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1 40095 吉田 翔眞 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 円谷ランナーズ 福島県 0:06:45
2 40066 添田 祥平 ｿｴﾀ ｼｮｳﾍｲ 円谷ランナーズ 福島県 0:06:57
3 40059 鈴木 那賀登 ｽｽﾞｷ ﾅｶﾞﾄ 円谷ランナーズ 福島県 0:07:11
4 40134 瀬川 愛来 ｾｶﾞﾜ ｱｲﾗ 三沢小 青森県 0:07:16
5 40047 三瓶 友也 ｻﾝﾍﾟｲ ﾄﾓﾔ 川内小学校 福島県 0:07:17
6 40065 松下 修大 ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳﾀ 円谷ランナーズ 福島県 0:07:19
7 40062 秋元 翔太 ｱｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ ドリームキッズ 福島県 0:07:30
8 40042 田子 輝 ﾀｺﾞ ﾋｶﾙ 福島県 0:07:33
9 40147 寺谷 凌 ﾃﾗﾀﾆ ﾘｮｳ 赤井小学校 福島県 0:07:36

10 40026 白圡 敦基 ｼﾗﾄ ｱﾂｷ 泉陸上スポ少 福島県 0:07:38
11 40023 遠藤 舜哉 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 泉陸上スポ少 福島県 0:07:39
12 40075 古寺 匠生 ｺﾃﾗ ｼｮｳｷ 円谷ランナーズ 福島県 0:07:40
13 40197 窪田 和生 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞｷ 泉陸上 福島県 0:07:41
14 40049 三瓶 蒼惟 ｻﾝﾍﾟｲ ｿｳｲ 泉陸上スポ少 福島県 0:07:42
15 40019 金川 恭悟 ｶﾅｶﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 泉陸上スポ少 福島県 0:07:44
16 40098 星 和磨 ﾎｼ ｶｽﾞﾏ 小山田小学校 福島県 0:07:46
17 40034 池田 智紀 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 平第一小学校 福島県 0:07:46
18 40161 猪狩 佑斗 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾄ 平五小 福島県 0:07:48
19 40015 紺野 凌佑 ｺﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ 泉陸上スポ少 福島県 0:07:50
20 40027 鈴木 直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 高久剣友会 福島県 0:07:53
21 40081 渡辺 陽瀬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｾ ドリームキッズ 福島県 0:07:53
22 40044 吉田 滉太朗 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 高野小学校 福島県 0:07:55
23 40101 芳賀 翔太 ﾊｶﾞ ｼｮｳﾀ 勿来ＳＣＳ 福島県 0:07:55
24 40190 小林 賢生 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｾｲ 平陸上スポ少 福島県 0:07:58
25 40164 吉田 唯人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 福島県 0:08:02
26 40043 室 颯太朗 ﾑﾛ ﾊﾔﾀﾛｳ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:05
27 40131 黒澤 一記 ｸﾛｻﾜ ｶｽﾞｷ 福島県 0:08:05
28 40102 斎藤 武育 ｻｲﾄｳ ﾀｽｸ 中央台南小 福島県 0:08:06
29 40186 木村 光佑 ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ さめがわらん 福島県 0:08:07
30 40123 佐藤 瑛音留 ｻﾄｳ ｴﾈﾙ 平陸上 福島県 0:08:09
31 40069 神田 翔太郎 ｶﾝﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 中央大東小学校 福島県 0:08:11
32 40035 山﨑 新太 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾗﾀ 福島県 0:08:12
33 40148 柳田 文徳 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾌﾐﾄ 好間第四小学校 福島県 0:08:12
34 40163 坂本 佳樹 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｷ 中央台東小 福島県 0:08:15
35 40085 飯沼 大晴 ｲｲﾇﾏ ﾀｲｾｲ ドリームキッズ 福島県 0:08:15
36 40051 古川 裕慎 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 植田小学校 福島県 0:08:16
37 40165 門馬 響 ﾓﾝﾏ ﾋﾋﾞｷ 豊間小学校 福島県 0:08:16
38 40115 藤崎 琉心 ﾌｼﾞｻｷ ﾘｭｳｼﾝ 勿来第一 福島県 0:08:16
39 40130 志賀 太洋 ｼｶﾞ ﾀｲﾖｳ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:17
40 40022 笠井 蹴斗 ｶｻｲ ｼｭｳﾄ 中央台東小 福島県 0:08:18
41 40040 佐藤 海斗 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:21
42 40110 瀬谷 優斗 ｾﾔ ﾕｳﾄ 植田小学校 福島県 0:08:24
43 40052 小室 祥大 ｺﾑﾛ ｼｮｳﾀ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:25
44 40060 土方 遥斗 ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ 中央台東小 福島県 0:08:25
45 40189 鈴木 智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 赤井小学校 福島県 0:08:26
46 40169 星 悠海 ﾎｼ ﾕｳﾐ 福島県 0:08:27
47 40179 四家 悠成 ｼｶ ﾕｳｾｲ 植田小 福島県 0:08:31
48 40155 遠藤 翔 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｹﾙ 泉北小学校 福島県 0:08:33
49 40030 大谷 柊斗 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾄ 福島県 0:08:34
50 40198 羽曽部 優成 ﾊｿﾍﾞ ﾕｳｾｲ 渡辺小学校 福島県 0:08:36
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51 40013 石渡 悠真 ｲｼﾜﾀ ﾕｳﾏ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:36
52 40083 菅野 勇信 ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾝ 福島県 0:08:36
53 40128 鈴木 琉世 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 大浦小学校 福島県 0:08:38
54 40122 清水 翔英 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｴｲ ＣＳＳ 福島県 0:08:38
55 40100 鈴木 想大 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 阿見ＡＣ 茨城県 0:08:40
56 40046 菅野 凌平 ｶﾝﾉ ﾘｮｳﾍｲ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:41
57 40121 荒川 一惺 ｱﾗｶﾜ ｲｯｾｲ 中央台南小 福島県 0:08:42
58 40033 池田 啓人 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ 平第一小学校 福島県 0:08:42
59 40039 小林 巧弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 泉北小 福島県 0:08:43
60 40011 佐藤 幹央 ｻﾄｳ ﾐｷｵ 長倉小学校 福島県 0:08:43
61 40145 斎藤 聡太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 福島県 0:08:46
62 40113 高橋 悠一郎 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福島県 0:08:47
63 40076 戸田 翔大 ﾄﾀﾞ ｼｮｳﾀ 郷ヶ丘小学校 福島県 0:08:49
64 40072 本間 滉大 ﾎﾝﾏ ｺｳﾀ 福島県 0:08:50
65 40097 松本 波琉 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙ 福島県 0:08:51
66 40045 猪狩 快人 ｲｶﾞﾘ ｶｲﾄ 高坂小 福島県 0:08:52
67 40183 佐々木 龍 ｻｻｷ ﾘｭｳ 平五小 福島県 0:08:53
68 40071 小山 鴻志 ｺﾔﾏ ｺｳｼ 福島県 0:08:53
69 40092 山田 福士 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｸｼﾞ 奈良県香芝市 奈良県 0:08:54
70 40176 鈴木 淳史 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 豊間小 福島県 0:08:55
71 40175 百澤 絆 ﾓﾓｻﾜ ｷｽﾞﾅ 平第一小学校 福島県 0:08:56
72 40170 小林 蓮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 福島県 0:08:56
73 40087 菅野 凌大 ｶﾝﾉ ﾘｮｳﾀ ドリームキッズ 福島県 0:08:57
74 40195 小泉 天飛 ｺｲｽﾞﾐ ｱﾂﾞﾄ 福島県 0:08:59
75 40036 芦澤 涼太郎 ｱｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 郷ケ丘小学校 福島県 0:08:59
76 40132 宗像 楓雅 ﾑﾅｶﾀ ﾌｳｶﾞ ドリームキッズ 福島県 0:08:59
77 40150 矢野 悠太 ﾔﾉ ﾕｳﾀ 福島県 0:09:00
78 40201 今野 裕斗 ｺﾝﾉ ﾕｳﾄ 植田小学校 福島県 0:09:01
79 40061 永井 涼雅 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｶﾞ 好間一小 福島県 0:09:02
80 40029 菅野 太陽 ｽｶﾞﾉ ﾀｲﾖｳ すがの☺熱帯魚 福島県 0:09:02
81 40021 浅井 拓人 ｱｻｲ ﾀｸﾄ 湯本陸上クラブ 福島県 0:09:03
82 40159 鈴木 陽翔 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 福島県 0:09:05
83 40080 齊藤 琉良 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 中央台東小学校 福島県 0:09:05
84 40178 渡辺 一護 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｺﾞ 小名浜第ニ小 福島県 0:09:07
85 40112 江尻 崇太 ｴｼﾞﾘ ｼｭｳﾀ 福島県 0:09:08
86 40171 熊野 弘太朗 ｸﾏﾉ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 0:09:09
87 40058 若月 涼真 ﾜｶﾂｷ ﾘｮｳﾏ 内町小学校 福島県 0:09:10
88 40103 八代 天樹 ﾔﾂｼﾛ ﾃﾝｼﾞｭ 中央台北小 福島県 0:09:13
89 40187 藤田 友稀 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｷ さめがわらん 福島県 0:09:14
90 40185 鈴木 一真 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ さめがわらん 福島県 0:09:15
91 40089 加藤 大輝 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 福島県 0:09:15
92 40091 森 一颯 ﾓﾘ ｲﾌﾞｷ 福島県 0:09:17
93 40177 鈴木 涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 豊間小 福島県 0:09:20
94 40031 髙萩 輝 ﾀｶﾊｷﾞ ｱｷﾗ 福島県 0:09:20
95 40074 阿部 幹 ｱﾍﾞ ﾓﾄｷ 福島県 0:09:21
96 40107 渡辺 大貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 福島県 0:09:22
97 40053 阿部 啓太 ｱﾍﾞ ｹｲﾀ 福島県 0:09:23
98 40162 齋藤 祐介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 平陸上 福島県 0:09:24
99 40160 中村 文哉 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 中央台北小 福島県 0:09:25

100 40192 吉田 悠人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 平第四小学校 福島県 0:09:27
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101 40068 高橋 歩夢 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ 磐崎小学校 福島県 0:09:27
102 40139 熊谷 和樹 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 平第一小学校 福島県 0:09:27
103 40057 西山 樹 ﾆｼﾔﾏ ｲﾂｷ ドリームキッズ 福島県 0:09:28
104 40077 石井 大雅 ｲｼｲ ﾀｲｶﾞ 福島県 0:09:28
105 40054 荒川 知哉 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾔ 泉小学校 福島県 0:09:30
106 40196 近藤 敬佑 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 平４小 福島県 0:09:31
107 40127 鈴木 陽夢 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾑ 大浦小学校 福島県 0:09:33
108 40117 佐藤 楓汰 ｻﾄｳ ﾌｳﾀ 藤原小学校 福島県 0:09:36
109 40025 緑川 颯 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾊﾔﾃ 福島県 0:09:36
110 40166 持地 駿 ﾓﾁﾁﾞ ｼｭﾝ 福島県 0:09:38
111 40014 武藤 佑弥 ﾑﾄｳ ﾕｳﾔ 中央台東小学校 福島県 0:09:38
112 40184 小松 琉眞 ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾏ さめがわらん 福島県 0:09:44
113 40167 八代 凰雅 ﾔｼﾛ ｺｳｶﾞ 鹿島小学校 福島県 0:09:45
114 40118 生天目 颯斗 ﾅﾏﾀﾒ ﾊﾔﾄ 小名浜二小 福島県 0:09:46
115 40173 木村 優月 ｷﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 福島県 0:09:46
116 40125 萩原 大裕 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 植田ソフト 福島県 0:09:47
117 40168 安龍 治輝 ｱﾝﾘｭｳ ﾊﾙｷ 鹿島小学校 福島県 0:09:48
118 40018 後田 汰救 ｳｼﾛﾀﾞ ﾀｽｸ 平五小 福島県 0:09:49
119 40079 八木橋 憲吾 ﾔｷﾞﾊｼ ｹﾝｺﾞ 福島県 0:09:50
120 40108 鵜沼 颯人 ｳﾇﾏ ﾊﾔﾄ 福島県 0:09:51
121 40126 鈴木 颯太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 大浦小学校 福島県 0:09:52
122 40078 齋藤 響稀 ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 福島県 0:09:53
123 40149 野口 真咲 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｷ 福島県 0:09:54
124 40082 小澤 陽仁 ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 福島県 0:09:55
125 40104 谷平 奏太 ﾀﾆﾋﾗ ｿｳﾀ 久之浜第一小 福島県 0:09:55
126 40067 佐々木 空 ｻｻｷ ｿﾗ 四倉小学校 福島県 0:09:57
127 40037 本田 直希 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 福島県 0:09:59
128 40180 緑川 慶佑 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｹｲｽｹ 菊田小学校 福島県 0:09:59
129 40199 木村 春 ｷﾑﾗ ｼｭﾝ 福島県 0:10:05
130 40202 窪田 涼真 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾏ 茨城県 0:10:14
131 40093 鈴木 善智 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄﾓ 平四小 福島県 0:10:14
132 40157 大隅 輝弥 ｵｵｽﾐ ﾃﾙﾔ 福島県 0:10:14
133 40116 鈴木 成喜 ｽｽﾞｷ ﾅﾙｷ 福島県 0:10:18
134 40181 佐藤 翔和 ｻﾄｳ ｼｮｳﾅ 福島県 0:10:18
135 40136 櫻 陽大 ｻｸﾗ ﾊﾙﾄ 藤原 福島県 0:10:18
136 40172 鈴木 晃太朗 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 鹿島小 福島県 0:10:23
137 40012 石上 聡 ｲｼｶﾞﾐ ｿｳ 鹿島小学校 福島県 0:10:23
138 40135 永山 柊冴 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄｳｺﾞ 平一小 福島県 0:10:25
139 40141 脇本 拓真 ﾜｷﾓﾄ ﾀｸﾏ 福島県 0:10:26
140 40140 渡部 楓雅 ﾜﾀﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 福島県 0:10:26
141 40153 大友 龍生 ｵｵﾄﾓ ﾘｭｳｾｲ 磐崎小学校 福島県 0:10:27
142 40055 阿部 竜也 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾔ 綴小学校 福島県 0:10:33
143 40191 坂本 直貴 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ 菊田 福島県 0:10:35
144 40020 鈴木 康太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ アストロＢＳＣ 福島県 0:10:39
145 40142 鍔 拓磨 ﾂﾊﾞ ﾀｸﾏ 鹿島小学校 福島県 0:10:42
146 40194 吉成 吹輝 ﾖｼﾅﾘ ｲﾌﾞｷ 平第五小学校 福島県 0:10:46
147 40146 新家 弘也 ｼﾝｶ ｺｳﾔ 平第五小学校 福島県 0:10:46
148 40073 高橋 雅昭 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 上遠野小 福島県 0:10:49
149 40096 高橋 幸大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 磐崎小学校 福島県 0:10:49
150 40151 小沼 紘太朗 ｺﾇﾏ ｺｳﾀﾛｳ 福島県 0:10:52
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151 40024 丹野 充稀 ﾀﾝﾉ ﾐﾂｷ 福島県 0:10:55
152 40063 佐藤 天春 ｻﾄｳ ﾃﾝｼｭﾝ 川前小学校 福島県 0:10:59
153 40109 坂本 航大 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 日和田小学校 福島県 0:11:01
154 40048 坂田 志穏 ｻｶﾀ ｼｵﾝ 福島県 0:11:01
155 40152 宗像 悠太 ﾑﾅｶﾀ ﾕｳﾀ 鹿島小学校 福島県 0:11:08
156 40090 遠藤 匠梧 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ 小名浜西小 福島県 0:11:16
157 40041 蛭田 宏陽 ﾋﾙﾀ ｺｳﾖｳ 川部小 福島県 0:11:16
158 40182 岡田 隼汰 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 福島県 0:11:22
159 40056 鈴木 悠大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 小名浜二小 福島県 0:11:24
160 40137 松崎 暖大 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 小名浜二小 福島県 0:11:35
161 40017 緑川 和樹 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶｽﾞｷ 福島県 0:11:38
162 40094 江幡 海澄 ｴﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 福島県 0:12:46


