﾞ 女子 2 08 宮　城 仙台一

21 西村　杏 ﾆｼﾑﾗ ｱﾝ 女子 2 09 宮　城 仙台一

553 國井　ルナ ｸﾆｲ ﾙﾅ 女子 2 宮　城 仙台中田

9445 藤井　志織 ﾌｼﾞｲ ｼｵﾘ 女子 2 宮　城 仙台二華

1212 安部　柚凛 ｱﾍﾞ ﾕｳﾘ 女子 2 宮　城 袋原

841 坂本　くれは ｻｶﾓﾄ ｸﾚﾊ 女子 2 08 宮　城 台原

846 齋藤　凜乃 ｻｲﾄｳ ﾘﾝﾉ 女子 2 08 宮　城 台原

1519 茂戸藤　　蒼 ﾓﾄﾌｼﾞ  ｱｵｲ 女子 2 09 宮　城 大沢

1517 後藤　　優愛 ｺﾞﾄｳ  ﾕﾒ 女子 2 08 宮　城 大沢

1018 鎌田　琳子 ｶﾏﾀ ﾘｺ 女子 2 08 宮　城 中山

1019 西内　琴春 ﾆｼｳﾁ ｺﾊﾙ 女子 2 08 宮　城 中山

1173 中川　愛月 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 08 宮　城 中野

506 立谷　優名 ﾀﾁﾔ ﾕｳﾅ 女子 2 宮　城 長町

2122 柴田　望生 ｼﾊﾞﾀ ﾐｵ 女子 2 宮　城 長命ｹ丘

2001 三浦　菜留 ﾐｳﾗ ﾅﾙ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘

2007 佐藤　萌乃 ｻﾄｳ ﾓｴﾉ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘

2329 高橋　舞衣 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 女子 2 08 宮　城 田子

291 菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻｸﾗ 女子 2 宮　城 東華

1858 石戸　紗結 ｲｼﾄﾞ ｻﾕ 女子 2 宮　城 南光台

457 大和　凛杏 ﾔﾏﾄ ﾘｱﾝ 女子 2 08 宮　城 南小泉

451 齋藤　杏佳 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 女子 2 09 宮　城 南小泉

2220 佐藤　みらい ｻﾄｳ ﾐﾗｲ 女子 2 08 宮　城 南中山

1792 千葉　彩花 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ 女子 2 宮　城 八乙女

413 三岳　桜子 ﾐﾂﾀｹ ｻｸﾗｺ 女子 2 宮　城 八軒

405 板橋　知咲 ｲﾀﾊﾞｼ ﾁｻｷ 女子 2 宮　城 八軒

9842 川越　日向 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾅﾀ 女子 2 宮　城 富沢

1522 細川　瑠華 ﾎｿｶﾜ ﾙｶ 女子 2 宮　城 附属

1521 齋藤　唯菜 ｻｲﾄｳ ﾕｲﾅ 女子 2 宮　城 附属

888 西山　心菜 ﾆｼﾔﾏ ｺｺﾅ 女子 2 08 宮　城 北仙台

2248 山家　優月 ﾔﾝﾍﾞ ﾕﾂｷ 女子 2 宮　城 茂庭台
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中学女子200m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1330 鈴木　ふゆめ ｽｽﾞｷ ﾌﾕﾒ 女子 2 09 宮　城 沖野

1331 千葉　愛花 ﾁﾊﾞ ﾏﾅｶ 女子 2 08 宮　城 沖野

1087 五十嵐　萌絵 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 女子 2 宮　城 蒲町

1089 髙橋　未央 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 2 宮　城 蒲町

714 神　心那 ｼﾞﾝ ｺｺﾅ 女子 2 宮　城 岩切

716 相原　帆花 ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｶ 女子 2 宮　城 岩切

2662 佐々木　佳純 ｻｻｷ ｶｽﾐ 女子 2 宮　城 宮城学院

224 谷　結陸 ﾀﾆ ﾕｲﾘ 女子 2 09 宮　城 宮城野

9528 鈴木　愛理 ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 女子 1 宮　城 錦ヶ丘

817 村上　栞南 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 女子 2 08 宮　城 郡山

834 星　優那 ﾎｼ ﾕｳﾅ 女子 1 09 宮　城 郡山

323 佐藤　芙喜 ｻﾄｳ ﾌｷ 女子 2 宮　城 五橋

322 堺　瑠璃 ｻｶｲ ﾙﾘ 女子 2 宮　城 五橋

183 寺島　南美 ﾃﾗｼﾏ ﾐﾅﾐ 女子 2 宮　城 五城

1889 三村　亜麻音 ﾐﾑﾗ ｱﾏﾈ 女子 1 09 宮　城 向陽台

1448 菅野　紗良 ｶﾝﾉ ｻﾗ 女子 1 09 宮　城 広瀬

1447 相原　沙柚 ｱｲﾊﾗ ｻﾕ 女子 1 09 宮　城 広瀬

642 大沼　彩乃 ｵｵﾇﾏ ｱﾔﾉ 女子 2 宮　城 高砂

2282 名和　　れいな ﾅﾜ ﾚｲﾅ 女子 2 08 宮　城 高森

108 大家　有稀 ｵｵﾔ ﾕｳｷ 女子 1 宮　城 三条

104 武田　菫 ﾀｹﾀﾞ ｽﾐﾚ 女子 1 宮　城 三条

1074 吉田　優月 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 08 宮　城 山田

2050 瀬戸　はづき ｾﾄ ﾊﾂﾞｷ 女子 2 08 宮　城 寺岡

1705 北村　結 ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 女子 2 08 宮　城 七北田

2467 安倍　優來 ｱﾍﾞ ﾕﾗ 女子 1 09 宮　城 松陵

2471 熊坂　香莉奈 ｸﾏｻｶ ｶﾘﾅ 女子 1 10 宮　城 松陵

127 土屋　和葉 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾊ 女子 2 08 宮　城 上杉山

757 後藤　理心 ｺﾞﾄｳ  ﾘｺ 女子 2 宮　城 西多賀

1269 佐々木　日和 ｻｻｷ ﾋﾖﾘ 女子 2 宮　城 折立

1259 大沼　琴海 ｵｵﾇﾏ ｺﾄﾐ 女子 1 宮　城 折立

7 山下　菫 ﾔﾏｼﾀ ｽﾐﾚ 女子 2 09 宮　城 仙台一

556 髙橋　幸乃 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾉ 女子 2 宮　城 仙台中田

72 高橋　穗香 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 2 09 宮　城 仙台二

68 米地　美優 ﾖﾈﾁ ﾐﾕ 女子 1 09 宮　城 仙台二

9443 髙橋　美百 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 2 宮　城 仙台二華

1213 佐々木　乃杏 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 2 宮　城 袋原

1210 及川　穂乃花 ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ 女子 2 宮　城 袋原

1006 中山　怜香 ﾅｶﾔﾏ ﾚｲｶ 女子 1 10 宮　城 中山

1177 佐藤　ひかり ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 女子 2 08 宮　城 中野

509 丹野　明莉 ﾀﾝﾉ ｱｶﾘ 女子 2 宮　城 長町

489 石川　花楓 ｲｼｶﾜ ｶｴﾃﾞ 女子 1 宮　城 長町

2121 伊藤　凜香 ｲﾄｳ ﾘﾝｶ 女子 2 宮　城 長命ｹ丘

2326 米田　萌香 ﾖﾈﾀ ﾓﾓｶ 女子 2 08 宮　城 田子

2328 平山　汐莉 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾘ 女子 2 09 宮　城 田子

309 及川　希望 ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 宮　城 東華

289 髙橋　眞希 ﾀｶﾊｼ ﾏｷ 女子 2 宮　城 東華

248 笠原　梨央 ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 女子 2 宮　城 東仙台

261 牧田　明香 ﾏｷﾀﾞ ｱｽｶ 女子 1 宮　城 東仙台

1841 加藤　真歩 ｶﾄｳ ﾏﾎ 女子 1 宮　城 南光台

456 櫻井　玉鈴 ｻｸﾗｲ ﾀﾏﾘ 女子 2 09 宮　城 南小泉

453 五井　一葉 ｺﾞｲ ｶｽﾞﾊ 女子 2 08 宮　城 南小泉

2217 山脇　音羽 ﾔﾏﾜｷ ｵﾄﾜ 女子 2 08 宮　城 南中山

406 小椋　　柚葉 ｵｸﾞﾗ ﾕｽﾞﾊ 女子 2 宮　城 八軒

421 町田　琉華 ﾏﾁﾀ ﾙｶ 女子 1 宮　城 八軒

967 藤澤　寧莉 ﾌｼﾞｻﾜ ﾈｲﾘ 女子 1 10 宮　城 八木山

2189 宮田　ちぐさ ﾐﾔﾀ ﾁｸﾞｻ 女子 1 宮　城 富沢

2196 千葉　玲花 ﾁﾊﾞ ﾚｲｶ 女子 1 宮　城 富沢

1533 小野　夏梨 ｵﾉ ｶﾘﾝ 女子 1 宮　城 附属

1534 小野寺　結愛 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｲﾅ 女子 1 宮　城 附属

2263 元木　来玲亜 ﾓﾄｷ ｸﾚｱ 女子 1 宮　城 茂庭台

592 濵田　梨来 ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾗ 女子 1 10 宮　城 六郷
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中学女子800m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1921 大林　日満里 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 女子 1 宮　城 加茂

2544 谷津　葵美 ﾔﾂ ｱﾐ 女子 2 宮　城 館

2545 伊藤　天伽 ｲﾄｳ ﾃﾝｶ 女子 2 宮　城 館

683 三品　美琉 ﾐｼﾅ ﾐﾙ 女子 2 宮　城 岩切

9516 渡邊　凜奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾅ 女子 2 宮　城 錦ヶ丘

9515 小嶋　佐英 ｵｼﾞﾏ ｻｴ 女子 2 宮　城 錦ヶ丘

832 鈴木　杏 ｽｽﾞｷ ｱﾝ 女子 1 09 宮　城 郡山

831 佐々木　俐緒奈 ｻｻｷ ﾘｵﾅ 女子 1 09 宮　城 郡山

325 菅原　美穂 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾎ 女子 2 宮　城 五橋

180 男乕　結衣 ｵﾉﾄﾗ ﾕｲ 女子 2 宮　城 五城

1891 湯目　らい ﾕﾉﾒ ﾗｲ 女子 1 09 宮　城 向陽台

1479 鈴木　叶蘭 ｽｽﾞｷ ｶﾗﾝ 女子 2 09 宮　城 広瀬

1476 伊藤　柊華 ｲﾄｳ ｼｭｳｶ 女子 2 08 宮　城 広瀬

645 二瓶　夏緒 ﾆﾍｲ ﾅｵ 女子 2 宮　城 高砂

2284 石澤　　舞 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｲ 女子 2 08 宮　城 高森

1127 伊藤　媛香 ｲﾄｳ ﾋﾒｶ 女子 2 宮　城 桜丘

92 木村　英奈 ｷﾑﾗ ﾊﾅ 女子 2 宮　城 三条

102 宍戸　莉子 ｼｼﾄﾞ ﾘｺ 女子 1 宮　城 三条

2059 今野　美花 ｺﾝﾉ ﾐｶ 女子 1 09 宮　城 寺岡

2062 鈴木　りお ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 1 10 宮　城 寺岡

603 伊藤　心絆 ｲﾄｳ ｼｷ 女子 1 10 宮　城 七郷

1701 松本　萌 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 女子 2 08 宮　城 七北田

2685 船本　柊芳 ﾌﾅﾓﾄ ﾄｳｶ 女子 2 宮　城 尚絅

1407 大場　汐南 ｵｵﾊﾞ ｾﾅ 女子 2 08 宮　城 西山

1408 森　心恋音 ﾓﾘ ﾐﾚｲ 女子 2 09 宮　城 西山

554 高橋　春奈 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ 女子 2 宮　城 仙台中田

847 柴田　しずく ｼﾊﾞﾀ ｼｽﾞｸ 女子 2 09 宮　城 台原

1182 菅原　柚希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｽﾞｷ 女子 1 10 宮　城 中野

510 千葉　瑞希 ﾁﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 女子 2 宮　城 長町

484 鈴木　彩羽 ｽｽﾞｷ ｻﾜ 女子 1 宮　城 長町

311 岡　はなか ｵｶ ﾊﾅｶ 女子 1 宮　城 東華

1842 佐藤　希美 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 宮　城 南光台

2219 櫻井　心 ｻｸﾗｲ ｺｺ 女子 2 08 宮　城 南中山

1786 原野　由凪 ﾊﾗﾉ ﾕｳﾅ 女子 2 宮　城 八乙女

968 鏡　芽生 ｶｶﾞﾐ ﾒｲ 女子 1 09 宮　城 八木山

2194 山田　菜未 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾐ 女子 1 宮　城 富沢

1538 佐藤　那々子 ｻﾄｳ ﾅﾅｺ 女子 1 宮　城 附属

1529 松谷　未有 ﾏﾂﾔ ﾐｳ 女子 1 宮　城 附属

2245 齋藤　朱里 ｻｲﾄｳ ｱｶﾘ 女子 2 宮　城 茂庭台

572 佐々木　心花 ｻｻｷ ｺｺﾛ 女子 2 08 宮　城 六郷
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中学女子1500m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1931 加藤　沙奈 ｶﾄｳ ｻﾅ 女子 1 宮　城 加茂

1932 山内　栞奈 ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾅ 女子 1 宮　城 加茂

2546 佐山　希嬉 ｻﾔﾏ ｷｷ 女子 2 宮　城 館

687 伊藤　ちより ｲﾄｳ ﾁﾖﾘ 女子 1 宮　城 岩切

202 佐藤　柚花 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｶ 女子 1 09 宮　城 宮城野

225 二本栁　花音 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ｶﾉﾝ 女子 2 08 宮　城 宮城野

9523 安達　菜々咲 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅｻ 女子 1 宮　城 錦ヶ丘

9517 福家　花 ﾌｸｲｴ ﾊﾅ 女子 2 宮　城 錦ヶ丘

807 鷹島　唯 ﾀｶｼﾏ ﾕｲ 女子 2 09 宮　城 郡山

833 小野　佑南 ｵﾉ ﾕｳﾅ 女子 1 09 宮　城 郡山

356 森重　暖子 ﾓﾘｼｹﾞ ﾊﾙｺ 女子 1 宮　城 五橋

328 堀野　若葉 ﾎﾘﾉ ﾜｶﾊﾞ 女子 2 宮　城 五橋

1290 山田　美桜 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ 女子 2 08 宮　城 幸町

1444 髙橋　そら ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 女子 1 10 宮　城 広瀬

1442 山口　夏輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 女子 1 09 宮　城 広瀬

643 林　楓夏 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 女子 2 宮　城 高砂

2281 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

1735 武藏　姫依 ﾑｻｼ ﾒｲ 女子 2 宮　城 根白石

101 狩屋　日向 ｶﾘﾔ ﾋﾅﾀ 女子 1 宮　城 三条

94 佐藤　綾架 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 女子 2 宮　城 三条

1073 鍋谷　美月 ﾅﾍﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 08 宮　城 山田

2052 黒川　怜美 ｸﾛｶﾜ ﾚﾐ 女子 2 09 宮　城 寺岡

2060 鹿野　和奏 ｶﾉ ﾜｶﾅ 女子 1 09 宮　城 寺岡

1700 飯田　芽生 ﾊﾝﾀﾞ ﾒｲ 女子 2 08 宮　城 七北田

1414 越後　彩 ｴﾁｺﾞ ｱﾔ 女子 1 09 宮　城 西山

1413 長澤　志帆 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾎ 女子 1 09 宮　城 西山

730 志村　奈緒子 ｼﾑﾗ ﾅｵｺ 女子 1 宮　城 西多賀

9375 小野寺　璃子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｺ 女子 1 宮　城 青陵

9446 斎藤　彩葉 ｻｲﾄｳ ｲﾛﾊ 女子 1 宮　城 仙台二華

1232 荒井　優紀乃 ｱﾗｲ ﾕｷﾉ 女子 1 宮　城 袋原

1231 高橋　優衣 ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 女子 1 宮　城 袋原

845 熊谷　恋羽 ｸﾏｶﾞｲ ｺﾊﾈ 女子 2 09 宮　城 台原

850 熊坂　心花 ｸﾏｻｶ ｺﾊﾅ 女子 1 10 宮　城 台原

1491 門馬　　琴音 ﾓﾝﾏ  ｺﾄﾈ 女子 1 10 宮　城 大沢

1174 廣川　さら ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 女子 2 08 宮　城 中野

505 鈴木　かのん ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 女子 2 宮　城 長町

483 鈴木　花玲 ｽｽﾞｷ ｶﾚﾝ 女子 1 宮　城 長町

2008 情野　真悠 ｾｲﾉ ﾏﾕ 女子 2 09 宮　城 鶴が丘

2028 鈴木　夢叶 ｽｽﾞｷ ﾕﾑｶ 女子 1 宮　城 鶴が丘

290 千葉 　美波 ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ 女子 2 宮　城 東華

247 青砥　千佳 ｱｵﾄ ﾁｶ 女子 2 宮　城 東仙台

258 坂田　結紀 ｻｶﾀ ﾕｷ 女子 1 宮　城 東仙台

1846 横塚　琴乃 ﾖｺﾂｶ ｺﾄﾉ 女子 1 宮　城 南光台

1860 佐藤　舞由 ｻﾄｳ ﾏﾕ 女子 2 宮　城 南光台

454 相澤　優奈 ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾅ 女子 2 08 宮　城 南小泉

455 松田　心亜 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｱ 女子 2 09 宮　城 南小泉

2218 秋庭　帆乃 ｱｷﾆﾜ ﾎﾉ 女子 2 08 宮　城 南中山

1790 東海林　柚乃 ｼｮｳｼﾞ ﾕｽﾞﾉ 女子 2 宮　城 八乙女

1766 齋藤　風月 ｻｲﾄｳ ﾌﾂﾞｷ 女子 1 宮　城 八乙女

9843 川原　愛子 ｶﾜﾊﾗ ｱｲｺ 女子 2 宮　城 富沢

2191 石原　瑠華 ｲｼﾊﾗ ﾙｶ 女子 1 宮　城 富沢

1523 木村　そら ｷﾑﾗ ｿﾗ 女子 2 宮　城 附属

1536 熊谷　明日香 ｸﾏｶﾞｲ ｱｽｶ 女子 1 宮　城 附属

573 飯田　華音 ﾊﾝﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 2 08 宮　城 六郷
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中学共通女子100mH(0.762m/8.00m) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1928 菊地　美洋 ｷｸﾁ ﾐﾋﾛ 女子 2 宮　城 加茂

1081 佐々木　莉子 ｻｻｷ ﾘｺ 女子 2 宮　城 蒲町

1097 三河　　直生 ﾐｶﾜ ﾅｵ 女子 1 宮　城 蒲町

821 千葉　優凛花 ﾁﾊﾞ ﾕﾘｶ 女子 1 09 宮　城 郡山

801 小野　綾哩 ｵﾉ ｱﾔﾘ 女子 1 10 宮　城 郡山

326 髙橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 女子 2 宮　城 五橋

1282 鈴木　瑠名 ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 女子 2 08 宮　城 幸町

1283 瀧口　美空 ﾀｷｸﾞﾁ ﾐｸ 女子 2 08 宮　城 幸町

641 平塚　美帆 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾎ 女子 2 宮　城 高砂

1734 二瓶　はる ﾆﾍｲ ﾊﾙ 女子 2 宮　城 根白石

1077 髙松　美彩 ﾀｶﾏﾂ ﾐｻ 女子 2 08 宮　城 山田

2057 稲山　結月 ｲﾅﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 09 宮　城 寺岡

2054 菅原　凛美佳 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾐｶ 女子 2 08 宮　城 寺岡

633 桝田　葵結 ﾏｽﾀﾞ ｱﾑ 女子 2 08 宮　城 七郷

1703 宮本　莉奈 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘﾅ 女子 2 08 宮　城 七北田

1697 野森　まお ﾉﾓﾘ ﾏｵ 女子 2 09 宮　城 七北田

756 武藤　千晴 ﾑﾄｳ ﾁﾊﾙ 女子 2 宮　城 西多賀

25 福司　美優 ﾌｸｼ ﾐﾕ 女子 2 08 宮　城 仙台一

844 本多　レイナ ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲﾅ 女子 2 08 宮　城 台原

1176 佐々木　華音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 女子 2 08 宮　城 中野

507 村上　侑莉杏 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘｱ 女子 2 宮　城 長町

2010 横澤　花菜 ﾖｺｻﾜ ｶﾅ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘

292 阿部　悠彩 ｱﾍﾞ ﾋｲﾛ 女子 2 宮　城 東華

1859 佐々木　七菜 ｻｻｷ ﾅﾅ 女子 2 宮　城 南光台

1775 赤間　心咲 ｱｶﾏ ﾐｻｷ 女子 2 宮　城 八乙女

1788 佐々　悠歩 ｻｻ ﾊﾙｸ 女子 2 宮　城 八乙女

407 星　妃鞠 ﾎｼ ﾋﾏﾘ 女子 2 宮　城 八軒

9848 道家　帆乃花 ﾄﾞｳｹ ﾎﾉｶ 女子 2 宮　城 富沢
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中学1年女子100mH(0.762m/8.00m) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1093 渡邊　　愛結 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾘ 女子 1 宮　城 蒲町

820 鈴木　快歩 ｽｽﾞｷ ｺｺﾎ 女子 1 09 宮　城 郡山

804 明日　都華 ｱｹﾋ ﾐｶ 女子 1 09 宮　城 郡山

355 高橋　桃香 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｶ 女子 1 宮　城 五橋

1886 佐藤　実依 ｻﾄｳ ﾐｲ 女子 1 09 宮　城 向陽台

666 中村　海緒 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 女子 1 宮　城 高砂

1121 齋藤　優凪 ｻｲﾄｳ ﾕﾅ 女子 1 宮　城 桜丘

109 安田　美咲 ﾔｽﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 1 宮　城 三条

1042 菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻﾗ 女子 1 10 宮　城 山田

605 桝田　莉結 ﾏｽﾀﾞ ﾘﾑ 女子 1 09 宮　城 七郷

604 庄子　遙夏 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 女子 1 09 宮　城 七郷

1706 遠藤　凛果 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾝｶ 女子 1 09 宮　城 七北田

1810 福島　碧衣 ﾌｸｼﾏ ｱｵｲ 女子 1 宮　城 将監

9372 松坂　唯陽莉 ﾏﾂｻﾞｶ ｲｵﾘ 女子 1 宮　城 青陵

490 小松　世那 ｺﾏﾂ ｾﾅ 女子 1 宮　城 長町

486 森　栞音 ﾓﾘ ｶﾉﾝ 女子 1 宮　城 長町

244 熊谷　美海 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳﾐ 女子 1 宮　城 東仙台

250 酒井　美南 ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 女子 1 宮　城 東仙台

1845 冨久尾　和香 ﾌｸｵ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 宮　城 南光台

2725 平嶋　千乃 ﾋﾗｼﾏ ﾁﾉ 女子 1 09 宮　城 白百合

419 百々　愛華 ﾄﾞﾄﾞ ｱｲｶ 女子 1 宮　城 八軒

418 佐藤　菜子 ｻﾄｳ ﾅｺ 女子 1 宮　城 八軒

2200 齊藤　花和 ｻｲﾄｳ ﾊﾅ 女子 1 宮　城 富沢

2195 水尻　日和 ﾐｽﾞｼﾘ ﾋﾖﾘ 女子 1 宮　城 富沢

1540 星　綾乃 ﾎｼ ｱﾔﾉ 女子 1 宮　城 附属

1530 駒井　萌黄 ｺﾏｲ ﾓｴｷﾞ 女子 1 宮　城 附属

2516 吉田　陽南 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 女子 1 09 宮　城 柳生
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中学女子4X100mR エントリーリスト（競技別）

ﾁｰﾑ名 ｶﾅ 個人

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

田子 ﾀｺﾞ 2321 浅岡　莉晴 ｱｻｵｶ ﾘｾ 女子 1 10 田子 宮　城

仙台市立田子中学校 田子 2322 五戸　　希帆 ｺﾞﾉﾍ ｷﾎ 女子 1 09 田子 宮　城

2326 米田　萌香 ﾖﾈﾀ ﾓﾓｶ 女子 2 08 田子 宮　城

2327 菅原　真愛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｱ 女子 2 08 田子 宮　城

2328 平山　汐莉 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾘ 女子 2 09 田子 宮　城

2329 高橋　舞衣 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 女子 2 08 田子 宮　城

加茂 ｶﾓ 1921 大林　日満里 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 女子 1 加茂 宮　城

仙台市立加茂中学校 加茂 1927 磯野　陽菜妃 ｲｿﾉ ﾋﾅｷ 女子 2 加茂 宮　城

1928 菊地　美洋 ｷｸﾁ ﾐﾋﾛ 女子 2 加茂 宮　城

1933 山川　香萌 ﾔﾏｶﾜ ｺｳﾒ 女子 1 加茂 宮　城

錦ヶ丘 ﾆｼｷｶﾞｵｶ 9512 和久田　彩世 ﾜｸﾀﾞ ｱﾔｾ 女子 2 錦ヶ丘 宮　城
仙台市立錦ヶ丘中学校 錦ヶ丘 9518 安西　雅 ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾔﾋﾞ 女子 2 錦ヶ丘 宮　城

9520 中島　芽生 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ 女子 1 錦ヶ丘 宮　城

9522 髙橋　るか ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 女子 1 錦ヶ丘 宮　城

9527 川島　紗恵 ｶﾜｼﾏ ｻｴ 女子 1 錦ヶ丘 宮　城

青陵 ｾｲﾘｮｳ 9372 松坂　唯陽莉 ﾏﾂｻﾞｶ ｲｵﾘ 女子 1 青陵 宮　城
仙台市立仙台青陵中等教育学校 青陵 9373 髙橋　のぞみ ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 青陵 宮　城

9374 藁谷　円 ﾜﾗｶﾞｲ ﾏﾄﾞｶ 女子 1 青陵 宮　城

9375 小野寺　璃子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｺ 女子 1 青陵 宮　城

寺岡 ﾃﾗｵｶ 2050 瀬戸　はづき ｾﾄ ﾊﾂﾞｷ 女子 2 08 寺岡 宮　城

仙台市立寺岡中学校 寺岡 2054 菅原　凛美佳 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾐｶ 女子 2 08 寺岡 宮　城

2056 渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 2 08 寺岡 宮　城

2057 稲山　結月 ｲﾅﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 09 寺岡 宮　城

2058 大谷　真瑚 ｵｵﾀﾆ ﾏｺ 女子 1 09 寺岡 宮　城

2061 熊谷　凪紗 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ 女子 1 10 寺岡 宮　城

仙台二 ｾﾝﾀﾞｲﾆ 66 竹林　由奈 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 女子 1 09 仙台二 宮　城

仙台市立第二中学校 仙台二 67 早坂　ひなた ﾊﾔｻｶ ﾋﾅﾀ 女子 1 09 仙台二 宮　城

68 米地　美優 ﾖﾈﾁ ﾐﾕ 女子 1 09 仙台二 宮　城

71 有坂　美柚 ｱﾘｻｶ ﾐﾕ 女子 2 08 仙台二 宮　城

72 高橋　穗香 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 2 09 仙台二 宮　城

73 村上　寧音 ﾑﾗｶﾐ ﾈﾈ 女子 2 08 仙台二 宮　城

富沢 ﾄﾐｻﾞﾜ 2186 菊地　優奈 ｷｸﾁ ﾕﾅ 女子 1 富沢 宮　城

仙台市立富沢中学校 富沢 2187 田村　菜々美 ﾀﾑﾗ ﾅﾅﾐ 女子 1 富沢 宮　城

2189 宮田　ちぐさ ﾐﾔﾀ ﾁｸﾞｻ 女子 1 富沢 宮　城

9842 川越　日向 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾅﾀ 女子 2 富沢 宮　城

9848 道家　帆乃花 ﾄﾞｳｹ ﾎﾉｶ 女子 2 富沢 宮　城

向陽台 ｺｳﾖｳﾀﾞｲ 1886 佐藤　実依 ｻﾄｳ ﾐｲ 女子 1 09 向陽台 宮　城
仙台市立向陽台中学校 向陽台 1887 高畑　花音 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｶﾉﾝ 女子 1 09 向陽台 宮　城

1888 三塚　葵琉 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｲﾙ 女子 1 10 向陽台 宮　城

1889 三村　亜麻音 ﾐﾑﾗ ｱﾏﾈ 女子 1 09 向陽台 宮　城

1890 川島　瑞穂 ｶﾜｼﾏ ﾐｽﾞﾎ 女子 1 10 向陽台 宮　城

1891 湯目　らい ﾕﾉﾒ ﾗｲ 女子 1 09 向陽台 宮　城

南光台 ﾅﾝｺｳﾀﾞｲ 1841 加藤　真歩 ｶﾄｳ ﾏﾎ 女子 1 南光台 宮　城
仙台市立南光台中学校 南光台 1845 冨久尾　和香 ﾌｸｵ ﾉﾄﾞｶ 女子 1 南光台 宮　城

1854 永原　京佳 ﾅｶﾞﾊﾗ ｷｮｳｶ 女子 1 南光台 宮　城

1858 石戸　紗結 ｲｼﾄﾞ ｻﾕ 女子 2 南光台 宮　城

1859 佐々木　七菜 ｻｻｷ ﾅﾅ 女子 2 南光台 宮　城

長町 ﾅｶﾞﾏﾁ 485 高橋　莉子 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 1 長町 宮　城

仙台市立長町中学校 長町 486 森　栞音 ﾓﾘ ｶﾉﾝ 女子 1 長町 宮　城

489 石川　花楓 ｲｼｶﾜ ｶｴﾃﾞ 女子 1 長町 宮　城

490 小松　世那 ｺﾏﾂ ｾﾅ 女子 1 長町 宮　城

506 立谷　優名 ﾀﾁﾔ ﾕｳﾅ 女子 2 長町 宮　城

508 石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 女子 2 長町 宮　城

八木山 ﾔｷﾞﾔﾏ 961 浅野　芭瑠 ｱｻﾉ ﾊﾙ 女子 1 09 八木山 宮　城
仙台市立八木山中学校 八木山 963 伊藤　優花 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 女子 1 10 八木山 宮　城

964 及川　みずき ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞｷ 女子 1 10 八木山 宮　城

966 吉田　彩華 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 女子 1 09 八木山 宮　城

968 鏡　芽生 ｶｶﾞﾐ ﾒｲ 女子 1 09 八木山 宮　城

969 菅井　彩音 ｽｶﾞｲ ｱﾉﾝ 女子 1 09 八木山 宮　城

仙台一 ｾﾝﾀﾞｲｲﾁ 2 茂庭　詩穂 ﾓﾆﾜ ｼﾎ 女子 1 09 仙台一 宮　城

仙台市立第一中学校 仙台一 6 伊達　柊 ﾀﾞﾃ ﾋｲﾗｷﾞ 女子 2 09 仙台一 宮　城

7 山下　菫 ﾔﾏｼﾀ ｽﾐﾚ 女子 2 09 仙台一 宮　城

16 大﨑　ひなた ｵｵｻｷ ﾋﾅﾀ 女子 2 08 仙台一 宮　城

21 西村　杏 ﾆｼﾑﾗ ｱﾝ 女子 2 09 仙台一 宮　城

34 伊藤　すず ｲﾄｳ ｽｽﾞ 女子 2 08 仙台一 宮　城
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中学女子4X100mR エントリーリスト（競技別）

ﾁｰﾑ名 ｶﾅ 個人

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

柳生 ﾔﾅｷﾞｳ 2483 村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 女子 2 08 柳生 宮　城

仙台市立柳生中学校 柳生 2515 大場　楓 ｵｵﾊﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 1 09 柳生 宮　城

2516 吉田　陽南 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 女子 1 09 柳生 宮　城

2517 只野　椿姫 ﾀﾀﾞﾉ ﾂﾊﾞｷ 女子 1 09 柳生 宮　城

将監 ｼｮｳｹﾞﾝ 1801 丸山　衣澄 ﾏﾙﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 女子 2 将監 宮　城

仙台市立将監中学校 将監 1802 小野　奏音 ｵﾉ ｶﾅﾈ 女子 2 将監 宮　城

1810 福島　碧衣 ﾌｸｼﾏ ｱｵｲ 女子 1 将監 宮　城

1811 渡部　楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 1 将監 宮　城

1814 寺田　寧々 ﾃﾗﾀﾞ ﾈﾈ 女子 1 将監 宮　城

1816 宮本　寧々 ﾐﾔﾓﾄ ﾈﾈ 女子 1 将監 宮　城

西山 ﾆｼﾔﾏ 1406 山田　涼陽 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞﾋ 女子 2 09 西山 宮　城

仙台市立西山中学校 西山 1410 岡部　瞳美 ｵｶﾍﾞ ﾒﾐ 女子 1 09 西山 宮　城

1411 本舘　日彩 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾋｲﾛ 女子 1 09 西山 宮　城

1412 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 女子 1 09 西山 宮　城

1414 越後　彩 ｴﾁｺﾞ ｱﾔ 女子 1 09 西山 宮　城

1415 小山　結海菜 ｺﾔﾏ ﾕｳﾅ 女子 1 10 西山 宮　城

郡山 ｺｵﾘﾔﾏ 803 白谷　明日奏 ｼﾗﾔ ｱｽｶ 女子 1 09 郡山 宮　城

仙台市立郡山中学校 郡山 805 大橋　詩織里 ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ 女子 2 08 郡山 宮　城

817 村上　栞南 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 女子 2 08 郡山 宮　城

820 鈴木　快歩 ｽｽﾞｷ ｺｺﾎ 女子 1 09 郡山 宮　城

830 畠山　蘭 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾗﾝ 女子 1 09 郡山 宮　城

834 星　優那 ﾎｼ ﾕｳﾅ 女子 1 09 郡山 宮　城

仙台二華 ｾﾝﾀﾞｲﾆｶ 9443 髙橋　美百 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 2 仙台二華 宮　城
宮城県仙台二華中学校 仙台二華 9445 藤井　志織 ﾌｼﾞｲ ｼｵﾘ 女子 2 仙台二華 宮　城

9447 髙橋　杏 ﾀｶﾊｼ ｱﾝ 女子 1 仙台二華 宮　城

9448 阿部　琴音 ｱﾍﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 仙台二華 宮　城

台原 ﾀﾞｲﾉﾊﾗ 841 坂本　くれは ｻｶﾓﾄ ｸﾚﾊ 女子 2 08 台原 宮　城

仙台市立台原中学校 台原 844 本多　レイナ ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲﾅ 女子 2 08 台原 宮　城

846 齋藤　凜乃 ｻｲﾄｳ ﾘﾝﾉ 女子 2 08 台原 宮　城

848 三浦　りりか ﾐｳﾗ ﾘﾘｶ 女子 1 09 台原 宮　城

849 目黒　桜香 ﾒｸﾞﾛ ﾓﾓｶ 女子 1 09 台原 宮　城

八乙女 ﾔｵﾄﾒ 1775 赤間　心咲 ｱｶﾏ ﾐｻｷ 女子 2 八乙女 宮　城
仙台市立八乙女中学校 八乙女 1781 大森　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 女子 2 八乙女 宮　城

1784 狩野　萌々花 ｶﾘﾉ ﾓﾓｶ 女子 2 八乙女 宮　城

1788 佐々　悠歩 ｻｻ ﾊﾙｸ 女子 2 八乙女 宮　城

1792 千葉　彩花 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ 女子 2 八乙女 宮　城

西多賀 ﾆｼﾀｶﾞ 730 志村　奈緒子 ｼﾑﾗ ﾅｵｺ 女子 1 西多賀 宮　城
仙台市立西多賀中学校 西多賀 731 庄子　朋花 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｶ 女子 1 西多賀 宮　城

756 武藤　千晴 ﾑﾄｳ ﾁﾊﾙ 女子 2 西多賀 宮　城

757 後藤　理心 ｺﾞﾄｳ  ﾘｺ 女子 2 西多賀 宮　城

東華 ﾄｳｶ 287 佐東　結菜 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 女子 2 東華 宮　城

仙台市立東華中学校 東華 288 関本　春花 ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 2 東華 宮　城

289 髙橋　眞希 ﾀｶﾊｼ ﾏｷ 女子 2 東華 宮　城

292 阿部　悠彩 ｱﾍﾞ ﾋｲﾛ 女子 2 東華 宮　城

295 新田　佳里奈 ﾆｯﾀ ｶﾘﾅ 女子 2 東華 宮　城

309 及川　希望 ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 東華 宮　城

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

仙台市立沖野中学校 沖野 1327 渡邉　優月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 08 沖野 宮　城

1328 加藤　心悠 ｶﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 2 09 沖野 宮　城

1329 西原　瑞生 ﾆｼﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 女子 2 08 沖野 宮　城

1330 鈴木　ふゆめ ｽｽﾞｷ ﾌﾕﾒ 女子 2 09 沖野 宮　城

1331 千葉　愛花 ﾁﾊﾞ ﾏﾅｶ 女子 2 08 沖野 宮　城

蒲町 ｶﾊﾞﾉﾏﾁ 1081 佐々木　莉子 ｻｻｷ ﾘｺ 女子 2 蒲町 宮　城

仙台市立蒲町中学校 蒲町 1082 永澤　優來 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾗ 女子 2 蒲町 宮　城

1083 菅原　聖楽 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾗ 女子 2 蒲町 宮　城

1084 本多　奈々子 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅｺ 女子 2 蒲町 宮　城

1087 五十嵐　萌絵 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 女子 2 蒲町 宮　城

1092 小泉　　美織 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｵﾘ 女子 1 蒲町 宮　城

袋原 ﾌｸﾛﾊﾞﾗ 1210 及川　穂乃花 ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ 女子 2 袋原 宮　城

仙台市立袋原中学校 袋原 1212 安部　柚凛 ｱﾍﾞ ﾕｳﾘ 女子 2 袋原 宮　城

1213 佐々木　乃杏 ｻｻｷ ﾉｱ 女子 2 袋原 宮　城

1230 加藤　璃桜 ｶﾄｳ ﾘｵ 女子 1 袋原 宮　城

1233 遠藤　妃心 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 1 袋原 宮　城

1234 片岡　桜々 ｶﾀｵｶ ﾓﾓ 女子 1 袋原 宮　城
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中山 ﾅｶﾔﾏ 1005 井上　夏穂 ｲﾉｳｴ ｶﾎ 女子 1 09 中山 宮　城

仙台市立中山中学校 中山 1006 中山　怜香 ﾅｶﾔﾏ ﾚｲｶ 女子 1 10 中山 宮　城

1007 細川　栞 ﾎｿｶﾜ ｼｵﾘ 女子 1 09 中山 宮　城

1016 飯野　雪輝 ｲｲﾉ ﾕｷ 女子 2 09 中山 宮　城

1018 鎌田　琳子 ｶﾏﾀ ﾘｺ 女子 2 08 中山 宮　城

1019 西内　琴春 ﾆｼｳﾁ ｺﾊﾙ 女子 2 08 中山 宮　城

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

仙台市立広瀬中学校 広瀬 1445 笹原　夕莉乃 ｻｻﾊﾗ ﾕﾘﾉ 女子 1 09 広瀬 宮　城

1446 作山　円心 ｻｸﾔﾏ ﾏﾙｺ 女子 1 09 広瀬 宮　城

1473 小山田　美桜奈 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐｵﾅ 女子 2 08 広瀬 宮　城

1474 佐々木　真央 ｻｻｷ ﾏｵ 女子 2 09 広瀬 宮　城

1475 藤田　瑠菜 ﾌｼﾞﾀ ﾙﾅ 女子 2 09 広瀬 宮　城

仙台中田 ｾﾝﾀﾞｲ･ﾅｶﾀﾞ 551 柿沼　希星 ｶｷﾇﾏ ｷﾗﾘ 女子 2 仙台中田 宮　城

仙台市立中田中学校 仙台中田 552 西田　姫華 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 2 仙台中田 宮　城

553 國井　ルナ ｸﾆｲ ﾙﾅ 女子 2 仙台中田 宮　城

556 髙橋　幸乃 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾉ 女子 2 仙台中田 宮　城

558 佐々木　蓮 ｻｻｷ ﾚﾝ 女子 1 仙台中田 宮　城

559 清野　夏穂 ｾｲﾉ ｶﾎ 女子 1 仙台中田 宮　城

五橋 ｲﾂﾂﾊﾞｼ 321 古山　鈴穏 ｺﾔﾏ ﾘｵﾝ 女子 2 五橋 宮　城

仙台市立五橋中学校 五橋 322 堺　瑠璃 ｻｶｲ ﾙﾘ 女子 2 五橋 宮　城

323 佐藤　芙喜 ｻﾄｳ ﾌｷ 女子 2 五橋 宮　城

326 髙橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 女子 2 五橋 宮　城

327 武山　りさ ﾀｹﾔﾏ ﾘｻ 女子 2 五橋 宮　城

357 小林　美楽衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ 女子 1 五橋 宮　城

東仙台 ﾋｶﾞｼｾﾝﾀﾞｲ 241 相澤　結芽乃 ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ 女子 1 東仙台 宮　城
仙台市立東仙台中学校 東仙台 245 浅野　珠里 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾘ 女子 1 東仙台 宮　城

248 笠原　梨央 ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 女子 2 東仙台 宮　城

250 酒井　美南 ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 女子 1 東仙台 宮　城

256 川岸　優香 ｶﾜｷﾞｼ ﾕｳｶ 女子 2 東仙台 宮　城

262 佐藤　香湖 ｻﾄｳ ｶｺ 女子 1 東仙台 宮　城

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

仙台市立中野中学校 中野 1174 廣川　さら ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 女子 2 08 中野 宮　城

1175 岡田　姫來 ｵｶﾀﾞ ｷﾗ 女子 2 08 中野 宮　城

1176 佐々木　華音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 女子 2 08 中野 宮　城

1177 佐藤　ひかり ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 女子 2 08 中野 宮　城

1184 櫻井　結恵奈 ｻｸﾗｲ ﾕﾒﾅ 女子 1 09 中野 宮　城

鶴が丘 ﾂﾙｶﾞｵｶ 2003 渡部　こころ ﾜﾀﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 2 08 鶴が丘 宮　城
仙台市立鶴が丘中学校 鶴が丘 2005 工藤　咲也子 ｸﾄﾞｳ ｻﾔｺ 女子 2 09 鶴が丘 宮　城

2006 後藤　亜実 ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 女子 2 09 鶴が丘 宮　城

2010 横澤　花菜 ﾖｺｻﾜ ｶﾅ 女子 2 08 鶴が丘 宮　城

2011 吉田　光彩希 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 2 08 鶴が丘 宮　城

山田 ﾔﾏﾀﾞ 1042 菊地　咲良 ｷｸﾁ ｻﾗ 女子 1 10 山田 宮　城

仙台市立山田中学校 山田 1071 大槻　ひな ｵｵﾂｷ ﾋﾅ 女子 2 09 山田 宮　城

1072 栗原　虹心 ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ 女子 2 08 山田 宮　城

1074 吉田　優月 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 08 山田 宮　城

1075 佐藤　明香 ｻﾄｳ ﾒｲｶ 女子 2 09 山田 宮　城

1077 髙松　美彩 ﾀｶﾏﾂ ﾐｻ 女子 2 08 山田 宮　城

館 ﾔｶﾀ 2521 渡辺　一夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｶ 女子 1 館 宮　城

仙台市立館中学校 館 2542 阿波　咲来 ｱﾜ ｻｸﾗ 女子 2 館 宮　城

2543 古屋　結衣 ﾌﾙﾔ ﾕｲ 女子 2 館 宮　城

2544 谷津　葵美 ﾔﾂ ｱﾐ 女子 2 館 宮　城

2545 伊藤　天伽 ｲﾄｳ ﾃﾝｶ 女子 2 館 宮　城

2546 佐山　希嬉 ｻﾔﾏ ｷｷ 女子 2 館 宮　城

七北田 ﾅﾅｷﾀ 1695 佐藤　佑美 ｻﾄｳ ﾕｳﾐ 女子 2 08 七北田 宮　城
仙台市立七北田中学校 七北田 1703 宮本　莉奈 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘﾅ 女子 2 08 七北田 宮　城

1704 山口　星菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 女子 2 08 七北田 宮　城

1705 北村　結 ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 女子 2 08 七北田 宮　城

1710 山口　星愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｱ 女子 1 10 七北田 宮　城

1711 山本　芽奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲﾅ 女子 1 10 七北田 宮　城

八軒 ﾊﾁｹﾝ 405 板橋　知咲 ｲﾀﾊﾞｼ ﾁｻｷ 女子 2 八軒 宮　城

仙台市立八軒中学校 八軒 413 三岳　桜子 ﾐﾂﾀｹ ｻｸﾗｺ 女子 2 八軒 宮　城

420 安部　ニコ ｱﾍﾞ ﾆｺ 女子 1 八軒 宮　城

421 町田　琉華 ﾏﾁﾀ ﾙｶ 女子 1 八軒 宮　城
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上杉山 ｶﾐｽｷﾞﾔﾏ 124 佐藤　結乃香 ｻﾄｳ ﾕﾉｶ 女子 1 10 上杉山 宮　城
仙台市立上杉山中学校 上杉山 127 土屋　和葉 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾊ 女子 2 08 上杉山 宮　城

129 小田島　優那 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳﾅ 女子 2 08 上杉山 宮　城

130 佐々木　結泉 ｻｻｷ ﾕｲ 女子 2 08 上杉山 宮　城

132 林　あん ﾊﾔｼ ｱﾝ 女子 2 08 上杉山 宮　城

134 塩澤　　結衣 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｲ 女子 2 08 上杉山 宮　城

宮城野 ﾐﾔｷﾞﾉ 203 小山　ひな ｵﾔﾏ ﾋﾅ 女子 1 09 宮城野 宮　城
仙台市立宮城野中学校 宮城野 204 中嶋　樹那 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾅ 女子 1 10 宮城野 宮　城

206 宇佐美　里桜 ｳｻﾐ ﾘｵ 女子 1 09 宮城野 宮　城

221 岩渕　みちる ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐﾁﾙ 女子 2 09 宮城野 宮　城

222 梶谷　環子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾜｺ 女子 2 08 宮城野 宮　城

224 谷　結陸 ﾀﾆ ﾕｲﾘ 女子 2 09 宮城野 宮　城

岩切 ｲﾜｷﾘ 685 和泉　優花 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 女子 2 岩切 宮　城

仙台市立岩切中学校 岩切 688 山田　琴音 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 岩切 宮　城

714 神　心那 ｼﾞﾝ ｺｺﾅ 女子 2 岩切 宮　城

715 金井　天音 ｶﾅｲ ｱﾏﾈ 女子 2 岩切 宮　城

716 相原　帆花 ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｶ 女子 2 岩切 宮　城

717 大和田　乙伽 ｵｵﾜﾀﾞ ｵﾄｶ 女子 2 岩切 宮　城

七郷 ｼﾁｺﾞｳ 602 宇田　琴音 ｳﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 09 七郷 宮　城

仙台市立七郷中学校 七郷 604 庄子　遙夏 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 女子 1 09 七郷 宮　城

605 桝田　莉結 ﾏｽﾀﾞ ﾘﾑ 女子 1 09 七郷 宮　城

633 桝田　葵結 ﾏｽﾀﾞ ｱﾑ 女子 2 08 七郷 宮　城

634 樋口　舜華 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｶ 女子 2 09 七郷 宮　城

635 牛坂　れいら ｳｼｻﾞｶ ﾚｲﾗ 女子 2 08 七郷 宮　城

南小泉 ﾐﾅﾐｺｲｽﾞﾐ 451 齋藤　杏佳 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 女子 2 09 南小泉 宮　城
仙台市立南小泉中学校 南小泉 452 鈴木　心咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 女子 2 09 南小泉 宮　城

453 五井　一葉 ｺﾞｲ ｶｽﾞﾊ 女子 2 08 南小泉 宮　城

456 櫻井　玉鈴 ｻｸﾗｲ ﾀﾏﾘ 女子 2 09 南小泉 宮　城

457 大和　凛杏 ﾔﾏﾄ ﾘｱﾝ 女子 2 08 南小泉 宮　城

高森 ﾀｶﾓﾘ 2282 名和　　れいな ﾅﾜ ﾚｲﾅ 女子 2 08 高森 宮　城

仙台市立高森中学校 高森 2283 畠山　　愛琉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒﾙ 女子 2 08 高森 宮　城

2284 石澤　　舞 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｲ 女子 2 08 高森 宮　城

2285 菅原　　綾音 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 女子 2 08 高森 宮　城

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

高砂 ﾀｶｻｺﾞ 641 平塚　美帆 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾎ 女子 2 高砂 宮　城

仙台市立高砂中学校 高砂 642 大沼　彩乃 ｵｵﾇﾏ ｱﾔﾉ 女子 2 高砂 宮　城

643 林　楓夏 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 女子 2 高砂 宮　城

644 髙橋　莉心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 2 高砂 宮　城

666 中村　海緒 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 女子 1 高砂 宮　城

667 畠山　葵 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｵｲ 女子 1 高砂 宮　城

三条 ｻﾝｼﾞｮｳ 91 首藤　梨乃 ｼｭﾄｳ ﾘﾉ 女子 2 三条 宮　城

仙台市立三条中学校 三条 93 清野　菜々美 ｾｲﾉ ﾅﾅﾐ 女子 2 三条 宮　城

101 狩屋　日向 ｶﾘﾔ ﾋﾅﾀ 女子 1 三条 宮　城

103 鈴木　莉央 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 女子 1 三条 宮　城

108 大家　有稀 ｵｵﾔ ﾕｳｷ 女子 1 三条 宮　城

109 安田　美咲 ﾔｽﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 1 三条 宮　城

折立 ｵﾘﾀﾃ 1259 大沼　琴海 ｵｵﾇﾏ ｺﾄﾐ 女子 1 折立 宮　城

仙台市立折立中学校 折立 1260 齋藤　橙希 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ 女子 1 折立 宮　城

1262 木村　実蘭 ｷﾑﾗ ﾐﾗﾝ 女子 1 折立 宮　城

1269 佐々木　日和 ｻｻｷ ﾋﾖﾘ 女子 2 折立 宮　城

1270 土屋　絢夢 ﾂﾁﾔ ｱﾉﾝ 女子 2 折立 宮　城

1271 長倉　果音 ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾉﾝ 女子 2 折立 宮　城

附属 ﾌｿﾞｸ 1528 田村　優香南 ﾀﾑﾗ ﾏｶﾅ 女子 1 附属 宮　城
宮城教育大学付属中学校 附属 1530 駒井　萌黄 ｺﾏｲ ﾓｴｷﾞ 女子 1 附属 宮　城

1531 村上　七海 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅﾐ 女子 1 附属 宮　城

1535 張　知紗希 ﾁｮｳ ﾁｻｷ 女子 1 附属 宮　城

1537 佐藤　嘉保 ｻﾄｳ ｶﾎ 女子 1 附属 宮　城

1540 星　綾乃 ﾎｼ ｱﾔﾉ 女子 1 附属 宮　城
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1328 加藤　心悠 ｶﾄｳ ｺﾊﾙ 女子 2 09 宮　城 沖野

206 宇佐美　里桜 ｳｻﾐ ﾘｵ 女子 1 09 宮　城 宮城野

203 小山　ひな ｵﾔﾏ ﾋﾅ 女子 1 09 宮　城 宮城野

816 藤村　夏鈴 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾘﾝ 女子 2 08 宮　城 郡山

810 清水　優奈 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾅ 女子 1 09 宮　城 郡山

351 加藤　望来 ｶﾄｳ ﾐｸﾙ 女子 1 宮　城 五橋

353 佐藤　亜美花 ｻﾄｳ ｱﾐｶ 女子 1 宮　城 五橋

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

1124 梅津　里紗 ｳﾒﾂ ﾘｻ 女子 2 宮　城 桜丘

1076 江戸　結香 ｴﾄﾞ ﾕｳｶ 女子 2 09 宮　城 山田

2051 松田　瞳子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 2 08 宮　城 寺岡

601 大泉　椋音 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾘｵ 女子 1 09 宮　城 七郷

1708 海道　優里 ｶｲﾄﾞｳ ﾕﾘ 女子 1 09 宮　城 七北田

1802 小野　奏音 ｵﾉ ｶﾅﾈ 女子 2 宮　城 将監

1816 宮本　寧々 ﾐﾔﾓﾄ ﾈﾈ 女子 1 宮　城 将監

5 白井　杏 ｼﾗｲ ｱﾝ 女子 2 08 宮　城 仙台一

1016 飯野　雪輝 ｲｲﾉ ﾕｷ 女子 2 09 宮　城 中山

1175 岡田　姫來 ｵｶﾀﾞ ｷﾗ 女子 2 08 宮　城 中野

511 若生　小楓 ﾜｺｳ ｺﾉｶ 女子 2 宮　城 長町

2003 渡部　こころ ﾜﾀﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘

1854 永原　京佳 ﾅｶﾞﾊﾗ ｷｮｳｶ 女子 1 宮　城 南光台

964 及川　みずき ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞｷ 女子 1 10 宮　城 八木山

2190 田中　莉瑚 ﾀﾅｶ ﾘｺ 女子 1 宮　城 富沢
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中学共通女子走幅跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

2762 高橋　彩良 ﾀｶﾊｼ ｻﾗ 女子 2 宮　城 ウルスラ

1929 今井　文音 ｲﾏｲ ｱﾔﾈ 女子 2 宮　城 加茂

1082 永澤　優來 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾗ 女子 2 宮　城 蒲町

1094 渡辺　　小雪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾕｷ 女子 1 宮　城 蒲町

223 笠原　碧衣 ｶｻﾊﾗ ｱｵｲ 女子 2 08 宮　城 宮城野

221 岩渕　みちる ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐﾁﾙ 女子 2 09 宮　城 宮城野

9518 安西　雅 ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾔﾋﾞ 女子 2 宮　城 錦ヶ丘

805 大橋　詩織里 ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ 女子 2 08 宮　城 郡山

802 阿部　千夏 ｱﾍﾞ ﾁﾅﾂ 女子 1 09 宮　城 郡山

327 武山　りさ ﾀｹﾔﾏ ﾘｻ 女子 2 宮　城 五橋

321 古山　鈴穏 ｺﾔﾏ ﾘｵﾝ 女子 2 宮　城 五橋

181 狩野　希空 ｶﾘﾉ ﾉｱ 女子 2 宮　城 五城

185 保科　みなみ ﾎｼﾅ ﾐﾅﾐ 女子 2 宮　城 五城

1471 丹野　麗奈 ﾀﾝﾉ ﾚｲﾅ 女子 2 09 宮　城 広瀬

2056 渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 2 08 宮　城 寺岡

635 牛坂　れいら ｳｼｻﾞｶ ﾚｲﾗ 女子 2 08 宮　城 七郷

134 塩澤　　結衣 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｲ 女子 2 08 宮　城 上杉山

552 西田　姫華 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 2 宮　城 仙台中田

551 柿沼　希星 ｶｷﾇﾏ ｷﾗﾘ 女子 2 宮　城 仙台中田

73 村上　寧音 ﾑﾗｶﾐ ﾈﾈ 女子 2 08 宮　城 仙台二

71 有坂　美柚 ｱﾘｻｶ ﾐﾕ 女子 2 08 宮　城 仙台二

1017 熊田　櫻 ｸﾏﾀﾞ ｻｸﾗ 女子 2 08 宮　城 中山

508 石倉　瑞雪 ｲｼｸﾗ ﾐﾕｷ 女子 2 宮　城 長町

485 高橋　莉子 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 1 宮　城 長町

2011 吉田　光彩希 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 2 08 宮　城 鶴が丘

2006 後藤　亜実 ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 女子 2 09 宮　城 鶴が丘

295 新田　佳里奈 ﾆｯﾀ ｶﾘﾅ 女子 2 宮　城 東華

287 佐東　結菜 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 女子 2 宮　城 東華

249 須﨑　凛桜 ｽｻﾞｷ ﾘｵ 女子 2 宮　城 東仙台

264 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 女子 2 宮　城 東仙台

452 鈴木　心咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 女子 2 09 宮　城 南小泉

2221 髙田　詩世 ﾀｶﾀﾞ ｳﾀﾖ 女子 2 09 宮　城 南中山

1784 狩野　萌々花 ｶﾘﾉ ﾓﾓｶ 女子 2 宮　城 八乙女

1781 大森　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 女子 2 宮　城 八乙女

408 加堂　純美恋 ｶﾄﾞｳ ｽﾐﾚ 女子 2 宮　城 八軒

409 齋藤　小波 ｻｲﾄｳ ｺﾅﾐ 女子 2 宮　城 八軒

9847 小野　真奈美 ｵﾉ ﾏﾅﾐ 女子 2 宮　城 富沢

9849 沼田　未結 ﾇﾏﾀ ﾐﾕｳ 女子 2 宮　城 富沢

1527 高杉　結花 ﾀｶｽｷﾞ ﾕｲｶ 女子 1 宮　城 附属
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中学1年女子走幅跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1090 及川　　夏帆 ｵｲｶﾜ ｶﾎ 女子 1 宮　城 蒲町

1096 佐々木　　夢愛 ｻｻｷ ﾕｱ 女子 1 宮　城 蒲町

204 中嶋　樹那 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾅ 女子 1 10 宮　城 宮城野

9526 髙松　菜々子 ﾀｶﾏﾂ ﾅﾅｺ 女子 1 宮　城 錦ヶ丘

828 小野寺　眞子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺ 女子 1 09 宮　城 郡山

806 渥美　優月 ｱﾂﾐ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 09 宮　城 郡山

350 阿部　汐恩 ｱﾍﾞ ｼｵﾝ 女子 1 宮　城 五橋

1445 笹原　夕莉乃 ｻｻﾊﾗ ﾕﾘﾉ 女子 1 09 宮　城 広瀬

105 新野　楓果 ﾆｲﾉ ﾌｳｶ 女子 1 宮　城 三条

107 伊藤　璃海 ｲﾄｳ ﾘﾐ 女子 1 宮　城 三条

2061 熊谷　凪紗 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ 女子 1 10 宮　城 寺岡

1811 渡部　楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 1 宮　城 将監

1410 岡部　瞳美 ｵｶﾍﾞ ﾒﾐ 女子 1 09 宮　城 西山

1411 本舘　日彩 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾋｲﾛ 女子 1 09 宮　城 西山

560 早田　百花 ｿｳﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 1 宮　城 仙台中田

849 目黒　桜香 ﾒｸﾞﾛ ﾓﾓｶ 女子 1 09 宮　城 台原

2321 浅岡　莉晴 ｱｻｵｶ ﾘｾ 女子 1 10 宮　城 田子

310 佐々木　成美 ｻｻｷ ﾅﾙﾐ 女子 1 宮　城 東華

415 菅原　千聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 1 宮　城 八軒

417 本平　葵 ﾎﾝﾀｲﾗ ｱｵｲ 女子 1 宮　城 八軒

963 伊藤　優花 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 女子 1 10 宮　城 八木山

969 菅井　彩音 ｽｶﾞｲ ｱﾉﾝ 女子 1 09 宮　城 八木山

2186 菊地　優奈 ｷｸﾁ ﾕﾅ 女子 1 宮　城 富沢

2197 角田　眞理子 ﾂﾉﾀﾞ ﾏﾘｺ 女子 1 宮　城 富沢

1535 張　知紗希 ﾁｮｳ ﾁｻｷ 女子 1 宮　城 附属

1537 佐藤　嘉保 ｻﾄｳ ｶﾎ 女子 1 宮　城 附属
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中学女子砲丸投(2.721kg) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

2766 菅野　明璃 ｶﾝﾉ ｱｶﾘ 女子 1 宮　城 ウルスラ

2763 田口　凜 ﾀｸﾞﾁ ﾘﾝ 女子 2 宮　城 ウルスラ

1329 西原　瑞生 ﾆｼﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 女子 2 08 宮　城 沖野

829 菅原　愛琉 ｽｶﾞﾜﾗ ｴﾙ 女子 1 09 宮　城 郡山

819 平　妃鞠 ﾀｲﾗ ﾋﾏﾘ 女子 2 09 宮　城 郡山

352 菊地　美月 ｷｸﾁ ﾐﾂｷ 女子 1 宮　城 五橋

1890 川島　瑞穂 ｶﾜｼﾏ ﾐｽﾞﾎ 女子 1 10 宮　城 向陽台

1474 佐々木　真央 ｻｻｷ ﾏｵ 女子 2 09 宮　城 広瀬

1472 伊藤　優菜 ｲﾄｳ ﾕﾅ 女子 2 09 宮　城 広瀬

1736 遊佐　愛来 ﾕｻ ｱｲﾗ 女子 2 宮　城 根白石

110 吉田　つむぎ ﾖｼﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 女子 1 宮　城 三条

1075 佐藤　明香 ｻﾄｳ ﾒｲｶ 女子 2 09 宮　城 山田

2063 齊藤　美月 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｷ 女子 1 09 宮　城 寺岡

2053 石田　慈梨 ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 女子 2 08 宮　城 寺岡

602 宇田　琴音 ｳﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 1 09 宮　城 七郷

1696 丹野　夏奈星 ﾀﾝﾉ ﾅﾅｾ 女子 2 08 宮　城 七北田

1709 嶺岸　咲月 ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾂｷ 女子 1 10 宮　城 七北田

9374 藁谷　円 ﾜﾗｶﾞｲ ﾏﾄﾞｶ 女子 1 宮　城 青陵

1211 勝又　美涼 ｶﾂﾏﾀ ﾐｽｽﾞ 女子 2 宮　城 袋原

1183 糟谷　かえで ｶｽﾔ ｶｴﾃﾞ 女子 1 09 宮　城 中野

2327 菅原　真愛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｱ 女子 2 08 宮　城 田子

293 菅原　千莉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾘ 女子 2 宮　城 東華

257 白岩　桃実 ｼﾛｲﾜ ﾓﾓﾐ 女子 2 宮　城 東仙台

2611 大野　葵衣 ｵｵﾉ ｱｵｲ 女子 1 宮　城 東北学院

965 棟方　有紀 ﾑﾅｶﾀ ﾕｷ 女子 1 10 宮　城 八木山

9841 千葉　美紀 ﾁﾊﾞ ﾐｷ 女子 2 宮　城 富沢

9845 池原　瑚子 ｲｹﾊﾗ ｺｺ 女子 2 宮　城 富沢
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中学女子四種競技 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1091 福地　　美夏 ﾌｸﾁ ﾐﾅ 女子 1 宮　城 蒲町

9512 和久田　彩世 ﾜｸﾀﾞ ｱﾔｾ 女子 2 宮　城 錦ヶ丘

827 本多　美葡 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾌ 女子 1 09 宮　城 郡山

1473 小山田　美桜奈 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐｵﾅ 女子 2 08 宮　城 広瀬

667 畠山　葵 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｵｲ 女子 1 宮　城 高砂

1072 栗原　虹心 ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ 女子 2 08 宮　城 山田

2058 大谷　真瑚 ｵｵﾀﾆ ﾏｺ 女子 1 09 宮　城 寺岡

1801 丸山　衣澄 ﾏﾙﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 女子 2 宮　城 将監

6 伊達　柊 ﾀﾞﾃ ﾋｲﾗｷﾞ 女子 2 09 宮　城 仙台一

2005 工藤　咲也子 ｸﾄﾞｳ ｻﾔｺ 女子 2 09 宮　城 鶴が丘

288 関本　春花 ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 2 宮　城 東華

9844 甲田　絢乃 ｺｳﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 2 宮　城 富沢

2483 村上　和楓 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 女子 2 08 宮　城 柳生
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