
女子 4×100mR
全国大会記録            50.99     愛知・岡崎ＪＡＣ　　　　　　　　　　  2016

県記録(PR)              53.62     河北陸上クラブ                        2004

県大会記録(GR)          53.93     河北陸上クラブ                        1994

予選 3組0着＋8

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

ﾁｰﾑ 白石第一小学校 ﾁｰﾑ 河北陸上スポ少

所属 白石 所属 河北

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

11 鶴見　英玲奈(6) 66 今野　海結(5)

12 齋藤　春花(6) 67 馬場　ももな(5)

13 水野　萌香(6) 68 梶原　京華(5)

14 佐々木　海碧(6) 69 佐藤　渚(6)

70 千葉　望々華(6)

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 気仙沼Jr．ＡＣ ﾁｰﾑ 登米小学校 ﾁｰﾑ 角田クラブ
所属 気仙沼 所属 登米 所属 角田

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

74 菊池　心白(6) 137 木村　莉緒(6) 45 松本　日茉璃(6)

75 浅野　佑唯(6) 138 熊谷　沙耶花(6) 46 本間　美桜(6)

76 平田　美衣那(6) 139 佐々木　美羽(6) 47 錦織　瑠音(6)

77 畠山　智花(5) 140 菊地　りな(6) 48 国井　美咲(6)

49 天野　志保(5)

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 芦口小学校 ﾁｰﾑ 岩沼Ｊｒ･Ｒ･Ｃ

所属 仙台 所属 岩沼

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

114 清塚　美佑(6) 214 森　春花(6)

115 早坂　風和(6) 215 佐藤　美海(6)

116 若生　心綺(6) 216 鴫原　逢夏(5)

117 小室　華音(6) 217 合川　舞(5)

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

ﾁｰﾑ 一迫小学校 ﾁｰﾑ 丸森クラブ
所属 栗原 所属 角田

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

208 齊藤　陽菜乃(6) 55 古山　心葉(5)

209 笠原　悠香(6) 56 笠井　優菜(6)

210 齋藤　万緒(6) 57 菊地　日和(6)

211 門傳　さくら(6) 58 石田　桜華(6)

59 菊地　春菜(6)

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 涌谷陸上スポ少 ﾁｰﾑ 仙台陸上倶楽部 ﾁｰﾑ 佐沼小クラブ

所属 涌谷 所属 仙台 所属 登米

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

79 齋藤　美桜(6) 109 吉野　心優(6) 141 高橋　心月(6)

80 渋谷　莉緒(6) 110 佐藤　結芽(6) 142 小野　夏姫(6)

81 高橋　実乃(6) 111 横澤　日菜(6) 143 横山　夢果(6)

82 佐々木　夕月(5) 112 布屋　希恵果(6) 144 二上　萊愛(6)

113 三塚　佑奈(6)

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 村田小学校 ﾁｰﾑ 鹿又小学校
所属 柴田 所属 河南

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

162 伊藤　音愛(6) 18 遠藤　愛心(5)

163 佐藤　那菜(6) 19 神山　玲菜(5)

164 鹿股　ちひろ(6) 20 遠藤　優空(6)

165 奥山　春奈(6) 21 大友　ユリア(6)

ｱｻﾉ ﾕｲ ｸﾏｶﾞｲ ｻﾔｶ ﾎﾝﾏ ﾐｵ

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓｶ ｷｸﾁ ﾘﾅ ｸﾆｲ ﾐｻｷ

ｻﾄｳ ﾅﾅ ｶﾐﾔﾏ ﾚｲﾅ

ｶﾉﾏﾀ ﾁﾋﾛ

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾓﾅ

ｲﾄｳ ﾈｱ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｺ

ﾐﾂﾂﾞｶ ﾕﾅ

6月24日 12:25 予選

6月24日 14:00 決勝

ﾂﾙﾐ ｴﾚﾅ ｺﾝﾉ ﾐﾕ

ﾐｽﾞﾉ ﾓｶ ｶｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ

ｻｻｷ ｳﾀ ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ

ﾁﾊﾞ ﾉﾉｶ

ｷｸﾁ ｺﾊｸ ｷﾑﾗ ﾘｵ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾏﾘ

ﾋﾗﾀ ﾐｲﾅ ｻｻｷ ﾐｳ ﾆｼｺﾘ ﾙﾈ

ｱﾏﾉ ｼﾎ

ｷﾖﾂﾞｶ ﾐﾕ ﾓﾘ ﾊﾙｶ

ﾜｺｳ ｺｱ ｼｷﾞﾊﾗ ｱｲｶ

ﾊﾔｻｶ ﾌｳﾜ ｻﾄｳ ｳﾐﾅ

ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾉ ﾌﾙﾔﾏ ｺｺﾊ

ｻｲﾄｳ ﾏｵ ｷｸﾁ ﾋﾖﾘ

ｶｻﾊﾗ ﾊﾙｶ ｶｻｲ ﾕｳﾅ

ｺﾑﾛ ｶﾉﾝ ｱｲｶﾜ ﾏｲ

ｲｼﾀﾞ ｵｳｶ

ｻｲﾄｳ ﾐｵ ﾖｼﾉ ﾐﾕ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ

ﾓﾝﾃﾞﾝ ｻｸﾗ

ｼﾌﾞﾔ ﾘｵ ｻﾄｳ ﾕﾒ ｵﾉ ﾅﾂﾋ

ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ

ﾀｶﾊｼ ﾐﾉ ﾖｺｻﾜ ﾋﾅ ﾖｺﾔﾏ ﾕﾒﾊ

ｻｻｷ ﾕﾂﾞｷ ﾇﾉﾔ ｷｴｶ ﾆｶﾐ ﾗｲｱ

ｵｸﾔﾏ ﾊﾙﾅ ｵｵﾄﾓ ﾕﾘｱ

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｱ



女子 4×100mR
全国大会記録            50.99     愛知・岡崎ＪＡＣ　　　　　　　　　　  2016

県記録(PR)              53.62     河北陸上クラブ                        2004

県大会記録(GR)          53.93     河北陸上クラブ                        1994

予選 3組0着＋8

3組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

ﾁｰﾑ 若林小学校 ﾁｰﾑ 南方小学校
所属 仙台 所属 登米

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

118 亀山　千誉香(6) 145 中津川　結円(6)

119 佐藤　綸(6) 146 阿部　眞子(6)

120 菅原　藍緋(6) 147 三浦　奈緒(6)

121 久保田菜々子(6) 148 星　光(6)

149 佐藤　菫玲(6)

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 槻木小学校 ﾁｰﾑ 高舘ｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ ﾁｰﾑ 利府ｼﾞｭﾆｱ陸上

所属 柴田 所属 名取 所属 利府

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

166 菅野　月菜(5) 175 板橋　乙花(6) 186 佐藤　優芽(6)

167 青田　愛理(5) 176 大久保さくら(6) 187 橋本　連(6)

168 小畑　結愛(5) 177 畑中　よつば(6) 188 三浦　仁菜(5)

169 若生　萌(5) 178 渡辺　ゆな(6) 189 熊谷　彩葉(5)

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ﾁｰﾑ 若柳小学校 ﾁｰﾑ 長瀞小学校
所属 栗原 所属 亘理

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

204 渡辺　葵(6) 223 小野　柚未(5)

205 佐藤　麗奈(6) 224 門脇　華衣雅(5)

206 髙橋　希葉(6) 225 渋谷　唯花(5)

207 千葉　優生(6) 226 高橋　咲空(5)

227 塚部　美來(5) ﾂｶﾍﾞ ﾐﾗｲ

6月24日 12:35 予選

6月24日 14:15 決勝

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ ｸﾏｶﾞｲ ｲﾛﾊ

ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾕﾒ

ｽｶﾞﾜﾗ ｱｲﾋ ﾐｳﾗ ﾅｵ

ﾀｶﾊｼ ﾖﾂﾊﾞ ｼﾌﾞﾔ ﾕｲｶ

ﾁﾊﾞ ﾕｳ ﾀｶﾊｼ ｷﾗ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ ｵﾉ ﾕｽﾞﾅ

ｻﾄｳ ﾘﾝ ｱﾍﾞ ﾏｺ

ﾎｼ ﾋｶﾙ

ｱｵﾀ ｱｲﾘ ｵｵｸﾎﾞ ｻｸﾗ ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ

ｶﾝﾉ ﾙﾅ ｲﾀﾊﾞｼ ｵﾄｶ ｻﾄｳ ﾕﾒ

ｵﾊﾞﾀ ﾕｱ ﾊﾀﾅｶ ﾖﾂﾊﾞ ﾐｳﾗ ﾆﾅ

ﾜｺｳ ﾓｴ

ｶﾒﾔﾏ ﾁﾖｶ

ｸﾎﾞﾀ ﾅﾅｺ

ｻﾄｳ ﾚｲﾅ ｶﾄﾞﾜｷ ﾊｲﾋﾞ

ｻﾄｳ ｽﾐﾚ


