
日付 種目

佐藤　綾音(1) 13.44(-1.2) 狩野　優来(1) 13.45(-1.2) 金澤　凛音(1) 13.85(-1.1) 中川　理彩(1) 14.22(-1.2) 高橋　こはる(1) 14.41(-1.2) 星　りりあ(1) 14.63(-1.2) 都筑　陽菜乃(1) 14.82(-1.2) 加藤　萌衣(1) 14.88(-1.1)

鶴ヶ谷 秀光中 スタートライン 古川黎明 佐沼中 佐沼中 築中 古川黎明

大場　諒音(2) 13.45(+0.9) 千葉　紗奈(2) 13.71(+0.9) 鈴木　結愛(2) 14.06(+0.9) 髙橋　凜(2) 14.14(+0.9) 菊地　杏(2) 14.26(+0.9) 佐々木　想良(2) 14.44(+0.9) 加藤　輝月(2) 14.62(+0.9) 冨澤　美羽(2) 14.67(+0.9)

築中 佐沼中 古川黎明 築中 栗原若柳 佐沼中 佐沼中 佐沼中

髙橋　れいら(3) 14.12(+1.6) 加藤　奈々(3) 14.30(+1.6) 宮内　俐乃(3) 15.81(+1.6)

古川黎明 古川黎明 古川黎明

渡邊　心桜(1) 18.14(-0.7) 狩野　明音(1) 18.49(-0.7) 橋本　ゆいか(1) 20.01(-0.7) 松田　一花(1) 20.89(-0.7) 服部　杏奈(1) 21.60(-0.7)

くりはらAC 河北陸上スポ少 個人登録 一迫みなみざわ 米山Jr陸上

菅原　結菜(2) 17.27(-0.4) 松田　怜(2) 17.74(-0.4)

涌谷陸上スポ少 一迫小学校

楢山　鈴莉歩(2) 17.74(-0.4)

米山Jr陸上

佐藤　結桜(3) 16.79(-1.9) 後藤　咲優海(3) 17.03(+1.1) 佐藤　愛瑠(3) 17.16(+1.1) 会田　彩桜(3) 17.61(-1.9) 菅原　美陽(3) 18.14(+1.1) 熊谷　迪(3) 18.21(+1.1) 髙橋　愛結(3) 19.00(-1.9) 後藤　杏(3) 19.44(-1.9)

大和アカデミー 涌谷陸上スポ少 くりはらAC 岩沼Ｊｒ・Ｒ・Ｃ ＶＣくりこま 栗駒南 くりはらAC 米山Jr陸上

小玉　円(4) 15.89(+1.4) 佐々木　美祐(4) 16.09(+1.5) 村井　椿(4) 16.16(+1.4) 佐々木　稀乃(4) 16.55(+1.4) 真砂　釉衣(4) 16.77(+1.5) 大友　結唯(4) 16.88(+1.4) 木村　志望(4) 17.75(+1.5)

大和アカデミー くりはらAC くりはらAC くりはらAC 一迫小 塩釜第二 よねスポ

鳥居　伽帆(5) 15.02(-0.3) 大久保　瑠衣(5) 15.37(-0.3) 遊佐　愛來(5) 15.51(-0.3) 只見　芽唯(5) 16.01(-1.3) 玉澤　乃瑛(5) 16.03(-0.3) 髙橋　瞳緒(5) 16.30(-1.3) 髙橋　杏梨(5) 17.29(-1.3) 佐々木　優那(5) 18.12(-1.3)

大和アカデミー 涌谷陸上スポ少 くりはらAC くりはらAC くりはらAC くりはらAC 大和アカデミー 涌谷陸上スポ少

菅原　　結愛(6) 13.77(-0.2) 大内　里紗(6) 14.79(-0.2) 千葉　　　愛羽(6) 15.18(+1.0) 相澤　清花(6) 15.36(+1.0) 倉島　果鈴(6) 16.10(-0.2) 髙橋　萌依(6) 17.02(+1.0) 服部　百花(6) 17.51(-0.2)

くりはらAC 大和アカデミー くりはらAC 大和アカデミー 涌谷陸上スポ少 涌谷陸上スポ少 米山Jr陸上

佐藤　麻琴 14.08(+1.2) 今川　絵理 16.57(+1.2)

大和アカデミー 涌谷陸上スポ少

佐藤　麻琴 1:04.55

大和アカデミー

松原　昌乃(6) 3:55.93 米倉　葉月(6) 3:59.23 今川　和沙(5) 4:00.38 松好　美瑞妃(5) 4:07.50 佐々木　恵麻(5) 4:17.66

ランハイ 大和アカデミー 涌谷陸上スポ少 くりはらAC くりはらAC

高橋　英里(3) 5:24.85 佐藤　寧留(2) 5:40.05 佐藤　咲枝(3) 5:40.88 須江　優衣(3) 5:47.44 木川　　宙(1) 5:49.53 羽澤　紗希(1) 5:49.73 岩﨑　良星(3) 5:51.48 伊藤　結(1) 6:08.96

古川黎明 古川黎明 古川南中 古川南中 佐沼中 築中 古川黎明 古川黎明

髙橋　れいら(3) 4m36(-1.0) 加藤　璃(2) 4m04(-0.1) 佐々木　想良(2) 4m04(-1.5) 中野　陽茉梨 4m02(+1.1) 佐々木　伊緒(3) 3m94(+1.3) 都筑　陽菜乃(1) 3m73(+0.8) 佐々木　來玲愛(3) 3m59(+0.5) 菊地　美帆(1) 3m52(+0.1)

古川黎明 古川黎明 佐沼中 涌谷陸上スポ少 古川黎明 築中 古川南中 佐沼中

今川　絵理 3m30(+1.8)

涌谷陸上スポ少

佐藤　心晴(6) 3m80(-0.7) 菅原　夢叶(6) 3m67(-0.5) 千葉　美郁(6) 3m65(-0.1) 佐藤　朱莉(5) 3m24(-1.6)

大和アカデミー くりはらAC 米山Jr陸上 くりはらAC

寺嵜　遥(3) 11m40 菅原　未玖(3) 8m73 照井　穂乃花(3) 7m88 鈴木　琉愛(1) 6m44 高橋　里菜(1) 5m33

古川黎明 古川黎明 古川黎明 志中 古川黎明

凡例 

中学3年女子100m

令和4年度宮城県民体育大会陸上競技大会 
栗原市築館陸上競技場 
2022/09/18 ～ 2022/09/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

9月18日 小学1年女子100m

9月18日 小学2年女子100m

8位

9月18日 中学1年女子100m

9月18日 中学2年女子100m

9月18日

9月18日 小学3年女子100m

9月18日 小学4年女子100m

9月18日 小学5年女子100m

9月18日 小学6年女子100m

9月18日 B 30代～40代 女子100m

9月18日 小学5・6年共通女子1000m

9月18日
Ａ(高校生以上20代)女子

 ４００ｍ

9月18日
小学4・5・6年共通女子走幅

跳

9月18日
中学共通女子砲丸投

(2.725kg)

9月18日 中学共通女子1500m

9月18日 中学共通女子走幅跳

9月18日 B 30代～40代 女子走幅跳


