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1 35023 太田 翔空 ｵｵﾀ ﾄｱ 湯本一中 福島県 0:16:15
2 35022 富岡 晃世 ﾄﾐｵｶ ｺｳｾｲ 泉中陸上部 福島県 0:16:27
3 35074 圓谷 吏生 ﾂﾑﾗﾔ ﾘｵ 浅川中学校 福島県 0:16:40
4 35071 川田 聖真 ｶﾜﾀﾞ ｾｲﾏ 中央台南中 福島県 0:16:53
5 35106 鍔 颯人 ﾂﾊﾞ ﾊﾔﾄ 中央台南中学校 福島県 0:17:05
6 35168 永田 覇人 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙﾋﾄ 朝日中学校 茨城県 0:17:16
7 35072 佐藤 成起 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 泉中学校 福島県 0:17:17
8 35043 大内 滉太 ｵｵｳﾁ ｺｳﾀ 湯本第一中学校 福島県 0:17:20
9 35088 斎藤 誠樹 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｷ 中央台南中 福島県 0:17:31

10 35039 柴田 幹生 ｼﾊﾞﾀ ﾓﾄｷ 泉中学校 福島県 0:17:35
11 35188 伊藤 愛翔 ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ 植田東中学校 福島県 0:17:35
12 35145 齊藤 永遠 ｻｲﾄｳ ﾄﾜ 郡山第一中学校 福島県 0:17:44
13 35177 生田目 一矢 ﾅﾏﾀﾒ ｶｽﾞﾔ 植田中学校 福島県 0:17:45
14 35059 藤田 滉平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 小名浜一 福島県 0:17:48
15 35027 遠藤 凜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 泉中陸上部 福島県 0:17:49
16 35127 志賀 勇太 ｼｶﾞ ﾕｳﾀ 勿来二中 福島県 0:17:51
17 35053 大石 英貴 ｵｵｲｼ ﾋﾃﾞｷ 中央台北中 福島県 0:17:58
18 35034 渡部 流偉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ ウエダヒガシ 福島県 0:18:01
19 35181 渡辺 拓未 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 内郷二中 福島県 0:18:06
20 35026 北條 日向 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾋﾅﾀ 泉中陸上部 福島県 0:18:09
21 35180 関 至恩 ｾｷ ｼｵﾝ 大槻中学校 福島県 0:18:12
22 35173 松田 将東 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 天童第２中学校 山形県 0:18:12
23 35184 関 比翼 ｾｷ ﾂﾊﾞｻ 湯本第一中学校 福島県 0:18:14
24 35089 岩崎 淳吏 ｲﾜｻｷ ｱﾂﾘ 須賀川三中 福島県 0:18:19
25 35087 吉田 健太朗 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 泉中学校 福島県 0:18:19
26 35055 丸山 流輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｱ 小名浜一陸上部 福島県 0:18:21
27 35018 谷平 隆文 ﾀﾆﾋﾗ ﾀｶﾌﾐ 植田東中学校 福島県 0:18:22
28 35117 坂下 綾真 ｻｶｼﾀ ﾘｮｳﾏ 湯本第一中学校 福島県 0:18:22
29 35157 西牧 琉石 ﾆｼﾏｷ ｻｽｶﾞ 平第二中学校 福島県 0:18:29
30 35130 佐藤 孝弥 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 泉中学校 福島県 0:18:30
31 35194 大沼 智優 ｵｵﾇﾏ ﾄﾓﾋﾛ ひらた清風中 福島県 0:18:30
32 35196 阿部 泰聖 ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ ひらた清風中 福島県 0:18:31
33 35041 岩谷 和将 ｲﾜﾔ ｶｽﾞﾏｻ 北中野球部 福島県 0:18:33
34 35118 中村 勇仁 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 中央台北中 福島県 0:18:34
35 35129 柳葉 結斗 ﾔﾅｷﾞﾊ ﾕｲﾄ 植田東中 福島県 0:18:36
36 35086 橋本 凌空 ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ 平三中 福島県 0:18:38
37 35077 渡部 侑大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ いわき秀英中学 福島県 0:18:41
38 35159 三浦 凌 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 植田東中学校 福島県 0:18:43
39 35175 阿部 青希 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 岩手県 0:18:43
40 35166 船山 優貴 ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳｷ 平三中 福島県 0:18:44
41 35199 吉田 一貴 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ ひらた清風中 福島県 0:18:44
42 35198 磯 光清 ｲｿ ｺｳｾｲ ひらた清風中 福島県 0:18:45
43 35085 清水 睦月 ｼﾐｽﾞ ﾑﾂｷ 勿来一中 福島県 0:18:48
44 35012 古川 敬涼 ﾌﾙｶﾜ ｹｲｽｹ 湯本第一中学校 福島県 0:18:49
45 35126 石田 巧英 ｲｼﾀﾞ ｺｳｴｲ 泉中陸上部 福島県 0:18:52
46 35001 興梠 奨英 ｺｳﾛｷﾞ ｼｮｳｴｲ 延岡市立岡富中学校 宮崎県 0:18:59
47 35142 小島 恵悟 ｺｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ 勿来二中 福島県 0:19:01
48 35110 矢野 綾人 ﾔﾉ ｱﾔﾄ 福島県 0:19:02
49 35114 木村 優希 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 平第一中学校 福島県 0:19:04
50 35109 若松 稜人 ﾜｶﾏﾂ ﾀｶﾋﾄ 平第一中学校 福島県 0:19:06
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51 35058 奈良 優翔 ﾅﾗ ﾕｳﾋ 小名浜一陸上部 福島県 0:19:09
52 35115 小泉 和生 ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 勿来第一中学校 福島県 0:19:09
53 35035 坂部 澄 ｻｶﾍﾞ ﾄｵﾙ いわき秀英中学 福島県 0:19:21
54 35197 鈴木 裕夢 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ ひらた清風中 福島県 0:19:21
55 35179 渡邉 凱斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 福島県 0:19:29
56 35148 佐藤 蓮馬 ｻﾄｳ ﾊｽﾞﾏ 内郷二中 福島県 0:19:32
57 35097 吉田 颯真 ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾏ 泉中学校 福島県 0:19:39
58 35132 鈴木 大翔 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 四倉中学校 福島県 0:19:40
59 35081 仲田 琉 ﾅｶﾀ ﾘｭｳ 勿来２中 福島県 0:19:41
60 35011 林 琉聖 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 福島県 0:19:42
61 35017 伊藤 碧惟 ｲﾄｳ ｱｵｲ 湯本第一中学校 福島県 0:19:42
62 35174 青木 怜弥 ｱｵｷ ﾚｲﾔ 福島県 0:19:42
63 35065 鈴木 和磨 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 福島県 0:19:46
64 35172 奥 紳弥 ｵｸ ｼﾝﾔ 勿来一中 福島県 0:19:47
65 35150 高野 敦輝 ﾀｶﾉ ｱﾂｷ さめがわらん 福島県 0:19:49
66 35015 後田 睦月 ｳｼﾛﾀﾞ ﾑﾂｷ 平三中 福島県 0:19:52
67 35123 作田 星也 ｻｸﾀ ｾｲﾔ 平一中 福島県 0:19:54
68 35083 芳賀 大輔 ﾊｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 勿来ＳＣＳ 福島県 0:19:57
69 35082 小布施 利来 ｵﾌﾞｾ ﾘｸ 福島県 0:19:58
70 35134 青木 幸誠 ｱｵｷ ｺｳｾｲ 中央台北中学校 福島県 0:20:01
71 35192 吉田 凌 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ ひらた清風中 福島県 0:20:01
72 35107 柳田 明徳 ﾔﾅｷﾞﾀ ｱｷﾄ 好間中学校 福島県 0:20:02
73 35169 澁川 健人 ｼﾌﾞｶﾜ ﾀｹﾄ 好間中学校 福島県 0:20:02
74 35147 阿部 玄 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 好間中学校 福島県 0:20:02
75 35170 浜松 拓生 ﾊﾏﾏﾂ ﾀｸﾐ 好間中学校 福島県 0:20:02
76 35189 小宅 匠 ｵﾔｹ ﾀｸﾐ 植田中学校 福島県 0:20:04
77 35143 鏑木 建佑 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｹﾝｽｹ 勿来二中 福島県 0:20:06
78 35075 菊地 尚太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 内郷一中 福島県 0:20:07
79 35069 安田 啓介 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 福島県 0:20:08
80 35183 早瀬 樹 ﾊﾔｾ ﾀﾂｷ 内郷二中 福島県 0:20:16
81 35154 五十嵐 愛斗 ｲｶﾞﾗｼ ｱｲﾄ 勿来第二中学校 福島県 0:20:17
82 35149 坂本 大夢 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾑ さめがわらん 福島県 0:20:30
83 35050 鈴木 一生 ｽｽﾞｷ ｲｯｾｲ 北中野球部 福島県 0:20:32
84 35033 大田原 陸 ｵｵﾀﾜﾗ ﾘｸ 福島県 0:20:40
85 35138 楡井 康介 ﾆﾚｲ ｺｳｽｹ 北中野球部 福島県 0:20:42
86 35139 朝倉 元暉 ｱｻｸﾗ ｹﾞﾝｷ 北中野球部 福島県 0:20:45
87 35193 須釜 楽 ｽｶﾞﾏ ｶﾞｸ ひらた清風中 福島県 0:20:49
88 35040 阿部 大和 ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ 福島県 0:21:02
89 35049 十文字 拓海 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾀｸﾐ 北中野球部 福島県 0:21:05
90 35076 本間 大稀 ﾎﾝﾏ ﾀｲｷ 福島県 0:21:10
91 35084 馬上 隼一 ﾓｳｴ ﾊﾔﾄ 小名浜一中 福島県 0:21:10
92 35060 上田 翔太 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 小名浜一陸上部 福島県 0:21:13
93 35036 加藤 玲遠 ｶﾄｳ ﾚｵﾝ 福島県 0:21:18
94 35045 佐々木 強志 ｻｻｷ ﾂﾖｼ 中央台北中 福島県 0:21:22
95 35133 鈴木 豪一 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳｲﾁ 北中野球部 福島県 0:21:23
96 35105 長谷川 雅人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 勿来第二中学校 福島県 0:21:29
97 35030 川崎 蒼汰 ｶﾜｻｷ ｿｳﾀ いわき秀英中学 福島県 0:21:34
98 35137 根本 龍太 ﾈﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 内郷二中 福島県 0:21:35
99 35116 松山 洸瑛 ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｴｲ 内郷二中 福島県 0:21:44

100 35066 山岸 和矢 ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾔ 郡山市立行健中 福島県 0:21:52
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101 35063 秋元 竣丞 ｱｷﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 川部中学校 福島県 0:21:53
102 35031 本田 遥希 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 福島県 0:21:53
103 35164 結城 直央 ﾕｳｷ ﾅｵ 内郷二中 福島県 0:21:53
104 35080 木戸 悠稀 ｷﾄﾞ ﾕｳｷ 湯本第一中学校 福島県 0:21:58
105 35094 高玉 昊和 ﾀｶﾀﾏ ｺｳﾜ 平第一中学校 福島県 0:22:02
106 35171 新田 昂史 ﾆｯﾀ ﾀｶｼ 緑ヶ丘東 福島県 0:22:04
107 35070 藤枝 碧斗 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｱｵﾄ 小名浜一中 福島県 0:22:12
108 35090 蛭田 恭平 ﾋﾙﾀ ｷｮｳﾍｲ 勿来一中 福島県 0:22:14
109 35144 緑川 翔太 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ 北中野球部 福島県 0:22:26
110 35093 根本 晴輝 ﾈﾓﾄ ﾊﾙｷ 古河ＦＣユース 福島県 0:22:29
111 35078 柴田 優太 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ 勿来第二中学校 福島県 0:22:31
112 35068 矢久保 稜介 ﾔｸﾎﾞ ﾘｮｳｽｹ 内郷二中 福島県 0:22:32
113 35119 安藤 圭亮 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 勿来第二中学校 福島県 0:22:43
114 35099 井川 知哉 ｲｶﾜ ﾄﾓﾔ 磐城緑蔭中学校 福島県 0:22:43
115 35014 菊池 昊 ｷｸﾁ ｺｳ イワキリョクイ 福島県 0:22:56
116 35046 大和田 響生 ｵｵﾜﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ なかよしクラブ 福島県 0:23:10
117 35103 小澤 太陽 ｵｻﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 植田中学校 福島県 0:23:11
118 35054 宮下 倖昌 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 小名浜一陸上部 福島県 0:23:15
119 35092 安島 智大 ｱｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ 植田東中 福島県 0:23:20
120 35091 菅野 陽向 ｶﾝﾉ ﾋﾅﾀ 中央台南 福島県 0:23:27
121 35020 遠藤 凛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 古河ＦＣユース 福島県 0:23:30
122 35190 小澤 昂太 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ 福島県 0:23:30
123 35051 佐藤 綾哉 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾔ 北中野球部 福島県 0:23:31
124 35141 國友 秀仁 ｸﾆﾄﾓ ﾋﾃﾞﾄ 北中野球部 福島県 0:23:32
125 35146 齋藤 海生 ｻｲﾄｳ ｶｲｾｲ 田彦中 茨城県 0:23:33
126 35052 西脇 竜雅 ﾆｼﾜｷ ﾘｭｳｶﾞ 北中野球部 福島県 0:23:38
127 35047 平井 愛翔 ﾋﾗｲ ﾏﾅﾄ 北中野球部 福島県 0:23:42
128 35160 齊藤 遼 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 北中野球部 福島県 0:23:43
129 35161 波田野 建斗 ﾊﾀﾉ ｹﾝﾄ 磐崎中学校 福島県 0:23:44
130 35182 那須川 永真 ﾅｽｶﾜ ﾊﾙﾏ 東京都 0:23:52
131 35028 市川 怜 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 秀英中学校 福島県 0:23:56
132 35152 藤田 大翔 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ さめがわらん 福島県 0:23:59
133 35191 宇佐見 龍生 ｳｻﾐ ﾘｭｳｾｲ 桶売中学校 福島県 0:24:16
134 35062 生田目 涼太 ﾅﾏﾀﾒ ﾘｮｳﾀ 湯本第一中学校 福島県 0:24:27
135 35136 石川 巧弥 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ 小名浜一中 福島県 0:24:37
136 35016 末永 大晴 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ 湯本第一中学校 福島県 0:24:41
137 35042 菅野 満生 ｶﾝﾉ ﾐﾂｷ 湯本第一中学校 福島県 0:24:46
138 35124 後藤 周 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳ 東京都 0:24:48
139 35057 吉田 翔 ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ 小名浜一陸上部 福島県 0:25:11
140 35121 藤井 陸 ﾌｼﾞｲ ﾘｸ 小名浜一中 福島県 0:25:12
141 35111 佐藤 碧 ｻﾄｳ ｱｵｲ ◆ＡＯＩ設計◆ 福島県 0:25:46
142 35024 大和田 一輝 ｵｵﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ 古河ＦＣユース 福島県 0:25:49
143 35021 小野 智勇 ｵﾉ ﾁﾊﾔ 古河ＦＣユース 福島県 0:25:49
144 35048 平井 歩翔 ﾋﾗｲ ｱﾕﾄ 北中野球部 福島県 0:26:24
145 35201 橋本 海翔 ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾄ 喜久田中学校 福島県 0:26:34
146 35108 永瀬 満在 ﾅｶﾞｾ ﾏｱﾙ チーム小川郷 福島県 0:26:48
147 35113 新妻 和樹 ﾆｲﾂﾏ ｶｽﾞｷ 湯本第二中学校 福島県 0:26:54
148 35156 菅野 柊人 ｽｶﾞﾉ ｼｭｳﾄ 中央台南中学校 福島県 0:27:24
149 35013 蛭田 憂 ﾋﾙﾀ ﾕｳ 福島県 0:27:55
150 35155 新妻 蒼士 ﾆｲﾂﾏ ｿｳｼ 磐城緑蔭 福島県 0:29:09
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151 35098 鯨岡 空 ｸｼﾞﾗｵｶ ｿﾗ 福島県 0:30:24
152 35120 加藤 琥珀 ｶﾄｳ ｺﾊｸ 福島県 0:30:40
153 35131 下遠野 叶汰 ｼﾓﾄｳﾉ ｶﾅﾀ 勿来二中陸上部 福島県 0:31:08
154 35163 竹田 悠馬 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 勿来第２中学校 福島県 0:31:08
155 35167 山崎 翼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 勿来二中陸上部 福島県 0:31:08
156 35140 古川 裕大 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 湯本第一中学校 福島県 0:31:08
157 35064 吉本 康太郎 ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 磐崎中学校 福島県 0:38:36


