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1 46111 長峰 莉海南 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾚｲﾅ 国分寺台西 千葉県 0:07:37
2 46122 稲垣 潤 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾝ 取手市白山小 茨城県 0:07:45
3 46017 猪狩 らん ｲｶﾞﾘ ﾗﾝ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:03
4 46149 銭谷 栞音 ｾﾞﾆﾔ ｼｵﾝ 勿来第一 福島県 0:08:15
5 46143 北條 佐弥 ﾎｳｼﾞｮｳ ｻﾔ さめがわらん 福島県 0:08:18
6 46145 本郷 芽生 ﾎﾝｺﾞｳ ﾒｲ さめがわらん 福島県 0:08:23
7 46065 増井 真咲 ﾏｽｲ ﾏｻｷ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:24
8 46046 添田 結衣 ｿｴﾀ ﾕｲ 円谷ランナーズ 福島県 0:08:34
9 46101 黒澤 眞央 ｸﾛｻﾜ ﾏﾅｶ 福島県 0:08:37

10 46106 熊谷 結翔 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｲｶ 秋田県 0:08:44
11 46107 片桐 未來 ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾗｲ 勿来第一小学校 福島県 0:08:44
12 46148 馬場 明音 ﾊﾞﾊﾞ ｱｶﾈ 福島県 0:08:52
13 46153 佐藤 百々花 ｻﾄｳ ﾓﾓｶ 平５小 福島県 0:08:54
14 46025 丹野 釉萊莉 ﾀﾝﾉ ﾕﾗﾘ 平第二小学校 福島県 0:08:55
15 46034 三瓶 希乃羽 ｻﾝﾍﾟｲ ﾉﾉﾊ 泉陸上スポ少 福島県 0:09:02
16 46098 渡辺 笑可 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｶ 湯本陸上クラブ 福島県 0:09:06
17 46033 佐藤 蘭 ｻﾄｳ ﾗﾝ 泉陸上スポ少 福島県 0:09:12
18 46131 高木 玲菜 ﾀｶｷﾞ ﾚｲﾅ 円谷ランナーズ 福島県 0:09:14
19 46056 蛭田 結菜 ﾋﾙﾀ ﾕｲﾅ 小名浜三小 福島県 0:09:18
20 46071 吉田 光 ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾘ 平五小 福島県 0:09:19
21 46050 菅野 結衣 ｶﾝﾉ ﾕｲ 小玉小 福島県 0:09:21
22 46142 生田目 真歩 ﾅﾏﾀﾒ ﾏｵ さめがわらん 福島県 0:09:21
23 46096 二瓶 真那 ﾆﾍｲ ﾏﾅ 勿来一小 福島県 0:09:23
24 46011 高木 羽桜 ﾀｶｷﾞ ﾊﾅ 湯本一小 福島県 0:09:23
25 46141 山崎 奈々美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 福島県 0:09:23
26 46144 石井 萌桂 ｲｼｲ ﾓｴｶ さめがわらん 福島県 0:09:24
27 46104 鈴木 花 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 穂積小学校 福島県 0:09:24
28 46068 青木 咲和 ｱｵｷ ｻﾜ 大浦小学校 福島県 0:09:30
29 46044 戸田 絢香 ﾄﾀﾞ ｱﾔｶ 平五小 福島県 0:09:32
30 46028 小林 理咲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 泉北小 福島県 0:09:37
31 46100 松本 紗弥 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔ 大浦小学校 福島県 0:09:37
32 46041 阿部 若奈 ｱﾍﾞ ﾜｶﾅ 福島県 0:09:38
33 46052 猪狩 心乃香 ｲｶﾞﾘ ｺﾉｶ 中央台東小学校 福島県 0:09:42
34 46124 小出 心暖 ｺｲﾃﾞ ｺﾉﾝ 泉 福島県 0:09:44
35 46019 柳内 虹空 ﾔﾅｲ ｺｱ ｇ３ｐｌａｙ 福島県 0:09:45
36 46035 加藤 愛菜 ｶﾄｳ ｱｲﾅ 福島県 0:09:45
37 46126 磯上 瑠那 ｲｿｶﾞﾐ ﾙﾅ 泉小学校 福島県 0:09:50
38 46020 菅野 七海 ｽｶﾞﾉ ﾅﾅﾐ すがの☺熱帯魚 福島県 0:09:53
39 46076 渡辺 絢菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 福島県 0:09:54
40 46074 酒井 瞳 ｻｶｲ ﾋﾄﾐ 磐崎小学校 福島県 0:09:54
41 46115 鈴木 奏音 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 湯本陸上クラブ 福島県 0:09:55
42 46080 坂本 莉空 ｻｶﾓﾄ ﾘｿﾗ 日和田小学校 福島県 0:09:56
43 46015 緑川 佳歩 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾎ 福島県 0:09:56
44 46127 坂本 奈優 ｻｶﾓﾄ ﾅﾕ 中央台東小 福島県 0:09:57
45 46099 渡邉 友萌 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒ 平第五小学校 福島県 0:09:59
46 46018 富岡 千桜 ﾄﾐｵｶ ﾁｵ ニコニコクラブ 福島県 0:10:00
47 46118 遠藤 悠花 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 泉北小学校 福島県 0:10:02
48 46102 鈴木 奈々芭 ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾊ 好間第一小学校 福島県 0:10:02
49 46054 三瓶 悠奈 ｻﾝﾍﾟｲ ﾕﾅ 御厩小学校 福島県 0:10:03
50 46147 安田 亜衣美 ﾔｽﾀﾞ ｱｲﾐ 福島県 0:10:03
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51 46094 吉崎 あみり ﾖｼｻﾞｷ ｱﾐﾘ 郷ヶ丘小学校 福島県 0:10:03
52 46036 岡崎 幸来 ｵｶｻﾞｷ ｻﾗ 福島県 0:10:04
53 46136 山野辺 睦 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾁｶ 福島県 0:10:05
54 46057 岩井 空 ｲﾜｲ ｿﾗ 福島県 0:10:05
55 46135 人見 凛 ﾋﾄﾐ ﾘﾝ 福島県 0:10:06
56 46113 門馬 沙英 ﾓﾝﾏ ｻｴ 福島県 0:10:08
57 46140 小松 彩奈 ｺﾏﾂ ｱﾔﾅ 菊田小学校 福島県 0:10:08
58 46021 作山 心彩 ｻｸﾔﾏ ﾐｻ 平一小 福島県 0:10:08
59 46103 青木 葵 ｱｵｷ ｱｵｲ 平第五小学校 福島県 0:10:09
60 46128 坂本 絢美 ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾐ 中央台東小 福島県 0:10:09
61 46078 小名山 美波 ｵﾅﾔﾏ ﾐﾅﾐ 中央台北小学校 福島県 0:10:15
62 46095 鈴木 愛海 ｽｽﾞｷ ｱﾐ 大浦小学校 福島県 0:10:21
63 46082 矢内 日和子 ﾔﾅｲ ﾋﾅｺ 福島県 0:10:22
64 46055 齊藤 莉心 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 中央台東小学校 福島県 0:10:27
65 46072 中町 汐里 ﾅｶﾏﾁ ｼｵﾘ 福島県 0:10:29
66 46070 松本 百叶 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ 福島県 0:10:37
67 46117 藤原 璃子 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｺ 高野小学校 福島県 0:10:37
68 46116 五十嵐 彩夏 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾔｶ 高野小学校 福島県 0:10:42
69 46081 安島 陽菜 ｱｼﾞﾏ ﾋﾅ 汐見が丘小 福島県 0:10:43
70 46123 鈴木 優理子 ｽｽﾞｷ ﾕﾘｺ 福島県 0:10:46
71 46031 石井 冴英 ｲｼｲ ｻｴ 福島県 0:10:46
72 46043 馬上 優奈 ﾓｳｴ ﾕﾅ 鹿島小学校 福島県 0:10:49
73 46156 松本 彩瑚 ﾏﾂﾓﾄ ｱｺ 鹿島小学校 福島県 0:10:49
74 46066 永井 沙希 ﾅｶﾞｲ ｻｷ 江名小学校 福島県 0:10:50
75 46090 大原 穂乃花 ｵｵﾊﾗ ﾎﾉｶ 湯本二小 福島県 0:10:50
76 46060 尾形 奈那海 ｵｶﾞﾀ ﾅﾅﾐ 汐見が丘 福島県 0:10:53
77 46083 岩崎 広華 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｶ 中央台南小学校 福島県 0:10:56
78 46133 白石 千陽 ｼﾗｲｼ ﾁﾊﾙ 福島県 0:10:57
79 46077 鵜沼 遥花 ｳﾇﾏ ﾊﾙｶ 福島県 0:10:58
80 46137 星 愛海 ﾎｼ ﾏﾅﾐ 福島県 0:10:58
81 46139 佐々木 美月 ｻｻｷ ﾐﾂｷ 佐々木一家 福島県 0:10:59
82 46073 坂本 心 ｻｶﾓﾄ ｺｺ 藤原小学校 福島県 0:11:00
83 46152 大野 仁愛 ｵｵﾉ ﾆｲﾅ 福島県 0:11:01
84 46108 小澤 茉衣 ｵｻﾞﾜ ﾏｲ 菊田小学校 福島県 0:11:02
85 46027 伊藤 愛華 ｲﾄｳ ﾏﾅｶ 福島県 0:11:04
86 46026 安齋 由愛 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｱ 福島県 0:11:04
87 46032 箱﨑 彩寧 ﾊｺｻﾞｷ ｱﾔﾈ 鹿島小学校 福島県 0:11:06
88 46059 志賀 玲音 ｼｶﾞ ﾚﾉﾝ 好間一小 福島県 0:11:08
89 46092 中西 ひなた ﾅｶﾆｼ ﾋﾅﾀ 平二小 福島県 0:11:10
90 46155 関根 史織 ｾｷﾈ ｼｵﾘ 福島県 0:11:10
91 46024 二見 陽向子 ﾌﾀﾐ ﾋﾅｺ 福島県 0:11:10
92 46089 高野 朱莉 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ 福島県 0:11:13
93 46038 草野 想奈 ｸｻﾉ ｿﾅ 湯本二小 福島県 0:11:17
94 46016 鈴木 理予 ｽｽﾞｷ ﾘﾖ アストロＢＳＣ 福島県 0:11:18
95 46120 宮村 咲江 ﾐﾔﾑﾗ ｻｴ 福島県 0:11:19
96 46063 根本 向日葵 ﾈﾓﾄ ﾋﾏﾘ 福島県 0:11:20
97 46132 常松 美乃 ﾂﾈﾏﾂ ﾐﾉ 上遠野小学校 福島県 0:11:24
98 46022 比佐 園江 ﾋｻ ｿﾉｴ 小名浜一小 福島県 0:11:24
99 46013 鯨岡 陽奏 ｸｼﾞﾗｵｶ ﾋﾅﾀ 福島県 0:11:29

100 46154 椎名 優月 ｼｲﾅ ﾕﾂﾞｷ 茨城県 0:11:29
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101 46151 佐川 ももね ｻｶﾞﾜ ﾓﾓﾈ 湯本第一小学校 福島県 0:11:30
102 46023 塩野 理紗 ｼｵﾉ ﾘｻ 湯本第一小学校 福島県 0:11:30
103 46047 作山 はづき ｻｸﾔﾏ ﾊﾂﾞｷ 平第一小学校 福島県 0:11:32
104 46039 道幸 遥香 ﾐﾁﾕｷ ﾊﾙｶ 平第一小学校 福島県 0:11:32
105 46110 清水 南 ｼﾐｽﾞ ﾐﾅﾐ 平一揚土剣友会 福島県 0:11:34
106 46086 大内 唯愛 ｵｵｳﾁ ﾕﾒ 行健第二小学校 福島県 0:11:39
107 46053 吉田 望海 ﾖｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 平第一小学校 福島県 0:11:40
108 46067 小宅 佑奈 ｵﾔｹ ﾕｳﾅ 川部小学校 福島県 0:11:46
109 46119 小島 夏帆 ｵｼﾞﾏ ﾅﾂﾎ 福島県 0:11:52
110 46037 桐原 寧音 ｷﾘﾊﾗ ﾈﾈ 湯本第二小学校 福島県 0:11:53
111 46138 千葉 柚佳 ﾁﾊﾞ ﾕｳｶ 福島県 0:11:57
112 46030 泉 さや ｲｽﾞﾐ ｻﾔ 湯本二小 福島県 0:12:00
113 46125 齋藤 真央 ｻｲﾄｳ ﾏｵ 中央台南 福島県 0:12:02
114 46045 片寄 凛梨圭 ｶﾀﾖｾ ﾘﾘｶ 福島県 0:12:06
115 46105 谷津田 真央 ﾔﾂﾀﾞ ﾏｵ 高坂小学校 福島県 0:12:13
116 46109 横山 心南 ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾅ 福島県 0:12:21
117 46049 高橋 杏寿 ﾀｶﾊｼ ｱﾝｽﾞ 福島県 0:12:26
118 46112 阿部 優空 ｱﾍﾞ ﾕｳｱ 夏井小 福島県 0:12:29
119 46069 小布施 冴弥 ｵﾌﾞｾ ｻﾔ 福島県 0:12:43
120 46012 佐藤 美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 福島県 0:12:48
121 46029 吉田 結愛 ﾖｼﾀﾞ ﾕｱ 湯本第二小学校 福島県 0:12:53
122 46062 大谷 倫世 ｵｵﾀﾆ ﾄﾓﾖ 福島県 0:13:04
123 46048 高橋 はる乃 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾉ 福島県 0:13:13
124 46129 有賀 莉子 ｱﾘｶﾞ ﾘｺ 福島県 0:13:13
125 46130 塙 あおい ﾊﾅﾜ ｱｵｲ 福島県 0:13:26
126 46042 角田 優香 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳｶ 福島県 0:13:27
127 46121 赤木 さくら ｱｶｷ ｻｸﾗ 赤井小 福島県 0:13:34
128 46079 石井 伶奈 ｲｼｲ ﾚｲﾅ 福島県 0:14:52


