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1 45151 谷合 伶文 ﾀﾆｱｲ ﾚｲﾔ 埼玉県 0:07:13
2 45097 鈴木 陽都 ｽｽﾞｷ ﾊﾙ 湯本陸上クラブ 福島県 0:07:16
3 45086 高橋 愛琉 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾙ 八橋小学校 秋田県 0:07:39
4 45094 蔵品 健太郎 ｸﾗｼﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 勿来第一小学校 福島県 0:07:55
5 45020 房州 兎磨 ﾎﾞｳｼｭｳ ﾄﾏ 泉陸上スポ少 福島県 0:07:56
6 45112 新妻 翔和 ﾆｲﾂﾏ ﾄﾜ 湯本第三小学校 福島県 0:07:56
7 45047 近内 蓮 ｺﾝﾅｲ ﾚﾝ 平第３小学校 福島県 0:07:57
8 45102 小名山 櫻介 ｵﾅﾔﾏ ｵｳｽｹ 中央台北小学校 福島県 0:07:59
9 45058 小沼 司 ｺﾇﾏ ﾂｶｻ ドリームキッツ 福島県 0:08:06

10 45055 秋元 優哉 ｱｷﾓﾄ ﾕｳﾔ ドリームキッズ 福島県 0:08:07
11 45175 原 悠太 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 郷ヶ丘小学校 福島県 0:08:07
12 45126 島村 碧 ｼﾏﾑﾗ ｱｵｲ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:07
13 45169 国分 大知 ｺｸﾌﾞﾝ ﾀﾞｲﾁ 平第五小学校 福島県 0:08:08
14 45026 本郷 海斗 ﾎﾝｺﾞｳ ｶｲﾄ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:09
15 45087 江幡 悠真 ｴﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 福島県 0:08:14
16 45134 草野 航輝 ｸｻﾉ ｺｳｷ 福島県 0:08:14
17 45177 鈴木 大生 ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:18
18 45165 長瀬 颯太 ﾅｶﾞｾ ｿｳﾀ 小名浜三小 福島県 0:08:23
19 45043 山木 惺太 ﾔﾏｷ ｾｲﾀ 中央台東小学校 福島県 0:08:25
20 45120 半谷 彪真 ﾊﾝｶﾞｲ ﾋｭｳﾏ 御厩小学校 福島県 0:08:26
21 45057 高野 一輝 ﾀｶﾉ ｶｽﾞｷ 小名浜第三 福島県 0:08:29
22 45021 房州 由多 ﾎﾞｳｼｭｳ ﾕﾀ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:30
23 45049 鈴木 太郎 ｽｽﾞｷ ﾀﾛｳ 鈴木家 栃木県 0:08:31
24 45108 下道 大輝 ｼﾀﾐﾁ ﾀﾞｲｷ 平第五小学校 福島県 0:08:33
25 45016 青木 優太 ｱｵｷ ﾕｳﾀ 泉小学校 福島県 0:08:34
26 45119 渡邊 孝一朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 小玉小学校 福島県 0:08:34
27 45082 草野 春真 ｸｻﾉ ﾊﾙﾏ ＫＳＮ５８ 福島県 0:08:35
28 45085 松本 倫和 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ 福島県 0:08:39
29 45039 小室 晃大 ｺﾑﾛ ｺｳﾀ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:40
30 45041 廷々 光琉 ﾃｲﾃｲ ﾋｶﾙ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:40
31 45090 青木 祐真 ｱｵｷ ﾕｳﾏ チーム青木 福島県 0:08:40
32 45070 渡辺 陽向 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 福島県 0:08:42
33 45103 松本 一真 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 郷ケ丘小学校 福島県 0:08:44
34 45163 伊藤 優我 ｲﾄｳ ﾕｳｶﾞ 平第一小学校 福島県 0:08:44
35 45179 井上 祐希 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 平二小 福島県 0:08:46
36 45156 根本 凌佑 ﾈﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ いわき錦東小 福島県 0:08:47
37 45152 柳田 優晟 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳｾｲ 泉陸上 福島県 0:08:48
38 45052 土方 威人 ﾋｼﾞｶﾀ ﾀｹﾄ 中央台東小 福島県 0:08:48
39 45092 藤枝 宗馬 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｿｳﾏ ドリームキッズ 福島県 0:08:50
40 45139 石河 晟 ｲｼｶﾜ ｾｲ 泉小 福島県 0:08:50
41 45140 宮川 純樹 ﾐﾔｶﾜ ｱﾂｷ 福島県 0:08:51
42 45107 木田 剛生 ｷﾀﾞ ｺｳｾｲ 大野ニ小 福島県 0:08:53
43 45046 丹野 愛斗 ﾀﾝﾉ ｱｲﾄ 福島県 0:08:54
44 45150 鈴木 嵩史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 好間一小 福島県 0:08:55
45 45076 八木橋 和紀 ﾔｷﾞﾊｼ ｶｽﾞｷ 福島県 0:08:56
46 45062 鈴木 遥也 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔ 福島県 0:08:57
47 45181 鈴木 晴人 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 江名小学校 福島県 0:08:58
48 45180 柴崎 瑛心 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｴｲｼﾝ 泉小学校 福島県 0:08:59
49 45034 福田 蓮 ﾌｸﾀﾞ ﾚﾝ 福島県 0:09:00
50 45098 斎藤 大星 ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 中央台南小 福島県 0:09:02
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51 45114 田村 大夢 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾑ 円谷ランナーズ 福島県 0:09:06
52 45025 三瓶 陽来 ｻﾝﾍﾟｲ ﾊﾙｸ 福島県 0:09:06
53 45031 飯塚 大陸斗 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 湯本第一小学校 福島県 0:09:07
54 45075 鈴木 蒼汰 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 平第一小学校 福島県 0:09:10
55 45113 金子 遥翔 ｶﾈｺ ﾊﾙﾄ 平四小 福島県 0:09:12
56 45048 桂 清人 ｶﾂﾗ ｷﾖﾄ 福島県 0:09:12
57 45124 鈴木 翔月 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾞｷ 大浦小学校 福島県 0:09:13
58 45173 藤田 歩夢 ﾌｼﾞﾀ ｱﾕﾑ さめがわらん 福島県 0:09:13
59 45123 鈴木 羚乎 ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ 大浦小学校 福島県 0:09:15
60 45074 木村 優太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 福島県 0:09:15
61 45011 塩谷 珀天 ｼｵﾉﾔ ﾊｸｱ 福島県 0:09:17
62 45157 吉田 瑛太 ﾖｼﾀﾞ ｴｲﾀ 福島県 0:09:18
63 45069 新田 健也 ﾆｯﾀ ｹﾝﾔ 湯本第二小学校 福島県 0:09:18
64 45056 飯塚 奏多 ｲｲﾂｶ ｶﾅﾀ 福島県 0:09:21
65 45128 先崎 瞬 ｾﾝｻﾞｷ ｼｭﾝ 大利バスケット 福島県 0:09:23
66 45148 秋房 史人 ｱｷﾌｻ ﾌﾐﾄ 福島県 0:09:24
67 45127 桧山 楓歩希 ﾋﾔﾏ ﾌﾌﾞｷ ドリームキッズ 福島県 0:09:25
68 45199 志賀 悠聖 ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ 湯本２小 福島県 0:09:26
69 45050 笹原 陽 ｻｻﾊﾗ ﾊﾙ 湯本第三小学校 福島県 0:09:26
70 45030 小林 由昂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 泉北小 福島県 0:09:31
71 45040 川又 寛生 ｶﾜﾏﾀ ｶﾝﾄ 湯本第１小学校 福島県 0:09:33
72 45141 長尾 宙 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛ 円谷ランナーズ 福島県 0:09:34
73 45105 江尻 裕太 ｴｼﾞﾘ ﾕｳﾀ 福島県 0:09:34
74 45111 藤崎 蓮 ﾌｼﾞｻｷ ﾚﾝ 勿来第一 福島県 0:09:34
75 45178 紺野 陸翔 ｺﾝﾉ ﾘｸﾄ 好間第二小学校 福島県 0:09:35
76 45116 福嶋 結志 ﾌｸｼﾏ ﾕｲｼ アパース 福島県 0:09:36
77 45193 百崎 蓮人 ﾓﾓｻﾞｷ ﾚﾝﾄ 平三小 福島県 0:09:39
78 45170 緑川 和翔 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶｽﾞﾄ 郷ヶ丘小学校 福島県 0:09:40
79 45064 地引 雄琉 ｼﾞﾋﾞｷ ﾀｹﾙ 平四小 福島県 0:09:40
80 45184 寺島 琉已 ﾃﾗｼﾏ ﾙｲ 湖南小学校 福島県 0:09:43
81 45132 若松 侑之介 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳﾉｽｹ 小名浜東 福島県 0:09:43
82 45189 増山 樹人 ﾏｽﾔﾏ ﾐｷﾄ 福島県 0:09:44
83 45051 金成 太陽 ｶﾅﾘ ﾀｲﾖｳ 好間第一小学校 福島県 0:09:44
84 45099 水野谷 旺彦 ﾐｽﾞﾉﾔ ｵｳｹﾞﾝ 福島県 0:09:44
85 45042 川澄 竜馬 ｶﾜｽﾐ ﾘｮｳﾏ 福島県 0:09:46
86 45121 鈴木 梗平 ｽｽﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 小川小学校 福島県 0:09:47
87 45192 柴薮 優志 ｼﾊﾞﾔﾌﾞ ﾕｳｼ 福島県 0:09:47
88 45159 栃本 安理 ﾄﾁﾓﾄ ｱﾝﾘ 平第五小学校 福島県 0:09:47
89 45067 大越 海翔 ｵｵｺｼ ｶｲﾄ 湯本陸上クラブ 福島県 0:09:49
90 45131 蛭田 晴大 ﾋﾙﾀ ｾｲﾀ アパースＪｒ． 福島県 0:09:51
91 45162 鈴木 亮太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 福島県 0:09:52
92 45054 水澤 歩睦 ﾐｽﾞｻﾜ ｱﾕﾑ ドリームキッズ 福島県 0:09:57
93 45106 柳 斗望 ﾔﾅｷﾞ ﾄﾜ ドリームキッズ 福島県 0:09:57
94 45072 小野 祥太 ｵﾉ ｼｮｳﾀ 福島県 0:09:59
95 45147 村上 一輝 ﾑﾗｶﾐ ｲﾂｷ 福島県 0:10:04
96 45028 園部 智惟 ｿﾉﾍﾞ ｻﾄｲ 福島県 0:10:05
97 45073 竹下 潤 ﾀｹｼﾀ ｼﾞｭﾝ いわき平五小 福島県 0:10:06
98 45145 星 陽人 ﾎｼ ﾊﾙﾄ 城西小 福島県 0:10:07
99 45012 根本 晶 ﾈﾓﾄ ｱｷﾗ 長倉小学校 福島県 0:10:07

100 45032 蛭田 佑大 ﾋﾙﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 川部小 福島県 0:10:11
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101 45117 上遠野 伊織 ｶﾄｳﾉ ｲｵﾘ 菊田小学校 福島県 0:10:12
102 45035 猪狩 和磨 ｲｶﾞﾘ ｶｽﾞﾏ 高坂小 福島県 0:10:12
103 45187 吉田 龍星 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 福島県 0:10:13
104 45063 相川 茉輝 ｱｲｶﾜ ﾏｷ 小名浜三小 福島県 0:10:15
105 45038 坂田 悠磨 ｻｶﾀ ﾕｳﾏ 福島県 0:10:16
106 45033 花田 稜真 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 小名浜東小学校 福島県 0:10:19
107 45100 谷平 拓士 ﾀﾆﾋﾗ ﾀｸﾄ 久之浜第一小 福島県 0:10:20
108 45191 北舘 走祐 ｷﾀﾀﾞﾃ ｿｳｽｹ 草野小学校 福島県 0:10:21
109 45096 芳賀 遼太 ﾊｶﾞ ﾘｮｳﾀ 勿来ＳＣＳ 福島県 0:10:21
110 45018 新妻 賢明 ﾆｲﾂﾏ ｹﾝﾒｲ 好間４小 福島県 0:10:22
111 45195 鈴木 優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 植田小学校 福島県 0:10:22
112 45122 蛭田 流星 ﾋﾙﾀ ﾘｭｳｾｲ 藤原小学校 福島県 0:10:22
113 45125 有賀 悠太 ｱﾘｶﾞ ﾕｳﾀ 湯本第一小学校 福島県 0:10:24
114 45138 櫻 優大 ｻｸﾗ ﾕｳﾄ 藤原 福島県 0:10:25
115 45197 今野 颯斗 ｺﾝﾉ ﾊﾔﾄ 植田小学校 福島県 0:10:26
116 45061 大和田 真士 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏﾅﾄ ドリームキッズ 福島県 0:10:28
117 45084 梅津 拓心 ｳﾒﾂ ﾀｸﾐ 平第五小学校 福島県 0:10:30
118 45109 高橋 海成 ﾀｶﾊｼ ｶｲｾｲ 福島県 0:10:32
119 45161 中居 天汰 ﾅｶｲ ﾃﾝﾀ 湯本第二小学校 福島県 0:10:34
120 45022 山﨑 太陽 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 福島県 0:10:34
121 45066 戸田 大貴 ﾄﾀﾞ ﾀｲｷ 郷ヶ丘小学校 福島県 0:10:36
122 45182 佐川 優 ｻｶﾞﾜ ﾕｳ 聴覚支援学校 福島県 0:10:38
123 45095 山野邉 心温 ﾔﾏﾉﾍﾞ ｼｵﾝ 福島県 0:10:38
124 45190 猪狩 光希 ｲｶﾞﾘ ﾐﾂｷ 福島県 0:10:38
125 45149 新妻 純希 ﾆｲﾂﾏ ｱﾂｷ 夏井小学校 福島県 0:10:39
126 45013 中里 圭吾 ﾅｶｻﾞﾄ ｹｲｺﾞ 湯本第二小学校 福島県 0:10:41
127 45101 吉田 隆誠 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 郷ヶ丘小学校 福島県 0:10:41
128 45176 園部 敦生 ｿﾉﾍﾞ ｱﾂｷ 福島県 0:10:41
129 45135 福田 琉翔 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 高野小学校 福島県 0:10:41
130 45060 鑓水 凜太朗 ﾔﾘﾐｽﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ドリームキッズ 福島県 0:10:43
131 45136 根本 空 ﾈﾓﾄ ｿﾗ 前渡小学校 茨城県 0:10:44
132 45129 渡辺 博斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 植田小学校 福島県 0:10:47
133 45068 根本 遼樹 ﾈﾓﾄ ﾊﾙｷ 福島県 0:10:47
134 45115 古川 遼 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ 芳山小学校 福島県 0:10:49
135 45183 猪狩 光順 ｲｶﾞﾘ ｺｳｼﾞｭﾝ 福島県 0:10:51
136 45044 鹿野 凌平 ｼｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ 郷ケ丘小 福島県 0:10:52
137 45188 植松 楓河 ｳｴﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 福島県 0:10:53
138 45168 鈴木 遙王 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 福島県 0:10:53
139 45146 松本 遥斗 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾄ 福島県 0:10:53
140 45019 佐藤 旬太朗 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 勿来第一小学校 福島県 0:10:54
141 45166 大森 俊介 ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 福島県 0:10:55
142 45172 根本 青 ﾈﾓﾄ ﾊﾙ チーム実籾 福島県 0:10:56
143 45118 水野 大地 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 福島県 0:10:56
144 45088 小林 賢和 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 福島県 0:10:56
145 45104 若松 礼恩 ﾜｶﾏﾂ ﾚｵﾝ 鹿島小学校 福島県 0:10:57
146 45144 森 惇太朗 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 湯本第二小学校 福島県 0:10:57
147 45014 加藤 一織 ｶﾄｳ ﾋｵﾘ 福島県 0:10:57
148 45186 小泉 凜空 ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾝｸ 福島県 0:10:59
149 45024 大和田 晃佑 ｵｵﾜﾀﾞ ｺｳｽｹ 小名浜三小 福島県 0:11:05
150 45164 高木 飛歩 ﾀｶｷ ｱﾂｼ 郷ヶ丘小学校 福島県 0:11:06
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151 45029 千葉 晃太 ﾁﾊﾞ ｺｳﾀ 平第一小学校 福島県 0:11:07
152 45017 尾亦 光希 ｵﾏﾀ ｺｳｷ 福島県 0:11:07
153 45059 松崎 優樹 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ ミニオンズ 福島県 0:11:07
154 45153 大隅 彰飛 ｵｵｽﾐ ｱｷﾄ 福島県 0:11:09
155 45196 今野 海斗 ｺﾝﾉ ｶｲﾄ 植田小学校 福島県 0:11:12
156 45081 蛭田 大翔 ﾋﾙﾀ ﾋﾛﾄ 湯本二小 福島県 0:11:13
157 45083 金子 侑瑚 ｶﾈｺ ﾕｳｺﾞ 福島市立第三小 福島県 0:11:14
158 45027 大庄司 悠羽 ﾀﾞｲｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾜ 磐崎小 福島県 0:11:16
159 45080 菅野 隼大 ｶﾝﾉ ﾊﾔﾄ ドリームキッズ 福島県 0:11:17
160 45130 大澤 佑真 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾏ 平第一小学校 福島県 0:11:24
161 45137 市川 暖大 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾀ 福島県 0:11:37
162 45110 髙橋 瑠偉 ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 福島県 0:11:41
163 45198 蛭田 大晴 ﾋﾙﾀ ﾀｲｾｲ 福島県 0:11:49
164 45071 近藤 那音 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 福島県 0:11:53
165 45158 木村 俐想 ｷﾑﾗ ﾘｵ 福島県 0:12:10
166 45037 箱崎 煌太 ﾊｺｻﾞｷ ｺｳﾀ 小名浜東小学校 福島県 0:12:21
167 45091 照沼 奏知 ﾃﾙﾇﾏ ｶﾅﾄ 福島県 0:12:54
168 45185 木村 琉之介 ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 福島県 0:13:15


