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1 36095 谷口 亜実 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ 勿来一中 福島県 0:18:30
2 36080 小松 和 ｺﾏﾂ ﾅｺﾞﾐ 植田東 福島県 0:18:37
3 36107 小野 真緒 ｵﾉ ﾏｵ 勿来第一中学校 福島県 0:18:42
4 36020 植木 七海 ｳｴｷ ﾅﾅﾐ 内郷第二中学校 福島県 0:18:59
5 36076 片寄 響 ｶﾀﾖｾ ｵﾄ いわき秀英中学 福島県 0:19:10
6 36071 庄司 成美 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾙﾐ 勿来一中 福島県 0:19:38
7 36102 須藤 由衣 ｽﾄｳ ﾕｲ さめがわらん 福島県 0:19:51
8 36077 片寄 桂 ｶﾀﾖｾ ｹｲ いわき泉中 福島県 0:20:05
9 36056 渡辺 珠有 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 泉中学校 福島県 0:20:13

10 36060 圓谷 美侑 ﾂﾑﾗﾔ ﾐｳ 浅川中学校 福島県 0:20:26
11 36121 大坪 美優 ｵｵﾂﾎﾞ ﾐﾕ ときわクラブ 茨城県 0:20:30
12 36001 富山 華奈 ﾄﾐﾔﾏ ﾊﾙﾅ 延岡市立岡富中学校 宮崎県 0:20:45
13 36120 大平 青空 ｵｵﾋﾗ ｿﾗ 勿来一 福島県 0:20:54
14 36026 秋房 優花 ｱｷﾌｻ ﾕｳｶ 泉中陸上部 福島県 0:20:55
15 36078 近藤 充希 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 平第二中学校 福島県 0:20:55
16 36064 高森 光月 ﾀｶﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 泉中学校 福島県 0:20:56
17 36129 伊谷 美月 ｲﾀﾆ ﾐﾂｷ 泉中学校 福島県 0:21:00
18 36082 鈴木 寛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 好間中 福島県 0:21:00
19 36053 橋本 みなみ ﾊｼﾓﾄ ﾐﾅﾐ 三春中学校 福島県 0:21:04
20 36034 小澤 りみ ｵｻﾞﾜ ﾘﾐ 植田東中学校 福島県 0:21:07
21 36132 芳賀 明日香 ﾊｶﾞ ｱｽｶ ひらた清風中 福島県 0:21:09
22 36075 宗像 茉音 ﾑﾅｶﾀ ﾏｵ ドリームキッズ 福島県 0:21:11
23 36040 下妻 麗奈 ｼﾓﾂﾏ ﾚｲﾅ 平第一中学校 福島県 0:21:12
24 36079 星 華月 ﾎｼ ｶﾂﾞｷ 若松四中 福島県 0:21:15
25 36110 櫛田 薫奈 ｸｼﾀﾞ ﾕｷﾅ 勿来１中 福島県 0:21:35
26 36015 根本 由桂 ﾈﾓﾄ ﾕｳｶ いわき秀英 福島県 0:21:40
27 36074 長谷川 莉子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｺ 平三中 福島県 0:21:54
28 36065 秋山 奏夢 ｱｷﾔﾏ ｶﾉﾝ いわき秀英中学 福島県 0:22:02
29 36067 草野 冬樹 ｸｻﾉ ﾌﾕｷ ＫＳＮ５８ 福島県 0:22:02
30 36134 遠藤 来海 ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ ひらた清風中 福島県 0:22:04
31 36089 松本 安春己 ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾐ 平第二中学校 福島県 0:22:21
32 36135 須釜 凛 ｽｶﾞﾏ ﾘﾝ ひらた清風中 福島県 0:22:40
33 36083 鈴木 薫奈 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾅ 好間中 福島県 0:22:43
34 36057 西山 汐音 ﾆｼﾔﾏ ｼｵﾝ いわき秀英中学 福島県 0:22:49
35 36118 遠藤 星空 ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾗ 勿来第一中学校 福島県 0:23:01
36 36117 高野 瞳子 ﾀｶﾉ ﾄｳｺ 勿来第一中学校 福島県 0:23:01
37 36051 長沢 萌花 ﾅｶﾞｻﾜ ﾓｴｶ 磐崎中学校 福島県 0:23:10
38 36031 佐藤 来瞳 ｻﾄｳ ｸﾙﾒ 小名浜一陸上部 福島県 0:23:15
39 36050 寺島 陽菜 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾅ 福島県 0:23:23
40 36103 須藤 玲奈 ｽﾄｳ ﾚｲﾅ さめがわらん 福島県 0:23:30
41 36099 鈴木 結 ｽｽﾞｷ ﾕｲ さめがわらん 福島県 0:23:32
42 36086 円谷 穂香 ﾂﾑﾗﾔ ﾎﾉｶ 大信中学校 福島県 0:23:49
43 36123 稲庭 由季 ｲﾅﾆﾜ ﾕｷ いわき秀英中学 福島県 0:23:50
44 36032 坂本 華音 ｻｶﾓﾄ ｶﾉﾝ 小名浜一陸上部 福島県 0:24:05
45 36069 矢内 友芽子 ﾔﾅｲ ﾕﾒｺ 福島県 0:24:12
46 36104 木村 天音 ｷﾑﾗ ｱﾏﾈ さめがわらん 福島県 0:24:19
47 36125 水野 来美 ﾐｽﾞﾉ ｸﾙﾐ 泉中 福島県 0:24:31
48 36092 野口 凜々子 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾘｺ 北中野球部 福島県 0:24:46
49 36025 本田 真央 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｵ いわき市平３中 福島県 0:24:51
50 36096 児山 倫 ｺﾔﾏ ﾘﾝ 平第三中学校 福島県 0:24:51
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51 36027 佐藤 愛澄 ｻﾄｳ ｱｽﾐ 平第三中学校 福島県 0:24:51
52 36116 奥山 優愛 ｵｸﾔﾏ ﾕﾅ 福島県 0:24:51
53 36029 松本 凜 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝ 小名浜一陸上部 福島県 0:25:15
54 36128 佐藤 蘭 ｻﾄｳ ﾗﾝ 福島県 0:25:21
55 36033 井上 優菜 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾅ 小名浜一陸上部 福島県 0:25:33
56 36130 根本 真佑 ﾈﾓﾄ ﾏﾕ 桶売中学校 福島県 0:25:36
57 36119 片岡 瑞貴 ｶﾀｵｶ ﾐｽﾞｷ いわき秀英中学 福島県 0:25:54
58 36030 中村 妃夏 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅ 小名浜一陸上部 福島県 0:25:55
59 36122 今井 ありさ ｲﾏｲ ｱﾘｻ 勿来第一中学校 福島県 0:26:10
60 36041 永澤 綾子 ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾔｺ 小名浜一陸上部 福島県 0:26:13
61 36126 大越 萌衣 ｵｵｺｼ ﾒｲ 勿来第二中学校 福島県 0:26:35
62 36028 松本 璃佳 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝｶ 湯本第一中学校 福島県 0:26:40
63 36049 鈴木 花奈 ｽｽﾞｷ ｶﾅ 福島県 0:26:51
64 36081 宗形 つぐみ ﾑﾅｶﾀ ﾂｸﾞﾐ 湯本第一中学校 福島県 0:27:00
65 36011 千葉 朱莉 ﾁﾊﾞ ｱｶﾘ 福島県 0:27:04
66 36073 緑川 希乃花 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾉﾉｶ 湯本第一中学校 福島県 0:27:08
67 36084 佐藤 真澄 ｻﾄｳ ﾏｽﾐ 湯本第一中学校 福島県 0:27:08
68 36012 内山 瑠美 ｳﾁﾔﾏ ﾙﾐ 湯本第二中学校 福島県 0:27:19
69 36052 齋藤 瑞季 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 田人ＳＣ 福島県 0:27:59
70 36046 生田目 梨沙 ﾅﾏﾀﾒ ﾘｻ 福島県 0:28:04
71 36058 松崎 花果 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾅｶ すぬぴこちゃん 福島県 0:28:04
72 36088 梅松 桃花 ｳﾒﾏﾂ ﾓﾓｶ めんだこ倶楽部 福島県 0:28:05
73 36019 四家 望美 ｼｹ ﾉｿﾞﾐ ♡♡玉中♡♡♡ 福島県 0:28:26
74 36021 矢走 夏海 ﾔﾊｼﾘ ﾅﾂﾐ 湯本二中 福島県 0:28:28
75 36013 内山 瑛穂 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾎ 湯本第二中学校 福島県 0:28:34
76 36035 香高 虹美 ｺｳﾀｶ ﾅﾅﾐ 豊間中学校 福島県 0:28:41
77 36055 片寄 藍梨 ｶﾀﾖｾ ｱｲﾘ 豊間中学校 福島県 0:28:41
78 36085 猪狩 柚葉 ｲｶﾞﾘ ﾕｽﾞﾊ 平三中 福島県 0:28:54
79 36114 猪狩 凪彩 ｲｶﾞﾘ ﾅｷﾞｻ 福島県 0:28:54
80 36048 福田 理乃 ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ 平第三中学校 福島県 0:28:55
81 36043 村田 泉 ﾑﾗﾀ ｲｽﾞﾐ 湯本第三中学校 福島県 0:29:15
82 36038 中山 愛恵 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾅｴ 植田東中学校 福島県 0:29:35
83 36112 豊田 菜々 ﾄﾖﾀﾞ ﾅﾅ 植田東中学校 福島県 0:29:35
84 36036 佐藤 華加 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 福島県 0:29:35
85 36111 西田 彩咲瞳 ﾆｼﾀﾞ ｱｻﾋ 植田東中学校 福島県 0:29:35
86 36109 藤澤 咲良 ﾌｼﾞｻﾜ ｻｸﾗ 福島県 0:29:35
87 36113 安田 茉奈 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ 植田東 福島県 0:29:35
88 36094 中野 愛彩 ﾅｶﾉ ｱｲｻ 好間中学校 福島県 0:29:48
89 36097 中村 柚香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 好間中 福島県 0:29:49
90 36047 山本 加奈子 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｺ イズミチュウ 福島県 0:29:53
91 36037 鈴木 七海 ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ 四倉 福島県 0:31:38
92 36127 渡辺 来羽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾈ 勿来第二中学校 福島県 0:31:40
93 36044 青天目 実玖 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾐｸ 湯本第一中学校 福島県 0:32:01
94 36059 片寄 玲央奈 ｶﾀﾖｾ ﾚｵﾅ 福島県 0:32:03
95 36106 北條 佑奈 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕﾅ さめがわらん 福島県 0:33:16
96 36105 坂本 花梨 ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾝ さめがわらん 福島県 0:33:16
97 36017 梅津 柚花 ｳﾒﾂ ﾕｽﾞｶ Ｅｓｔ Ｅｓｔ 福島県 0:33:18
98 36016 梅津 楓夏 ｳﾒﾂ ﾌｳｶ Ｅｓｔ Ｅｓｔ 福島県 0:33:18
99 36063 吉田 彩波 ﾖｼﾀﾞ ｻﾅﾐ 平第一中学校 福島県 0:33:20

100 36018 齊藤 夏帆 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾎ 茨城中学校 福島県 0:36:11
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101 36131 田中 愛夏 ﾀﾅｶ ｱｲｶ 福島県 0:36:11
102 36054 沼田 美苗 ﾇﾏﾀ ﾐﾅｴ 小名浜二中 福島県 0:37:08
103 36061 蛭田 清菜 ﾋﾙﾀ ｷﾖﾀｶ 福島県 0:37:20
104 36108 大友 心優 ｵｵﾄﾓ ﾐｳ 福島県 0:37:39
105 36070 中町 優希 ﾅｶﾏﾁ ﾕｷ 福島県 0:37:40
106 36090 大越 美央 ｵｵｺｼ ﾐｵ 川前中学校 福島県 0:38:10


