
ト ラ ッ ク 審 判 長 小野寺文晃

跳 躍 審 判 長 鎌田　孝悦

投 て き 審 判 長 前口　　剛

競 歩 審 判 長 川元　　進

招 集 所 審 判 長 高橋　幸男

記 録 主 任 小野　律子

日付 種目

小宮いつき(3) 12.12 佐藤　芹香(2) 12.25 渡邉　菜々(3) 12.63 髙橋加菜乃(3) 12.74 齋藤はるか(2) 12.78 小原　　杏(3) 12.84 遠藤まどか(3) 12.95 伊藤みの里(3) 12.97

常盤木学園高 古川黎明高 常盤木学園高 柴田高 仙台三桜高 常盤木学園高 仙台白百合高 仙台三桜高

奥山　瑞希(1) 2:18.88 石川　美珠(2) 2:18.90 瀧澤水希乃(2) 2:20.72 幕田未来渉(1) 2:23.55 八幡　紗彩(1) 2:24.59 三浦　愛日(1) 2:25.46 高嶋　唯菜(3) 2:25.69 江口　　葵(1) 2:29.25

利府高 聖和学園高 常盤木学園高 仙台育英高 東北高 仙台育英高 古川高 仙台育英高

門間　由来(3) 10:13.01 丹野稚妃路(2) 10:15.36 今野　妃菜(3) 10:16.93 伊藤百合子(3) 10:18.13 川原　彩夏(2) 10:18.49 加藤　あや(2) 10:26.06 阿部　愛実(3) 10:34.66 清水　　舞(2) 10:34.67

古川高 聖和学園高 常盤木学園高 常盤木学園高 常盤木学園高 東北高 東北学院大 聖和学園高

及川　優花(1) 14.86 遠藤　美桜(1) 15.60 坂田　愛海(1) 15.74 小髙理沙子(1) 17.40 小野かんな(3) 17.99 小倉　未咲(3) 18.09 菊地　梨那(3) 18.40 菅原　千紘(3) 18.62

柴田高 東北高 常盤木学園高 古川黎明高 南中山中 高森中 郡山中 中田中

渡部さやか(3) 1:01.36 伊藤　愛海 1:02.06 武者　香織(3) 1:02.88 菅野　萌衣(3) 1:03.95 川勝　稀月(2) 1:04.20 後藤理香子(2) 1:05.37 西城　柚香(2) 1:09.18

常盤木学園高 七十七銀行 柴田高 仙台三桜高 常盤木学園高 仙台三桜高 東北高

橋上　創佳(3) 25:23.41 今　かえで(2) 26:03.78 井上芙美佳 26:36.60 成沢　新奈(3) 26:36.81 白井　　花(2) 28:14.37 金本  梨沙(2) 29:11.41 佐藤　亜美(2) 29:26.06 峯　　菜摘(3) 29:29.19

常盤木学園高 常盤木学園高 宮城陸協 利府高 東北大 柴田高 白石高 東北福祉大

柴田高 49.03 仙台三桜高 49.85 古川黎明高 49.96 東北高 50.24 仙台育英高 50.92 仙台三高 51.05 富谷高 51.16

武者　香織(3) 齋藤はるか(2) 北村帆乃夏(2) 菅原　有咲(1) 里館　采那(1) 浜崎　裕希(2) 阿部　巴奈(2)

千葉　桃香(3) 阿部　杏実(3) 佐藤　芹香(2) 仲村ふうな(2) 藤田　結花(3) 泉屋　咲月(3) 千葉　瀬奈(2)

髙橋加菜乃(3) 中條由紀乃(2) 藤本　優芽(2) 渡邊　有紗(2) 森　　彩香(3) 長峯　咲希(3) 市川　姫乃(2)

安斎スオミ(1) 伊藤みの里(3) 桑添　友花(3) 西城　柚香(2) 鎌田　茉裕(1) 原岡　望美(2) 相澤かりん(3)

常盤木学園高 3:55.94 柴田高 4:06.14 仙台三桜高 4:06.16 東北高 4:13.02 仙台一高 4:17.41 仙台西高 4:19.74

渡部さやか(3) 髙橋加菜乃(3) 伊藤みの里(3) 渡邊　有紗(2) 村山　朋奈(3) 佐藤　姫奈(2)

小宮いつき(3) 近江　真奈(3) 菅野　萌衣(3) 仲村ふうな(2) 山口　真琴(2) 後藤　瑞貴(3)

丹野　璃紗(3) 武者　香織(3) 後藤理香子(2) 加瀬谷広奈(3) 山形　真央(2) 中西　真菜(2)

渡邉　菜々(3) 千葉　桃香(3) 阿部　杏実(3) 西城　柚香(2) 高橋　碧衣(3) 下川原美緒(2)

東北福祉大 4:06.16

稲葉きらら(2)

石田　彩乃(4)

伊藤　春香(4)

齋藤めぐみ(4)

石井沙耶花(3) 1m61 中村ひなの(3) 1m50 上原　黎南(1) 1m50 萬　　美結(2) 1m50 佐藤　夢花(3) 1m45

利府高 仙台東高 東北高 仙台南高 佐沼高

石川　愛翔(3) 1m50 小松　瑠伽(2) 1m45

仙台東高 多賀城高

佐口みずき(2) 1m50 近江　真奈(3) 1m45

常盤木学園高 柴田高

馬場　優衣(1) 1m45

仙台一高

武田　寧々(3) 1m45

柴田高

志賀麻理亜(4) 3m10 大友　里花(3) 2m40 佐久間美帆(3) 2m30

仙台大 学院榴ケ岡高 石巻高

曲竹菜都美(3) 5m44(+1.3) 千葉　桃香(3) 5m36(0.0) 高橋　瑞希(2) 5m25(+0.1) 志賀　芽生(3) 5m17(-0.3) 川内そよ香(2) 4m97(+0.4) 吉住　　葵(3) 4m95(+0.2) 韮沢　百華(3) 4m85(-1.1) 多田　夏海(2) 4m83(-0.1)

大河原商高 柴田高 佐沼高 常盤木学園高 仙台三高 東北学院大 聖和学園高 東北学院大

菅原　麻未(2) 12m48 武田　佳澄(3) 11m97 冨田　朱里(2) 10m17 庄司　理紗(3) 9m83 遠藤ひらり(3) 9m81 加藤　紗弥(3) 8m87 高橋香奈江(3) 8m59 庄司　奈菜(2) 8m59

東北福祉大 仙台大 宮城広瀬高 仙台西高 泉高 泉高 登米高 泉館山高

平　　愛美 38m58 樋口　望美(3) 33m76 高橋沙也加(2) 33m63 後藤　優衣(3) 33m58 近藤　安希(3) 33m28 瀬戸沙耶香(2) 32m61 橋本　希美(3) 32m22 榊原　姫香(3) 31m73

ｸﾚｰﾏｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 白石高 仙台大 古川黎明高 宮城広瀬高 仙台工高 仙台三高 蔵王高

桑添　友花(3) 49m43 兵藤　秋穂(2) 40m43 中村　雪乃(2) 33m52 門間  有里(3) 32m56 眞木菜々佳(2) 31m24 伊藤　利佳(3) 30m94 沼倉　和花(3) 30m18 久我萌々夏(3) 29m03

古川黎明高 古川黎明高 利府高 泉館山高 仙台三桜高 古川工高 佐沼高 黒川高

佐藤はるか(1) 10m30 永山　晴菜(1) 9m50 水谷　理心(1) 9m17 加藤　智美(1) 9m03

利府高 柴田高 柴田高 利府高

山内　七海(3) 12.54 三浦　由奈(3) 12.79 上村　未来(3) 13.08 間宮　ゆず(3) 13.17 川原日菜子(3) 13.24 鈴木　華凜(2) 13.30 小野寺真優(3) 13.40 鈴木　聖菜(3) 13.40

宮床中 稲井中 八軒中 岩切中 岩切中 折立中 寺岡中 向陽台中

木村　莉七(3) 4:45.09 及川　真綾(3) 5:02.19 鶉橋　麻鈴(2) 5:07.96 海道　遥佳(3) 5:11.53 伊藤　璃乃(2) 5:13.58 遠山　乃亜(3) 5:15.32 林　　瞳花(2) 5:15.61 本田　姫星(2) 5:18.46

向陽台中 石巻山下中 郡山中 八木山中 岩沼中 八乙女中 矢本一中 稲井中

古川黎明中 51.39 八木山中 51.54 六郷中 51.72 長町中 51.74 矢本一中 51.77 仙台中田中 52.04 岩切中 52.18

伊藤　千陽(3) 佐藤茉里奈(3) 多田　千紘(3) 千葉　　陽(3) 早川　綾美(3) 大澤　優葵(3) 岩淵　春花(3)

戸羽　優依(3) 大原　麟々(3) 佐藤　優風(3) 清塚　麻衣(2) 櫻井　夏美(3) 岩井　恋奈(3) 丹野　美咲(3)

佐藤　亜海(3) 村上　優希(2) 齋藤　詩乃(3) 長田　美桜(3) 神山　巴南(2) 髙橋　怜那(3) 川原日菜子(3)

秀岳　侑美(2) 相澤　七稀(3) 渡邊　芽衣(3) 安室　美咲(3) 須田　理捺(2) 太田　彩花(3) 間宮　ゆず(3)

千葉　　陽(3) 5m04(+0.9) 戸羽　優依(3) 4m93(+1.1) 山内　藍子(3) 4m81(+1.9) 秀岳　侑美(2) 4m73(+1.1) 太田　彩花(3) 4m67(+0.6) 後藤　正緒(3) 4m64(+2.9) 對島　花佳(2) 4m36(+0.7) 國井　菜那(3) 4m33(+2.9)

長町中 古川黎明中 中田中 古川黎明中 仙台中田中 蒲町中 公認記録なし 台原中 折立中 公認4m12(+1.9)

髙橋　未来(3) 12m79 橋本　莉奈(3) 11m62 政木　茉歩(3) 11m38 宮川　歩美(3) 11m34 永山　歩実(2) 10m61 片桐　琴香(2) 10m51 秋葉　珠莉(2) 10m23 吐合　美彩(3) 9m93

小原中 七ヶ宿中 青葉中 八乙女中 仙台中田中 長町中 七ヶ宿中 蒲町中

住吉開北陸上 58.57 岩沼Jr R.C 59.03 仙台陸上倶楽部 59.30 若林小 1:00.95 中田陸上 1:01.60 石巻小陸上 1:02.14 河北陸上ｽﾎﾟ少 1:02.31 鹿妻陸上 1:02.54

中野　花香(5) 村井　葉月(5) 佐藤美智花(6) 佐々木七星(6) 伊藤　和奏(6) 大内　萌花(6) 馬場ほなみ(5) 三井田麻凪(6)

麦　　梨夏(6) 遠藤　名流(6) 八島　あみ(6) 清水　伊織(6) 小林　京胡(6) 阿部　咲来(5) 佐藤　愛莉(6) 上野　藍佳(6)

及川　清絢(6) 森　　優名(5) 佐藤　瑠菜(5) 菅田　夢香(6) 佐々木結衣(6) 及川　陽和(6) 遠藤理香子(6) 山下　芽依(6)

及川　瑠菜(5) 小林　美南(6) 佐々木日向(6) ブッカー満椰(6) 及川　　萌(6) 西城　伽音(6) 鈴木　　渚(6) 亀山　陽菜(6)

4月23日 女子4×100mR

4月23日
女子100m

風：0.0

4月24日 女子800m

4月23日 女子3000m

4月24日
少年B女子

100mH(0.762m)
風：-0.7

4月23日 中学女子走幅跳

4月24日 女子走幅跳

4月24日

4月23日
中学女子4×

100mR

中学女子100m
風：+0.7

4月23日 中学女子1500m

4月24日
女子砲丸投
(4.000kg)

4月24日
少年B女子砲丸

投(4.000kg)

4月24日
女子円盤投
(1.000kg)

4月23日
女子

400mH(0.762m)

4月23日 女子5000mW

4月24日
小学女子4×

100mR

女子走高跳

4月23日 女子棒高跳

4月24日 女子4×400mR

4月23日 女子やり投(600g)

4月24日
中学女子砲丸投

(2.721kg)

4月24日

6位 7位 8位

決勝一覧(女子）

1位 2位 3位 4位 5位

平成28年度 宮城県春季陸上競技選手権大会 兼 第71回国民体育大会宮城県予選会 
平成28年4月23日(土)・24日(日) 

宮城県総合運動公園 ひとめぼれスタジアム宮城 

主催：宮城県教育委員会・(公財)宮城県体育協会・(一財)宮城陸上競技協会 

共催：宮城県高等学校体育連盟・宮城県中学校体育連盟 


