
中学女子の部　オーダー表

№ チーム 監督 マネジャー １走 ２走 ３走 ４走 補欠 補欠 補欠

401 見前南 髙栁　純彦 紅屋　文乃 長畑　星 川原　寧乃 金田　萌 藤澤　美彩希 南　眞生 野口　遙 牛﨑　葵

402 大宮 高橋　克己 菊池　啓志 樫村　維 宮崎　心瑚 畑　結菜 阿部　真和 浅沼　優菜 土井　愛弥佳 吉田　美琴

403 小屋瀬 工藤　吉幸 佐藤　里咲 赤石　すみれ 千葉　美珠樹 村井　萌華 元村　心 外山　瑞希

404 西南 高橋　宏臣 照井　仁菜 平藤　楠菜 髙橋　萌 小田島　まな 照井　華 八重樫　真衣 永畠　史稀 髙橋　誉桂

405 大川目 稲垣　陽介 宮澤　侑子 立花　桜来 添田　さくら 菱事　美姫 宮本　美幸 畑田　美里

406 下小路 林野下　智範 水川　陽香留 菊地　朱璃 小野寺　美緒 荒木　陽菜 吉田　彩乃 村上　さくら

407 滝沢 倉田　和大 高橋　淑恵子 馬場　莉凛 山宅　真衣 高橋　由衣 伊藤　美日夏 佐々木　優奈 細越　柚希 田代　真心

408 久慈 林　澪 高橋　結季 東　咲那 久保　世梨 吉田　朱里 日当　美来 田村　采虹

409 南城 菅原　朝子 渡邊　茉結 佐々木　風吹 小林　美樹 照井　優愛 菊池　優杏 菅原　萩奈 佐々木　凌 小舘　なごみ

410 種市 坂本　高広 久保田　美咲 大久保　葵衣 中城　郁乃 佐々木　優凪 向久保　七菜 北山　莉音 細越　七海 小砂子　美紅

411 滝沢二 菅原　圭 大光　望結 古川　歩聖 岩崎　未來 熊原　春奈 菊地　玲衣 岩舘　麗 熊谷　祐桜

412 宮古・河南 中村　勝 岩船　花菜 岩間　梨歩 佐々木　玲乃 伊藤　葵 今津　あゆみ 澤　千乃 神樂　優

413 宮古・二 高橋　宏彰 須藤　もえ 山根　寿々 黒澤　真愛 東谷　優萌歩 名和　千尋 佐々木　このみ 橋場　心那

414 遠野 橋本　大助 松田　心菜 菊池　麻友莉 末崎　朱莉 菊池　望南 宇夫方　良 菅原　衣桜莉 田代　陽南多

415 花輪 大澤　朋子 久保田　夏羽 佐々木　美桃 菊地　未晏 小川　琉唯 永洞　鈴 佐々木　楓華 中村　桃花 佐藤　伊吹

416 花巻北 千葉　環 日下　文乃 岩渕　美涼 佐藤　ひなた 中村　瞳月 阿部　天 照井　彩水 尾﨑　萌々子

417 土淵 柏葉　英樹 野崎　真愛 北俣　仁瑚 三野宮　桃花 川井　葵 藤澤　美咲 吉永　奈瑞菜 横澤　莉緒

418 福岡 髙橋　翔 野里　色 山田　杏美 久慈　燦未 菅原　彩衣 田澤　綺良 田澤　紅奈 吉田　飛華李 金田一　結菜

419 雫石 髙橋　知浩 鈴木　莉那 小田　結莉菜 川村　碧 佐々木　優月 桐山　はる菜 鷲津　永子 宮林　沙羅

420 渋民 小林　英之 外川　杏奈 竹澤　希理 伊藤　渚 金井　日和 菅原　凜 浅利　美桜

421 山田 阿部　祐介 山﨑　玖璃亜 白野　青空 古舘　晴香 吉川　奈々 貫洞　楽來 福士　裕那 湊　茉子 田代　彩羽

422 北上・南 阿部　幸彦 平藤　楓 佐藤　和 三浦　舞姫 久道　麗々紗 川端　優月 鈴木　夏未 諏訪木　唯 阿部　未怜

423 葛巻 和山　孝雄 上野　璃子 八木　萌香 本宮　愛笑 大上　悠希 石木　麻優 千葉　沙羅 本地　楓花 山形　奏心

424 飯岡 櫻庭　道子 吉田　舞咲 𦹀井　琳 金澤　静香 長田　恵佳 川崎　優月 村上　眞晝 丹内　莉子

425 有住 黒坂　太一 堀尾　舞華 篠原　リオ 熊谷　真悠子 齊藤　みこと 深野　悠那 皆川　春奈 紺野　美希

426 上野 安部　ルミ 加藤　空 沼崎　美海 髙橋　那緒 内村　玲月 小原　ののこ 髙橋　柑奈

427 興田 上野　琢也 村上　奈々美 及川　晏里 佐藤　柚葉 鈴木　来幸 菅原　綺那

428 見前 山根　章広 若狹　愛友奈 高橋　春菜 木幡　清花 伊藤　妃雪 伊藤　碧希 前川　寧々 熊谷　涼

429 宮野目 佐藤　亨 北條　秀麿 長澤　玲南 川村　優奈 髙橋　りりこ 菊池　真優 高橋　想 髙橋　碧羽

430 磐井 菅原　清隆 小野寺　美羽 菅野　楓果 岩渕　文香 安田　葵 鈴木　桜子 渡辺　美々 岩本　萌香 小野寺　亜莉彩

431 花巻 加藤　裕子 三嶋　里奈 中里　莉彩 藤井　菜名 下新井田　琴望 太田代　莉奈 佐々木　柚菜 田村　さくら

432 金田一 佐藤　美也子 奥　結子 戸舘　雪花 平上　晴菜 鳥谷部　彩 野崎　みのり

433 仙北 三浦　翔太 佐藤　美月 福田　杏理 阿部　彩華 藤田　あい 木野下　奈々 一ノ渡　夢渚 太田　夢梨 馬場　比奈

434 浄法寺 月花　竜一 久保田　優花 三浦　さくら 髙森　野乃花 三浦　優菜 田口　実憂 佐藤　琴心

435 滝沢南 村山　雅子 阿部　梨央奈 小林　花菜 松野　海白 尾形　奈那子 大道　美羽 細田　七海 苫米地　涼夏 岡崎　桃佳

436 厨川 鈴木　清 小笠原　聖 木内　雅 山下　結生 遠藤　斗羽 佐々木　初菜 佐々木　希美 佐藤　実歩 及川　美羽

437 湯口 荒屋敷　久美子 田崎　紗奏 菊池　璃々亜 遠藤　愛優 髙橋　詩絵里 佐々木　実音

438 宮古・一 阿部　貴志 三浦　莉子 皆川　満里奈 千葉　成望 小笠原　麻衣 大谷　優理 中村　彩愛 滝野　りょう

439 巻堀 髙橋　聡子 工藤　愛羅 浅沼　楓花 風張　七海 小綿　梨湖 佐藤　鈴 村山　愛菜 岩間　祐佳

440 田野畑 工藤　利保 熊谷　藍楓 佐藤　愛華 佐々木　菜名 角舘　七緒 大澤　叶佳 佐々木　渚
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441 金ケ崎 田中　純也 村上　こころ 千葉　琴香 有住　香音 朝倉　花香 田口　葵依 髙橋　ひかり 及川　みさと 山崎　美羽

442 紫波一 上家　純 菊池　日和 山﨑　唯月 山﨑　沙羅 中館　千鶴 長谷川　遥香 佐藤　未都 育村　眞白 佐藤　萌音

443 沼宮内 畑山　恒 澤口　莉奈 田中　叶夢 葛城　友季美 森子　紗良

444 侍浜 千葉　晃弘 久慈　未来 桑田　心優 澤口　真祐 西田　千尋

445 北陵 石川　雅一 関　梨花 外舘　亜衣香 春日　美月 齋藤　南美 長岡　雪乃

446 松園 佐々木　歩 高橋　来明 佐藤　萌 大森　そら 佐々木　珠乃 川下　澄李 小船　舞香 鈴木　柊宇

447 大東 佐藤　文子 岩渕　愛実 小山　莉々香 鈴木　晶 佐藤　瑠衣 佐藤　花菜 千葉　ひかる 志田　彩紅羅 佐藤　優羽

448 長内 外島　明子 松葉　紗代 下舘　由鈴 八重樫　侑希 東野　倫 髙舘　華帆 下平　真琳 林　湖音

449 西根 髙橋　友恵 伊藤　凜 上平　香凜 戸津　天寧 長山　未夢 遠藤　怜美 伊藤　永恋 田村　京珠

450 一方井 新谷　和之 国枝　愛友 八尾　明依 田村　千里 雛鶴　彩希 田村　梨花 松浦　美空

451 江釣子 阿部　徳之 伊藤　彩里 斉藤　璃杏 斉藤　妃羅 後藤　楓 及川　日暖 髙橋　茉央 千田　愛乃

452 米内 松浦　武彦 髙橋　朱里 古澤　和花 佐々木　美羽 本舘　彩未 中條　春佳

453 安代 小林　宏典 畠山　一葉 立花　結来 八幡　優那 金澤　愛理 伊藤　瑠那 八幡　珠晏 立花　未鈴 齋藤　さくら

454 上田 舘林　啓二 池田　温 高橋　ゆら 清水　千洸 佐々木　美緒 飛澤　萌乃 金山　和希 松井　愛美 大森　麻妃呂

455 遠野東 萬　英一 佐々木　郷翔 大洞　直生 石橋　美咲 金濱　百花 菊田　ひかる 千葉　凜奈 下関　菜桜 佐々木　彩香

456 紫波二 伊藤　伸 鎌田　流風 赤川　小雪 作山　優奈 藤原　葵 佐々木　悠 伊東　希雪 吉田　弘季 佐々川　楓加

457 石鳥谷 深野　友吏子 五十嵐　茜李 吉田　寿莉 澤口　りる 高橋　茉穂 伊藤　心花 勝山　穂乃花 後藤　さやか 菅野　蓮未

458 胆沢 後藤　広幸 佐々木　杏子 高橋　知広 鈴木　沙織 冨田　彩華 高橋　さくら 関谷　光優

459 柳沢 髙際　富貴子 松村　風香 小澤　珠子 東平　英理香 吉川　遥 中嶋　佑香 西田　結 南　雪乃

460 高田東 志田　一茂 長野　桜帆 朝倉　栞己 伊藤　留那 佐藤　令菜 花輪　実礼 大和田　知優

461 新里 大堀　武宏 和美　花音 神道　萌々子 石舘　佳奈 武田　恵依 門坂　柚佳

462 矢巾北 菅原　優香 立花　姫星々 小野寺　麻帆 佐藤　美咲 浪岡　愛乃 三並　雛乃 赤川　真依

463 一関東 山初　康洋 吉田　珠李 岩渕　萌恵 蜂谷　日花瑠 鈴木　奈優 岩渕　陽愛 佐々木　桃萌 菅原　楓実果

464 崎山 多田　惠慈 佐々木　月 久保　舞花 髙橋　春音 後藤　萌杏 佐々木　結 佐々木　唯理亜 山口　さくら 渡辺　心月

465 岩手大付 加賀　智子 細田　佳歩 小山　美羽 近江　宮奈 藤原　琳朱 佐藤　玲那 金田　真凛 西郷　新嘉

466 大野 村上　信明 村田　みゆき 佐々木　栞葵 中屋敷　美春 瀧音　幸乃 川原　彩愛 野田　京香 奥寺　星華

467 矢沢 川村　卓 星川　天音 渡邉　海羽 大木　そら 佐々木　愛央 佐藤　雪奈 堀合　亜美

468 山形 山田　政樹 八幡　恵佳 松坂　凜 清水畑　未来 田端　怜夢 澤山　茉奈 類瀬　七海

469 沢内 髙橋　美樹 久保　晶 髙橋　舞 太田　空 田中　涼音 佐々木　美結 廣田　諒子 竹澤　乃風

470 遠野西 石井　紀恵 多田　怜未 髙橋　瑞希 菊池　実優 浅沼　瑠香 浅沼　香緒 阿部　穂乃実 佐々木　若名

471 黒石野 藤尾　佳子 広野　咲子 千葉　萌加 曽我部　綾奈 吉田　菜央 阿部　楓夏 上村　瞳 小若　あかね 早坂　愛来

472 九戸 植村　とし子 大谷　理紗 中村　ふみ 渡　ミラ 三澤　ののか 山地　夢久 松本　実侑 橋本　唯生 滝　祥佳

473 釜石東 宇夫方　朋子 田中　麻央 川﨑　琉衣 橋場　夕奈 佐々木　愛佳 大丸　華奈 佐々木　真奈 波田野　静流 小林　由佳

474 北松園 阿部　幸男 菊地　満 千田　しえる 高橋　凜花 松林　礼渚奈 三浦　柚葉 榑林　凜 佐々木　真乃 城内　娃珈

475 西根一 佐藤　聡哉 中村　百花 佐々木　悠奈 渡辺　真侑 小野寺　未紗 津志田　愛萌 工藤　咲花 田村　夏愛

476 大槌学園 佐々木　翔太 田中　杏奈 越田　真帆 三浦　七夢 佐藤　優和 菊池　瑠唯 古舘　千冬 照井　姫歌

477 矢巾 小山　あゆみ 岡根　瞳 金子　あみ 室坂　優璃 牛崎　心寧 田中　希歩 熊谷　瞳香 水本　陽 萱場　伶良

478 普代 高橋　康太 柾谷　志穂 中田　茉帆 菅野　凜 熊谷　愛 野田口　礼茄 川向　柚歌 高屋敷　星七 髙橋　風花

479 東水沢 髙橋　智昭 千田　心優 小倉　紫 髙橋　夏鈴 小竹　美貴 村松　里乃 富澤　百花 佐藤　日向 村上　明衣

480 飯豊 千葉　かおり 佐藤　千奈 小姓堂　乃々香 佐藤　楓香 紺野　碧 菊池　海音 高橋　花音 佐々木　瑠希 後藤　あい
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481 津軽石 伊藤　直生 佐々木　窓佳 齋藤　彩 小堀内　星夏 盛合　真矢

482 厳美 千葉　竜也 菊地　亜莉沙 佐藤　梨愛 梅澤　未夢 梅澤　優希 黒田　愛美 髙橋　瑠奈

483 奥中山 戸来　牧夫 中村　晴 西舘　朱里 中嶋　愛優 山下　未莉 武田　知莉 菅原　陽妃 中村　友香 関口　凪沙

484 室根 山形　裕之 岩渕　星乃羽 西村　月希愛 佐々木　愛梨 伊東　美智 小山　恵 佐々木　心海 小野寺　梓 土屋　はな

485 城西 小畑　修也 須藤　優羽 菊池　日和 小林　煌理 嶋田　琴和 菅原　美咲 尾藤　花香 高橋　優羽 天摩　美月

486 宮古西 及川　大輔 佐々木　菜摘 秋元　蒼羽 佐々木　菜奈美 山本　凜 中村　ひより

487 城東 佐々木　剛 黒田　響子 吉田　磨凜 岩田　舞 鎌田　桃花 渡邉　ひなた 伊藤　優奈 下田　和 立花　綾乃

488 水沢 神崎　真樹 村上　綾 高橋　未輝 河口　こころ 松本　湖白 菅原　彩花 小野　春菜 及川　のぞみ

489 紫波三 北田　善吾 畠山　恵衣 杉浦　瑠姫 伊藤　聖華 細川　瑠杏 鷹觜　ふみ子 生内　陽菜 城取　楓

490 東山 松田　剛 松山　遥佳 細川　唯花 吉田　朱里 佐藤　菜々子 浅沼　玲奈 菊池　菜々子 川野　夏来 菅原　さくら

491 豊間根 平野　慎太郎 岩船　未來 坂本　凪 山内　羅菜 芳賀　なぎさ

492 三崎 添田　崇 大久保　紗良 廣﨑　奈央 中村　春花 大城　凜 水上　芽育 大久保　百萌 菊地　りょう 坂本　真緒

493 松尾 新里　敏彦 又重　芽依未 菊池　真歩 佐々木　莉良 山本　千鶴 佐藤　夏姫 久世　実子 森　風姫子

494 大船渡 菅原　義啓 及川　美麗 新沼　雅子 坂本　いと 渡辺　真依 清水　由佳 今野　朱理

495 越喜来　　　棄権

496 夏井 松岡　良治 女澤　美晴 野田　知里 齋藤　花菜 菊地　真歩 和地　玲奈 堀川　真央 下道　結海 女澤　美晴

497 一戸 桂　武士 海端　穏樹 山本　夢空 大久保　遥夏 村里　和香 太田代　萌 滝澤　優 山火　和花 三ケ森　冴

498 岩泉 菊池　紘一郎 佐藤　春菜 佐々木　結羅 三上　祥穂 田代　灯 保呂草　妃南 新屋　乃蒼 三浦　舞鈴

499 平泉 兼平　昴 佐藤　佑花 佐藤　菜摘 安部　聖愛 佐々木　美咲 今野　陽菜 瀧澤　陸

500 江刈 齋藤　拓哉 橘　幸恵 山岸　桜子 大吹　空 大川原　芽生 木戸場　凛 辰柳　遥菜

501 川口 松村　洋介 田村　麗奈 岩﨑　文菜 田中　風楠 四日市　雅 釡石　麗菜 帷子　明日香

502 御返地 畑中　光則 折戸　舞 田中　菜月 藤本　桃葉 昆　遥月 中村　玲菜 三上　佑莉 堂ヶ澤　魅莉

503 北上 長畑　滋彦 竹田　悠莉 平賀　真帆 小原　凜華 佐藤　菜那 伊藤　日菜向 今野　朱莉 兜森　れいな

504 東和 上野　徳子 佐野　柚花 藤舘　千聖 菊池　美旺 女鹿　愛奈 菊池　莉里 菊池　彩夏 菅原 　ゆらら

505 釜石 樋岡　繁典 阿部　乃媛瑠 西村　歩瞳 箱崎　智歩 岡﨑　爽香 藤原　南奈 佐藤　凜

506 小本 新田　雅道 千葉　巴 千葉　和 野﨑　花音 三浦　乃愛 片山　月姫

507 甲子 柴田　尚生 大瀧　結菜 林崎　萌々花 阿部　帆歌 佐野　華音 政木　心南 菊池　百音

508 乙部 川口　恒 佐藤　愛里 滝田　ほのか 及川　真由 藤原　萌々香 石井　彩貴 田頭　亜優 佐藤　和奏 小澤　優衣

509 高田一 丹野　しおり 村上　真萌 伊藤　和 桐田　莉花 馬場　友夢 村上　怜奈 菅野　陽菜子 村上　心元

510 下橋 小川　睦子 齊藤　絢菜 吉田　鈴 馬場　美凪 星川　未空 圓子　莉彩 千葉　一花 後ヶ澤　泉

511 田老一 佐々木　史香 佐々木　冴華 山崎　来夢 小林　さくら 扇田　芽生 佐々木　葉月 佐々木　美波 佐々木　みさき

512 水沢南 田代　真史 千葉　さくら 佐々木　妃音 佐藤　凜 及川　莉歩 岩渕　花穂 佐藤　遥香 千葉　実季

513 小川 芦澤　聖史 三浦　綾華 内村　千恵 太田　美穂 中村　さくら 下道　芽吹 上野　音彩 大下　美凉

514 盛岡・河南 阿部　一也 細野　桃愛 照井　未咲 菊地　和瑚 大湯　凛 田中　馨子 耕野　日向 齋藤　優衣

515 宿戸 上大澤　良光 髙屋敷　美咲 小林　もえ 槻木澤　ちひろ 蔵　琴羽

516 軽米 佐々木　敦美 佐々木　菜月 内澤　明未 向屋敷　萌 中里　理佳 安藤　愛理 鶴飼　遙 戸田　侑音

517 一本木 土川　英明 芳田　結 中島　南 永島　美來 東　琉月 大金　奈緒 畠山　和

518 東陵 石田　一志 及川　陽香 多田　楓 下平　花歩 大橋　結 鈴木　しおり 小原　優希 千葉　美桜

519 湯本 阿部　成剛 伊藤　双葉 レヴィン小倉　名峰美 八重樫　雛乃 伊藤　万奈夏 伊藤　彩花


