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1 41056 圓谷 仁渚 ﾂﾑﾗﾔ ﾆﾅ 円谷ランナーズ 福島県 0:07:06
2 41139 銭谷 和花 ｾﾞﾆﾔ ﾉﾄﾞｶ 勿来第一 福島県 0:07:13
3 41040 馬場 理奈 ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾅ 鶴城小学校 福島県 0:07:15
4 41128 田子 明花莉 ﾀｺﾞ ｱｶﾘ 石川小学校 福島県 0:07:27
5 41032 植木 大空 ｳｴｷ ｿﾗ 泉陸上スポ少 福島県 0:07:38
6 41065 山口 桜生 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 泉小学校 福島県 0:07:45
7 41130 高木 遥菜 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾅ 円谷ランナーズ 福島県 0:07:45
8 41090 堀金 遥菜 ﾎﾘｶﾈ ｱｲﾅ 鶴城小学校 福島県 0:08:00
9 41081 岩崎 聖奈 ｲﾜｻｷ ｾｲﾅ 円谷ランナーズ 福島県 0:08:01

10 41095 金森 愛 ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:02
11 41063 猪狩 明希 ｲｶﾞﾘ ｱｷ 草野北神谷 福島県 0:08:13
12 41048 神谷 麻帆 ｶﾐﾔ ﾏﾎ 福島県 0:08:14
13 41117 小松 映 ｺﾏﾂ ﾊﾕﾙ 汐見が丘 福島県 0:08:18
14 41014 坂部 涼々子 ｻｶﾍﾞ ｽｽﾞｺ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:19
15 41087 岩崎 成美 ｲﾜｻｷ ﾅﾙﾐ 中央台南小学校 福島県 0:08:20
16 41137 須藤 百香 ｽﾄｳ ﾓﾓｶ さめがわらん 福島県 0:08:23
17 41062 冨岡 美桜 ﾄﾐｵｶ ﾐｵ 平窪バレー 福島県 0:08:25
18 41020 武藤 彩花 ﾑﾄｳ ｱﾔｶ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:26
19 41101 渡辺 純可 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐｶ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:27
20 41022 坂本 琉奈 ｻｶﾓﾄ ﾙﾅ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:28
21 41096 志賀 亜希奈 ｼｶﾞ ｱｷﾅ ア・パース 福島県 0:08:28
22 41033 大縄 眞央 ｵｵﾅﾜ ﾏｵ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:28
23 41045 蛭田 紘実 ﾋﾙﾀ ｺｳﾐ 平陸上スポーツ 福島県 0:08:29
24 41103 蛭田 ひまり ﾋﾙﾀ ﾋﾏﾘ アパースＪｒ． 福島県 0:08:29
25 41011 若松 珠子 ﾜｶﾏﾂ ﾀﾏｺ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:36
26 41125 鈴木 沙弥 ｽｽﾞｷ ｻﾔ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:37
27 41057 古小高 愛 ｺｵﾀﾞｶ ｱｲ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:45
28 41016 齊藤 栞利 ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:45
29 41141 佐藤 綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 平５小 福島県 0:08:45
30 41109 横山 怜奈 ﾖｺﾔﾏ ﾚﾅ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:46
31 41089 斉藤 那々世 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｾ 植田小学校 福島県 0:08:47
32 41054 小杉山 葵 ｺｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 鹿島小 福島県 0:08:48
33 41124 高木 あずさ ﾀｶｷ ｱｽﾞｻ すずかけ 福島県 0:08:49
34 41043 八矢 奏美 ﾊﾁﾔ ｶﾅﾐ 湯本陸上クラブ 福島県 0:08:50
35 41053 岡田 那奈 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅ 宮小学校 福島県 0:08:51
36 41049 佐藤 凛 ｻﾄｳ ﾘﾝ 泉陸上スポ少 福島県 0:08:51
37 41025 三瓶 聖菜 ｻﾝﾍﾟｲ ｾﾅ 福島県 0:08:54
38 41112 清水 湖心 ｼﾐｽﾞ ｺｺﾛ 勿来一小 福島県 0:08:56
39 41085 柳 望愛し ﾔﾅｷﾞ ﾉｱ ドリームキッズ 福島県 0:08:56
40 41136 根本 和心 ﾈﾓﾄ ﾜｺ 平第一小学校 福島県 0:08:57
41 41023 光岡 しい菜 ﾐﾂｵｶ ｼｲﾅ 泉小学校 福島県 0:08:59
42 41115 向井 真央 ﾑｶｲ ﾏｵ 平陸上 福島県 0:09:00
43 41143 窪田 琴実 ｸﾎﾞﾀ ｺﾄﾐ 福島県 0:09:00
44 41047 岡部 美知留 ｵｶﾍﾞ チームＯ．Ｋ 福島県 0:09:02
45 41066 高木 果萌 ﾀｶｷﾞ ｶﾎ 福島県 0:09:05
46 41059 飯塚 愛菜 ｲｲﾂｶ ｱｲﾅ 福島県 0:09:07
47 41037 吉田 和香奈 ﾖｼﾀﾞ ﾜｶﾅ 高野小学校 福島県 0:09:08
48 41044 小野 ひなた ｵﾉ ﾋﾅﾀ 錦小学校 福島県 0:09:09
49 41093 山崎 海空 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｸ 福島県 0:09:10
50 41140 柴崎 莉那 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾘﾅ 泉小学校 福島県 0:09:11
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51 41039 遠藤 咲希 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ 中央台東小学校 福島県 0:09:12
52 41067 小野 彩心 ｵﾉ ｱﾔﾐ 福島県 0:09:13
53 41012 古川 美侑 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾕ 湯本陸上クラブ 福島県 0:09:13
54 41107 石河 凛々 ｲｼｶﾜ ﾘﾘ 泉小 福島県 0:09:15
55 41102 池田 ひかり ｲｹﾀﾞ ﾋｶﾘ 湯本陸上クラブ 福島県 0:09:25
56 41126 鈴木 小雪 ｽｽﾞｷ ｺﾕｷ 平第三小学校 福島県 0:09:26
57 41071 松本 小春 ﾏﾂﾓﾄ ｺﾊﾙ 福島県 0:09:27
58 41134 鈴木 里緒 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 中央台東小学校 福島県 0:09:29
59 41106 清水 都 ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ 平一揚土剣友会 福島県 0:09:32
60 41080 青木 和奏 ｱｵｷ ﾜｶﾅ 大浦小学校 福島県 0:09:33
61 41111 門馬 果那 ﾓﾝﾏ ｶﾅ 福島県 0:09:34
62 41104 加藤 花夏 ｶﾄｳ ｶﾅ 小名浜東小学校 福島県 0:09:37
63 41077 四家 美咲 ｼｶ ﾐｻｷ 福島県 0:09:39
64 41055 戸田 遥香 ﾄﾀﾞ ﾊﾙｶ 平五小 福島県 0:09:39
65 41027 菅野 仁美 ｶﾝﾉ ﾋﾄﾐ 湯本第一小学校 福島県 0:09:39
66 41098 有賀 小陽 ｱﾘｶﾞ ｺﾊﾙ 湯本第一小学校 福島県 0:09:39
67 41116 谷 聖彩 ﾀﾆ ｾｲｱ 福島県 0:09:40
68 41122 柳田 朱璃 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭﾘ 福島県 0:09:41
69 41073 松本 萌花 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｶ 福島県 0:09:41
70 41123 山名 梨那 ﾔﾏﾅ ﾘﾅ 夏井小学校 福島県 0:09:42
71 41051 藤枝 かりん ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｶﾘﾝ 鹿島小学校 福島県 0:09:45
72 41120 藤原 瑠香 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾙｶ 高野小学校 福島県 0:09:45
73 41019 柳内 碧空 ﾔﾅｲ ｇ３ｐｌａｙ 福島県 0:09:46
74 41119 五十嵐 都実 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄﾐ 高野小学校 福島県 0:09:47
75 41034 石井 志歩 ｲｼｲ ｼﾎ 福島県 0:09:47
76 41113 吉田 颯希 ﾖｼﾀﾞ ｻﾂｷ 小原田小学校 福島県 0:09:49
77 41110 阿部 花音 ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ 夏井小 福島県 0:09:49
78 41118 新妻 明花 ﾆｲﾂﾏ ﾒｲｶ 夏井小学校 福島県 0:09:49
79 41046 北郷 柚乃 ｷﾀｺﾞｳ ﾕｽﾞﾉ 湯本第１小学校 福島県 0:10:00
80 41108 宮川 陽菜 ﾐﾔｶﾜ ﾊﾙﾅ 福島県 0:10:00
81 41138 渡辺 咲来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ さめがわらん 福島県 0:10:01
82 41058 永山 琴葉 ﾅｶﾞﾔﾏ ｺﾄﾊ 磐崎小学校 福島県 0:10:02
83 41144 志賀 苺香 ｼｶﾞ ﾏｲｶ 湯本２小 福島県 0:10:07
84 41079 矢内 木乃美 ﾔﾅｲ ｺﾉﾐ 福島県 0:10:08
85 41064 深谷 ほのか ﾌｶﾔ ﾎﾉｶ 円谷ランナーズ 福島県 0:10:08
86 41074 堀内 彩 ﾎﾘｳﾁ ｱﾔ 福島県 0:10:09
87 41100 並木 美諭 ﾅﾐｷ ﾐｻﾄ 千葉県 0:10:09
88 41088 黒津 芽生 ｸﾛﾂ ﾒｲ 中央台北小学校 福島県 0:10:11
89 41091 佐々木 彩音 ｻｻｷ ｱﾔﾈ 小名浜三小 福島県 0:10:13
90 41078 永井 雪華 ﾅｶﾞｲ ﾕｷｶ 江名小学校 福島県 0:10:15
91 41114 佐藤 麗奈 ｻﾄｳ ﾚﾅ ◆ＡＯＩ設計◆ 福島県 0:10:15
92 41024 大和田 澪里 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐｵﾘ 小名浜三小 福島県 0:10:17
93 41042 佐々木 美樹 ｻｻｷ ﾐｷ 植田小学校 福島県 0:10:18
94 41086 坂井 乙葉 ｻｶｲ ｵﾄﾊ ドリームキッズ 福島県 0:10:19
95 41069 近藤 歌音 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾉﾝ 福島県 0:10:24
96 41041 原田 あおい ﾊﾗﾀﾞ ｱｵｲ 福島県 0:10:25
97 41092 小宅 奈緒 ｵﾔｹ ﾅｵ 小名浜二小 福島県 0:10:25
98 41129 原田 実依 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｲ 平第一小学校 福島県 0:10:26
99 41094 上遠野 有莉 ｶﾄｳﾉ ﾕｳﾘ 菊田小学校 福島県 0:10:26

100 41097 緑川 優里 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕｳﾘ 郷ケ丘小学校 福島県 0:10:50
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101 41084 後藤 茉椰 ｺﾞﾄｳ ﾏﾔ 湯本第一小学校 福島県 0:10:51
102 41026 関根 樹里 ｾｷﾈ ｼﾞｭﾘ 泉北小学校 福島県 0:10:56
103 41142 田中 瑛麻 ﾀﾅｶ ｴﾏ 小名浜三小 福島県 0:10:56
104 41021 又吉 杏香 ﾏﾀﾖｼ ﾓﾓｶ 郷ケ丘小学校 福島県 0:10:58
105 41131 吉田 唯 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲ 福島県 0:10:59
106 41029 塩 亮子 ｼｵ ﾘｮｳｺ 湯本２小 福島県 0:10:59
107 41121 飯塚 彩音 ｲｲﾂﾞｶ ｱﾔﾈ 福島県 0:11:00
108 41030 吉田 叶愛 ﾖｼﾀﾞ ﾉｱ 湯本第二小学校 福島県 0:11:02
109 41018 山守 七奈 ﾔﾏﾓﾘ ﾅﾅ 綴小学校 福島県 0:11:04
110 41038 下山田 絢佳 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 石川小学校 福島県 0:11:06
111 41031 泉 ひな ｲｽﾞﾐ ﾋﾅ 湯本二小 福島県 0:11:06
112 41075 熊谷 呼春 ｸﾏｶﾞｲ ｺﾊﾙ 中央台北 福島県 0:11:07
113 41099 小山 梨花 ｺﾔﾏ ﾘﾝｶ 小名浜東小 福島県 0:11:30
114 41028 佐藤 心優 ｻﾄｳ ﾐｳ 湯本２小 福島県 0:11:30
115 41061 相川 未空 ｱｲｶﾜ ﾐｸ 小名浜三小 福島県 0:11:45
116 41050 門馬 瑞季 ﾓﾝﾏ ﾐｷ 福島県 0:12:17


