
大和アカデミー 204 鳥居　伽帆
大和アカデミー 287 文屋　龍太
大和アカデミー 291 庄司　悠悟
大和アカデミー 320 相澤　清花
大和アカデミー 322 大内　里紗

芦口小 230 我妻　風音
芦口小 235 高宮　慧
芦口小 239 菅原　駿
芦口小 334 伊豆　波音

利府ジュニア陸上 223 戸川　煌大
利府ジュニア陸上 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 243 畠山　琥太郎
利府ジュニア陸上 246 宮本　怜
利府ジュニア陸上 249 小嶋　士雲

松岩小学校 383 片桐　翔
松岩小学校 386 小野寺　美吹
松岩小学校 395 吉田　朱杏
松岩小学校 396 菅原　蓮奈

スタートライン 222 渋谷　心麗
スタートライン 225 菊池　丈琉
スタートライン 227 玉川　陽
スタートライン 232 櫻本　涼華
スタートライン 237 柴田　悠馬
スタートライン 306 千葉　実怜

スタートライン 205 菊地　遼太郎
スタートライン 207 伊藤　碧悠
スタートライン 209 竹内　遥絆
スタートライン 236 梶谷　直子
スタートライン 346 佐々木　絢心
スタートライン 348 安西　結愛

稲井陸上 366 千葉　心遥
稲井陸上 414 鈴木　那緒
稲井陸上 417 遠藤　歌
稲井陸上 409 木村　湊仁
稲井陸上 527 中澤　創志
稲井陸上 528 高橋　乃愛

金成小中 583 佐藤　結心
金成小中 584 菅原　結愛
金成小中 590 菅原　夢叶
金成小中 611 小野寺　玲音
金成小中 671 髙橋　稜琥
金成小中 672 近藤　南帆

住吉開北陸上 394 黒川　聖来
住吉開北陸上 446 三浦　花音
住吉開北陸上 517 熊谷　流星
住吉開北陸上 519 初貝　遼
住吉開北陸上 521 髙橋　晃太朗
住吉開北陸上 522 渡部　月



角田小学校 70 古川　浬央
角田小学校 151 佐藤　大輝
角田小学校 153 河村　旺芽
角田小学校 154 八巻　美月
角田小学校 155 東郷　圭朔
角田小学校 156 荒川　柚那

ATHLE 384 鹿野　絆来
ATHLE 403 讃岐　遥人
ATHLE 404 今野　心珠
ATHLE 412 白岩　里彩
ATHLE 489 木村　颯天
ATHLE 491 山内　凰叶

石小陸上スポ少 393 髙橋　禅
石小陸上スポ少 408 髙橋　凛々
石小陸上スポ少 415 及川　直人
石小陸上スポ少 514 平井　美涼
石小陸上スポ少 515 山口　眞琴
石小陸上スポ少 516 藤井　稟

ランナーズハイ 206 菊池　真陽春
ランナーズハイ 228 寺島　芭南
ランナーズハイ 233 菅原　稟太郎
ランナーズハイ 231 山内　悠聖
ランナーズハイ 241 遠藤　煌
ランナーズハイ 240 齊藤　萌可

ランナーズハイ 216 渡辺　心春
ランナーズハイ 234 佐藤　千久沙
ランナーズハイ 245 星山　漱介
ランナーズハイ 247 佐藤　遙人
ランナーズハイ 290 田上　愛
ランナーズハイ 325 佐々木　陽馬

ランナーズハイ 208 高野　望央
ランナーズハイ 285 早坂　新
ランナーズハイ 299 早坂　玲音
ランナーズハイ 338 谷口　灯
ランナーズハイ 339 横山　幸ノ介
ランナーズハイ 342 菊地　双葉

志波姫小 575 菊地　結叶
志波姫小 594 大内　心美
志波姫小 717 松本　郁翔
志波姫小 718 大内　心音
志波姫小 720 堀江　明日香

船迫小 44 志賀　あや芽
船迫小 45 加茂　敬人
船迫小 129 草刈　葵
船迫小 130 金子　結芽

蛇田陸上スポ少 418 木村　柚葉
蛇田陸上スポ少 442 氏家　莉沙
蛇田陸上スポ少 443 内藤　大耀
蛇田陸上スポ少 465 和高　虎太郎
蛇田陸上スポ少 470 髙嶋　優乃彩



蛇田陸上スポ少 471 立花　海翔

河北陸上スポ少 382 山田　桃々華
河北陸上スポ少 385 西條　心
河北陸上スポ少 390 武山　ほのか
河北陸上スポ少 441 佐藤　颯真
河北陸上スポ少 461 大場　竣
河北陸上スポ少 504 日野　心遥

河北陸上スポ少 398 武山　紅愛
河北陸上スポ少 401 勝又　祥暉
河北陸上スポ少 402 高橋　莉々花
河北陸上スポ少 410 日野　栞菜
河北陸上スポ少 411 渋谷　瞭斗
河北陸上スポ少 485 日野　壮真

築館小 564 遊佐　愛來
築館小 697 伊藤　悠獅
築館小 698 佐々木　彩菜
築館小 699 南條　煌文
築館小 701 三浦　煌翔
築館小 702 千種　良々亜

築館小 589 菅原　駿之介
築館小 596 鈴木　仁菜
築館小 603 佐藤　日岳
築館小 688 千葉　愛羽
築館小 689 齋藤　優吏
築館小 690 菅原　きらら

増田西小 48 岩渕　はな恵
増田西小 49 大町　龍之介
増田西小 139 木村　音陽
増田西小 142 千葉　有紗

栗駒小 573 菅原　青空
栗駒小 704 髙橋　果歩
栗駒小 705 菅原　綾斗
栗駒小 706 千葉　莉音
栗駒小 707 伊藤　亜乙
栗駒小 708 及川　愛衣

岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｂ 65 山田　颯真
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｂ 75 立石　悠馬
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｂ 83 熊谷　将彦
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｂ 170 池田　京花
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｂ 172 関本　一葉
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｂ 174 菊地　和羽

岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｃ 27 岩佐　拓音
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｃ 28 徳田　美桜里
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｃ 46 荒川　実桜
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｃ 133 村上　琥珀
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｃ 134 早坂　天響
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ｃ 137 岡田　大翔

岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ａ 52 佐藤　奏歩
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ａ 86 櫻井　明莉
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ａ 157 森　瑠嗣



岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ａ 159 遠藤　友和
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ａ 161 二戸　伊織
岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ　Ａ 162 竹澤　佳穂

涌谷陸上スポ少 567 後藤　優空
涌谷陸上スポ少 568 大久保　瑠衣
涌谷陸上スポ少 585 岩崎　泰知
涌谷陸上スポ少 586 倉島　果鈴
涌谷陸上スポ少 607 相澤　尋斗
涌谷陸上スポ少 626 今川　和沙

若柳小 577 髙橋　禮人
若柳小 709 千葉　叶蒼
若柳小 710 早坂　颯花
若柳小 711 佐々木　悠翔
若柳小 712 二階堂　咲琉
若柳小 714 只見　芽唯

宮崎Jr陸上 570 猪股　あおい
宮崎Jr陸上 587 須藤　颯人
宮崎Jr陸上 588 澁谷　ひまり
宮崎Jr陸上 679 青木　逸茶
宮崎Jr陸上 680 浅野　心那
宮崎Jr陸上 683 熊谷　颯太

増田小 175 木戸　陽介
増田小 176 小笠原　莉心
増田小 177 札木　康介
増田小 178 伊藤　芽生

逢隈小 145 齋藤　空駕
逢隈小 146 齋　美空
逢隈小 147 丸山　蒼介
逢隈小 148 西山　莉那
逢隈小 149 杉目　翔夢
逢隈小 150 佐藤　姫莉

北方小学校 661 鈴木　颯馬
北方小学校 662 佐藤　唯花
北方小学校 663 千葉　凛
北方小学校 664 鈴木　小都

宝江小学校 691 佐藤　正太郎
宝江小学校 692 佐藤　未羽
宝江小学校 693 佐々木　優羽
宝江小学校 694 及川　京花
宝江小学校 695 及川　凌

白石第一小学校 121 原田　航大
白石第一小学校 122 島田　亜子
白石第一小学校 123 齋藤　陸人
白石第一小学校 124 村山　優菜
白石第一小学校 125 佐藤　竜慎
白石第一小学校 126 菅野　陽苺哩


