
小学4年女子100m

2 菅野　詩依奈 宮小学校
4 菅原　那桜 村田小学校
6 米谷　春愛乃 船迫小
8 伊藤　汐里 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
10 小川　結愛 愛島小
12 岩佐　音々 逢隈小
14 五十嵐　娜美 藤尾小学校
16 遠藤　優心 枝野小
18 芦名　莉來 桜小
20 須川　あさひ 白石第二小学校
182 高橋　リナコ スタートライン
184 田村　七望 大和アカデミー
186 庄司　栞理 大和アカデミー
188 小玉　円 大和アカデミー
190 佐々木　笑鈴 スタートライン
192 星　菫花 大和アカデミー
194 安藤　那桜 郡山陸上
196 柿沼　夏希 郡山陸上
198 末永　彩華 利府ジュニア陸上
200 佐藤　好香 ランナーズハイ
362 遠藤　さくら 河北陸上スポ少
364 後藤　凛歩 鹿折小学校
366 千葉　心遥 稲井陸上
368 毛利　稀音 蛇田陸上スポ少
370 小野寺　結莉 九条小
372 亀山　杏乃 稲井陸上
374 成澤　羽菜 住吉開北陸上
376 佐藤　芽依 松岩小学校
378 阿部　結茉 稲井陸上
380 村上　心優 松岩小学校
542 千葉　光莉 錦織小学校
544 村井　椿 若柳小
546 鈴木　弥柚 鳴子小学校
548 佐々木　蘭 中新田小学校
550 佐々木　美祐 金成小中
552 佐々木　稀乃 高清水小
554 今野　梨桜 瀬峰小
556 三浦　彩愛 若柳小
558 菅原　七海 北方小学校
560 遊佐　心夏 中新田小学校

小学5年女子100m

22 金谷　真衣 白石第二小学校
24 半澤　侑空 大河原小学校
26 鈴木　結衣 船迫小
28 徳田　美桜里 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
30 我妻　小春 ゆり小
32 阿部　未衣那 坂元小学校
34 三浦　瑠奈 角田小学校
36 伊藤　紗空 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
38 水野　心結 北郷小
40 佐久間　夏稀 枝野小
202 今村　美咲 スタートライン
204 鳥居　伽帆 大和アカデミー
206 菊池　真陽春 ランナーズハイ



208 高野　望央 ランナーズハイ
210 湯葢　舞 ランナーズハイ
212 跡邊　清奈 芦口小
214 星山　七梛 ランナーズハイ
216 渡辺　心春 ランナーズハイ
218 折笠　一花 スタートライン
220 佐藤　葉月綺 アスリート仙台
382 山田　桃々華 河北陸上スポ少
384 鹿野　絆来 ATHLE
386 小野寺　美吹 松岩小学校
388 長谷川　葵 貞山ランナーズ
390 武山　ほのか 河北陸上スポ少
392 佐藤　心海 貞山ランナーズ
394 黒川　聖来 住吉開北陸上
396 菅原　蓮奈 松岩小学校
398 武山　紅愛 河北陸上スポ少
400 関野　咲來 ATHLE
562 北浦　なな 中津山小学校
564 遊佐　愛來 築館小
566 髙橋　瞳緒 古川第二小学校
568 大久保　瑠衣 涌谷陸上スポ少
570 猪股　あおい 宮崎Jr陸上
572 亀井　愛心 南方小学校
574 山田　千景 東郷小学校
576 ボーダーズ　華奈登米小学校
578 鈴木　遙陽 南方小学校
580 門傳　ひなの 一迫小

小学6年女子100m

42 日下　ひまり 白石第二小学校
44 志賀　あや芽 船迫小
46 荒川　実桜 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
48 岩渕　はな恵 増田西小
50 菅野　夏希 丸森小学校
52 佐藤　奏歩 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
54 堀田　桃花 北郷小
56 平井　柚衣 北郷小
58 伊藤　紅子 増田小
60 平間　彩夏 宮小学校
222 渋谷　心麗 スタートライン
224 髙橋　　友奈 利府ジュニア陸上
226 工藤　麻央 利府ジュニア陸上
228 寺島　芭南 ランナーズハイ
230 我妻　風音 芦口小
232 櫻本　涼華 スタートライン
234 佐藤　千久沙 ランナーズハイ
236 梶谷　直子 スタートライン
238 佐藤　心晴 大和アカデミー
240 齊藤　萌可 ランナーズハイ
402 高橋　莉々花 河北陸上スポ少
404 今野　心珠 ATHLE
406 畑山　和来 気仙沼小
408 髙橋　凛々 石小陸上スポ少
410 日野　栞菜 河北陸上スポ少
412 白岩　里彩 ATHLE
414 鈴木　那緒 稲井陸上
416 丹野　伶來 石巻西陸上
418 木村　柚葉 蛇田陸上スポ少



420 古内　史美 九条小
582 及川　あやの 加賀野小学校
584 菅原　結愛 金成小中
586 倉島　果鈴 涌谷陸上スポ少
588 澁谷　ひまり 宮崎Jr陸上
590 菅原　夢叶 金成小中
592 佐藤　瑠依 志波姫小
594 大内　心美 志波姫小
596 鈴木　仁菜 築館小
598 水間　知里 宮野小学校
600 清水上　優里 瀬峰小

小学6年女子1000m

62 伊藤　椛蓮 船岡小学校
64 宍戸　桜音 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
66 永沼　沙彩 愛島小
70 古川　浬央 角田小学校
72 勝俣　香里奈 桜小
74 森　晴乃 角田小学校
76 宝田　涼花 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
78 小野　華音 舘矢間小学校
80 氏家　汐梨 藤尾小学校
238 佐藤　心晴 大和アカデミー
242 千葉　みのり スタートライン
246 宮本　怜 利府ジュニア陸上
248 玉木　柚花 利府ジュニア陸上
250 米倉　葉月 大和アカデミー
252 松原　昌乃 ランナーズハイ
254 寒河江　一華 ランナーズハイ
256 牛島　彩結 スタートライン
258 山形　理乃 柳生小
260 相澤　麗 ランナーズハイ
424 小野原　杏桂 ATHLE
426 遠藤　莉愛 貞山ランナーズ
602 佐藤　七海 佐沼小学校
604 髙橋　莉緒 宮野小学校
606 佐々木　和花 宮崎Jr陸上
608 高橋　月華 東郷小学校
610 渥美　紗衣 米岡小学校
612 笠原　陽菜 若柳小
614 秋山　心音 登米小学校
618 鈴木　夢空 金成小中

共通女子コンバインドA

26 鈴木　結衣 船迫小
82 皆川　虹空 白石第二小学校
86 櫻井　明莉 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
90 大槻　奈々海 船迫小
92 遠藤　真菜 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
94 高橋　亜李 船岡小学校
262 髙橋　花百 白百合AC
264 石橋　咲花 白百合AC
266 根子　麻桜子 白百合AC
388 長谷川　葵 貞山ランナーズ
442 氏家　莉沙 蛇田陸上スポ少
444 藤原　紗那 貞山ランナーズ
446 三浦　花音 住吉開北陸上



622 大野　胡桃 登米小学校
624 秋山　美来 一迫小
626 今川　和沙 涌谷陸上スポ少
628 佐々木　佑香 一迫小
630 髙橋　結菜 柳津小学校
632 及川　みなみ 築館小
636 工藤　静来 石越小学校
638 高橋　紅愛 米岡小学校
640 小野寺　紗依 瀬峰小
666 大場　瑠華 志波姫小
696 菅原　來夢 鶯沢小

共通女子コンバインドB

76 宝田　涼花 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
102 佐久間　璃愛 大平小学校
104 鈴木　さくら 大河原小学校
106 澁谷　光優 船迫小
108 淺田　芽以 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
110 佐藤　莉心 横倉小
112 木村　友泉 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
114 高橋　明 白川小学校
120 齋藤　優菜 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
144 千葉　希歩 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
212 跡邊　清奈 芦口小
282 西澤　朝陽 ランナーズハイ
284 蓑輪　鈴 利府ジュニア陸上
288 ニールソン　華衣麗白百合AC
290 田上　愛 ランナーズハイ
292 本城谷　あかり 郡山陸上
392 佐藤　心海 貞山ランナーズ
464 亀山　真由 ATHLE
466 藤村　由奈 気仙沼小
468 庄子　心響 ATHLE
470 髙嶋　優乃彩 蛇田陸上スポ少
472 千葉　陽加 貞山ランナーズ
642 佐々木　凛香 柳津小学校
644 赤間　葵 瀬峰小
646 齋藤　凛花 栗駒南小
648 佐藤　星那 若柳小
650 千葉　詩織 佐沼小学校
652 佐藤　菜月 志波姫小
654 佐藤　朱莉 金成小中
656 木村　佳央 若柳小
658 菅原　心 米山東小学校
660 米谷　日和 登米小学校

友好女子100m

28 徳田　美桜里 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
86 櫻井　明莉 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
126 菅野　陽苺哩 白石第一小学校
150 佐藤　姫莉 逢隈小
156 荒川　柚那 角田小
172 関本　一葉 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ
204 鳥居　伽帆 大和アカデミー
216 渡辺　心春 ランナーズハイ
240 齊藤　萌可 ランナーズハイ
246 宮本　怜 利府ジュニア陸上



306 千葉　実怜 スタートライン
338 谷口　灯 ランナーズハイ
348 安西　結愛 スタートライン
384 鹿野　絆来 ATHLE
398 武山　紅愛 河北陸上スポ少
446 三浦　花音 住吉開北陸上
470 髙嶋　優乃彩 蛇田陸上スポ少
504 日野　心遥 河北陸上スポ少
516 藤井　稟 石小陸上スポ少
528 高橋　乃愛 稲井陸上
626 今川　和沙 涌谷陸上スポ少
672 近藤　南帆 金成小中
680 浅野　心那 宮崎Jr陸上
690 菅原　きらら 築館小
702 千種　良々亜 築館小
708 及川　愛衣 栗駒小
714 只見　芽唯 若柳小
720 堀江　明日香 志波姫小


