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1 2111 松下 ゆめの ﾏﾂｼﾀ ﾕﾒﾉ 円谷ランナーズ 石川町 0:06:59
2 2035 渡邊 健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 大ちゃんＲＣ 南相馬市 0:07:00
3 2021 八幡 柊吏 ﾔﾊﾀ ｼｭﾘ ＹＡＣ 田村市 0:07:13
4 2006 松崎 壮志 ﾏﾂｻﾞｷ ｿｳｼ もとみやＲＣ 本宮市 0:07:13
5 2022 三輪 奈槻 ﾐﾜ ﾅﾂｷ 船引南小学校 田村市 0:07:14
6 2226 大沼 健心 ｵｵﾇﾏ ｹﾝｼﾝ 大ちゃんＲＣ 南相馬市 0:07:19
7 2210 八幡 海吏 ﾔﾊﾀ ｶｲﾘ ＹＡＣ 田村市 0:07:20
8 2316 三浦 結愛 ﾐｳﾗ ﾕｱ ときわランナーズ 田村市 0:07:21
9 2030 仁井田 稜士 ﾆｲﾀ ﾘｮｳｼﾞ 郡山陸上スポ少 郡山市 0:07:22
10 2116 齋藤 茜里 ｻｲﾄｳ ｱｶﾘ あさかのＲＣ 郡山市 0:07:23
11 2223 新田 優友 ﾆｯﾀ ﾏｻﾄ 円谷ランナーズ 須賀川市 0:07:24
12 2330 五十嵐 友姫花 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｷｶ 会津Ａ．Ｃ．ｊｒ． 会津若松市 0:07:29
13 2101 橋本 杷奈 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅ もとみやＲＣ 本宮市 0:07:30
14 2401 橋本 昊來 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ もとみやＲＣ 本宮市 0:07:33
15 2031 仁井田 蒼士 ﾆｲﾀ ｿｳｼ 郡山陸上スポ少 郡山市 0:07:41
16 2105 菊池 真歩 ｷｸﾁ ﾏﾎ 本宮ＲＣ 本宮市 0:07:41
17 2208 氏家 空我 ｳｼﾞｲｴ ｸｳｶﾞ もとみやＲＣ 本宮市 0:07:42
18 2009 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ もとみやＲＣ 本宮市 0:07:49
19 2025 田村 惇樹 ﾀﾑﾗ ｱﾂｷ あさかのＲＣ 須賀川市 0:07:50
20 2228 安藤 優成 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ もとみやＲＣ 本宮市 0:07:53
21 2102 小山 歩乃未 ｺﾔﾏ ﾎﾉﾐ もとみやＲＣ 本宮市 0:07:55
22 2233 日下 心優 ｸｻｶ ﾐﾋﾛ ＭＡＸ 南相馬市 0:07:55
23 2431 渡辺 空音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾄ 大平Ｄｒｅａｍ 二本松市 0:07:56
24 2424 齋藤 大我 ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 西会津小学校 西会津町 0:07:57
25 2203 阿部 冬希 ｱﾍﾞ ﾄｳｷ もとみやＲＣ 本宮市 0:07:58
26 2001 熊田 海陽 ｸﾏﾀﾞ ｶｲﾖｳ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:00
27 2621 加藤 幸之助 ｶﾄｳ ｺｳﾉｽｹ 喜多方第二小学校 喜多方市 0:08:04
28 2118 草野 智咲 ｸｻﾉ ﾁｻｷ 大ちゃんＲＣ 南相馬市 0:08:05
29 2027 齋藤 伊吹 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ ドリームキッズランナーズクラブ いわき市 0:08:06
30 2005 三浦 千和 ﾐｳﾗ ﾕｷﾄ 岩根小学校 本宮市 0:08:06
31 2341 一ノ瀬 愛希 ｲﾁﾉｾ ｱｷ 猪苗代小学校 猪苗代町 0:08:06
32 2325 藤田 羽奏 ﾌｼﾞﾀ ﾜｶﾅ 円谷ランナーズ 須賀川市 0:08:06
33 2434 佐藤 幸大 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 安達ＲＣ 二本松市 0:08:06
34 2406 松崎 圭志 ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｼ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:06
35 2405 栄 結人 ｻｶｴ ﾕｲﾄ もとみやランニングクラブ 本宮市 0:08:07
36 2034 宮本 一翔 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾄ Ｎ．Ｊ．ＲＣ 中島村 0:08:08
37 2117 大沼 咲瑛 ｵｵﾇﾏ ｻｴ 大ちゃんＲＣ 南相馬市 0:08:10
38 2620 鈴木 裕大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:08:10
39 2119 小野 絆奈 ｵﾉ ｷｽﾞﾅ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:08:11
40 2418 長場 俊介 ﾅｶﾞﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ いわき市立泉小学校 いわき市 0:08:11
41 2033 戸田 隼人 ﾄﾀﾞ ﾊﾔﾄ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:08:12
42 2328 渡邊 伊織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ 大ちゃんＲＣ 南相馬市 0:08:12
43 2626 坂本 羽玖 ｻｶﾓﾄ ﾜｸ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:08:12
44 2415 津田 航希 ﾂﾀﾞ ｺｳｷ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:13
45 2212 佐藤 彪琉 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ ＹＡＣ 田村市 0:08:14
46 2342 森山 未結 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾕｳ 子鬼神 須賀川市 0:08:14
47 2302 國分 柚杏 ｺｸﾌﾞﾝ ﾕｱ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:16
48 2036 鈴木 善 ｽｽﾞｷ ｾﾞﾝ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:08:17
49 2339 五十嵐 菜月 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾂｷ 猪苗代町立長瀬小学校 猪苗代町 0:08:17
50 2106 遠藤 尋香 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:18
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51 2430 青木 柊真 ｱｵｷ ﾄｳﾏ チーム青木 いわき市 0:08:18
52 2425 折笠 汰駕 ｵﾘｶｻ ﾀｲｶﾞ 飯豊小学校 相馬市 0:08:18
53 2407 小林 葵 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:18
54 2002 大森 耀斗 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾄ 糠沢小学校 本宮市 0:08:21
55 2721 鈴木 風香 ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ ＭＡＸ 南相馬市 0:08:21
56 2230 移川 稜介 ｳﾂｼｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 行健第二小学校 郡山市 0:08:22
57 2107 舟木 莉桜 ﾌﾅｷ ﾘｵ もとみやランニングクラブ 本宮市 0:08:23
58 2125 稲田 菜歩 ｲﾅﾀﾞ ﾅﾎ 白沢トリニティＪＶＣ 本宮市 0:08:24
59 2038 青木 拓真 ｱｵｷ ﾀｸﾏ チーム青木 いわき市 0:08:24
60 2309 國分 柚奈 ｺｸﾌﾞﾝ ﾕｽﾞﾅ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:24
61 2123 渡邊 花音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 白沢トリニティＪＶＣ 本宮市 0:08:25
62 2304 小林 凜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:25
63 2112 野本 みちる ﾉﾓﾄ ﾐﾁﾙ 五百川小学校 本宮市 0:08:26
64 2410 渡邉 陸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:26
65 2205 矢吹 優真 ﾔﾌﾞｷ ﾕｳﾏ 五百川小学校 本宮市 0:08:27
66 2037 大川原 皇輝 ｵｵｶﾜﾗ ｺｳｷ 桃見台小学校 郡山市 0:08:28
67 2526 古川 凛奈 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾅ あだちＲＣ 二本松市 0:08:28
68 2429 小野 幸大 ｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:08:29
69 2023 渡辺 理仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾋﾄ わたなべランニングクラブ 須賀川市 0:08:30
70 2029 坂本 羽琉 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:08:30
71 2104 高根 星恋 ﾀｶﾈ ｾﾚﾝ 本宮小学校 本宮市 0:08:30
72 2231 鈴木 彪太 ｽｽﾞｷ ﾋｭｳﾀ ＭＡＸ 南相馬市 0:08:30
73 2420 吉田 慎太郎 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 行健小学校 郡山市 0:08:30
74 2115 渡邉 識穏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ あさかのＲＣ 郡山市 0:08:32
75 2108 後藤 優月 ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:33
76 2324 藤田 悠奏 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾅ 円谷ランナーズ 須賀川市 0:08:34
77 2502 鈴木 咲結 ｽｽﾞｷ ｻﾕ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:34
78 2012 吉田 瀬央 ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ 本宮市立五百川小学校 本宮市 0:08:35
79 2334 本田 珠寿妃 ﾎﾝﾀ ｽｽﾞﾋ 白沢トリニティＪＶＣ 大玉村 0:08:35
80 2403 七見 紘平 ﾅﾅﾐ ｺｳﾍｲ 岩根小学校 本宮市 0:08:35
81 2018 吉田 匠甫 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾎ 本宮小学校 本宮市 0:08:36
82 2402 橋本 奈旺 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:38
83 2628 武田 啓吾 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 大玉村立玉井小学校 大玉村 0:08:38
84 2432 藤田 湧月 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾂﾞｷ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:08:39
85 2610 山中 凱友 ﾔﾏﾅｶ ｶｲﾄ 本宮小学校 本宮市 0:08:40
86 2301 鹿又 稟生 ｶﾉﾏﾀ ﾘｵ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:41
87 2409 川名 尊翔 ｶﾜﾅ ﾀｹﾙ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:41
88 2039 渡辺 優空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾗ 大平Ｄｒｅａｍ 二本松市 0:08:43
89 2232 愛川 瑞希 ｱｲｶﾜ ﾐｽﾞｷ 郡山市立芳賀小学校 郡山市 0:08:44
90 2229 小松 和幹 ｺﾏﾂ ｶｽﾞｷ 熊倉小学校 西郷村 0:08:45
91 2433 渡部 魁斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 長瀬小学校 猪苗代町 0:08:46
92 2704 鶴巻 芹奈 ﾂﾙﾏｷ ｾﾘﾅ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:47
93 2306 青池 惺愛 ｱｵｲｹ ｾﾗ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:48
94 2821 長尾 悠馬 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾏ 新地町立新地小学校 新地町 0:08:48
95 2126 五十嵐 愛奈 ｲｶﾞﾗｼ ｱｲﾅ 猪苗代町立長瀬小学校 猪苗代町 0:08:49
96 2412 鈴木 龍輝 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｷ 白沢ＦＣ 本宮市 0:08:49
97 2004 七見 一颯 ﾅﾅﾐ ｶｽﾞｻ 岩根小学校 本宮市 0:08:50
98 2525 国分 香凛 ｺｸﾌﾞﾝ ｶﾘﾝ 郡山市立富田小学校 郡山市 0:08:50
99 2616 伊藤 太陽 ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 本宮まゆみ小 本宮市 0:08:50
100 2122 猪越 結愛 ｲﾉｺｼ ﾕｱ 広戸小学校 天栄村 0:08:52
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101 2127 根本 奈穂 ﾈﾓﾄ ﾅｵ 広野みかんＴＣ 広野町 0:08:53
102 2423 海鉾 隼和 ｶｲﾎｺ ﾊﾔﾄ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:08:53
103 2103 三瓶 陽愛 ｻﾝﾍﾟｲ ﾋﾖﾘ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:54
104 2506 桑原 美咲 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐｻｷ 本宮小学校 本宮市 0:08:54
105 2604 渡邊 太賀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:08:54
106 2214 丹治 大稀 ﾀﾝｼﾞ ﾋﾛｷ 常葉小学校 田村市 0:08:55
107 2315 古内 結菜 ﾌﾙｳﾁ ﾕｲﾅ わたなべランニングクラブ 郡山市 0:08:55
108 2427 猪越 葵生 ｲﾉｺｼ ｱｵｲ 広戸小学校 天栄村 0:08:55
109 2702 渡邉 楓花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ 本宮市立岩根小学校 本宮市 0:08:55
110 2010 古川 颯大 ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:56
111 2505 鹿又 由生李 ｶﾉﾏﾀ ﾕｳﾘ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:56
112 2504 大内 咲羽 ｵｵｳﾁ ｻﾜ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:08:57
113 2801 大寺 里弥 ｵｵﾃﾗ ｻﾄﾔ 酔羽会 本宮市 0:08:57
114 2109 青池 結愛 ｱｵｲｹ ﾕｱ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:58
115 2720 安藤 美里 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻﾄ もとみやＲＣ 本宮市 0:08:58
116 2311 津田 結月 ﾂﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ もとみやＲＣ 本宮市 0:09:00
117 2201 古川 諒 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ もとみやＲＣ 本宮市 0:09:00
118 2207 岩澤 歩寛 ｲﾜｻﾜ ｱﾕﾋﾛ 本宮市立五百川小学校 本宮市 0:09:01
119 2329 三瓶 詩織 ｻﾝﾍﾟｲ ｼｵﾘ 安積第一小学校 郡山市 0:09:02
120 2024 東條 真成 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼﾝｾｲ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:09:03
121 2221 江藤 大智 ｴﾄｳ ﾀｲﾁ あさかのＲＣ 郡山市 0:09:03
122 2216 西山 凱 ﾆｼﾔﾏ ｶﾞｲ ドリームキッズ いわき市 0:09:03
123 2718 本宮 楓花 ﾎﾝｸﾞｳ ﾌｳｶ なかじまジュニア 白河市 0:09:03
124 2305 廣田 悠夏 ﾋﾛﾀ ﾕﾅﾂ 本宮市立岩根小学校 本宮市 0:09:04
125 2501 市川 愛依菜 ｲﾁｶﾜ ﾒｲﾅ もとみやＲＣ 本宮市 0:09:04
126 2215 鈴木 孝明 ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:09:07
127 2503 三浦 咲桜 ﾐｳﾗ ｻﾗ 本宮市立白岩小学校 本宮市 0:09:07
128 2712 八幡 莉々 ﾔﾊﾀ ﾘﾘ ＹＡＣ 田村市 0:09:08
129 2822 藤澤 陸 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｸ 郡山市立開成小学校 郡山市 0:09:08
130 2827 伊藤 諒成 ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ 須賀川第一小学校 須賀川市 0:09:11
131 2510 古内 栞菜 ﾌﾙｳﾁ ｶﾝﾅ わたなべランニングクラブ 郡山市 0:09:12
132 2630 渡辺 仁成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄﾅﾘ 小浜小学校 二本松市 0:09:12
133 2705 清水 乃愛 ｼﾐｽﾞ ﾉｱ もとみやＲＣ 本宮市 0:09:13
134 2608 菊地 凜楽 ｷｸﾁ ﾘﾗ もとみやＲＣ 本宮市 0:09:13
135 2335 岡部 百桜 ｵｶﾍﾞ ｻｸﾗ 白沢トリニティＪＶＣ 本宮市 0:09:15
136 2015 安達 健真 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾝ 五百川小学校 本宮市 0:09:16
137 2310 武藤 あすか ﾑﾄｳ ｱｽｶ 本宮小学校 本宮市 0:09:16
138 2209 荒川 楓翔 ｱﾗｶﾜ ﾌｳｶﾞ 本宮市立岩根小学校 本宮市 0:09:16
139 2723 橋本 菜々美 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ 郡山市立大成小学校 郡山市 0:09:16
140 2008 宍戸 嘉翔 ｼｼﾄ ｶｲﾄ 糠沢小学校 本宮市 0:09:17
141 2831 鈴木 健斗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ ＭＡＸ 南相馬市 0:09:17
142 2820 関山 智大 ｾｷﾔﾏ ﾁﾋﾛ あさかのＲＣ 郡山市 0:09:18
143 2120 大宮 凰華 ｵｵﾐﾔ ｵｳｶ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:09:20
144 2019 髙橋 悠真 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 本宮まゆみ 本宮市 0:09:20
145 2606 大谷 健斗 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾄ 糠沢小学校 本宮市 0:09:21
146 2020 長場 航介 ﾅｶﾞﾊﾞ ｺｳｽｹ いわき市立泉小学校 いわき市 0:09:22
147 2911 大友 里桜 ｵｵﾄﾓ ﾘｵ 常葉小学校 田村市 0:09:22
148 2003 佐藤 颯亮 ｻﾄｳ ｿｳｽｹ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:09:24
149 2028 武藤 亮翔 ﾑﾄｳ ﾘｮｳﾄ 会津若松市立永和小学校 会津若松市 0:09:24
150 2336 佐藤 茉那 ｻﾄｳ ﾏﾅ 白沢トリニティＪＶＣ 本宮市 0:09:24
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151 2321 伊藤 心晴 ｲﾄｳ ｺﾊﾙ 白沢トリニティＪＶＣ 本宮市 0:09:24
152 2711 野村 飛翔奈 ﾉﾑﾗ ﾄﾜﾅ 緑ヶ丘第一小学校 郡山市 0:09:24
153 2612 鈴木 陽馬 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾏ 白沢ＦＣ 本宮市 0:09:24
154 2713 渡辺 実優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 福島市立野田小学校 福島市 0:09:25
155 2011 小柴 明貴斗 ｺｼﾊﾞ ｱｷﾄ 岩根小学校 本宮市 0:09:26
156 2802 山本 紳詠 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｴｲ まゆみ小学校 本宮市 0:09:26
157 2323 矢内 汐那 ﾔﾅｲ ｾﾅ 滑津小学校 中島村 0:09:27
158 2411 古川 來磨 ﾌﾙｶﾜ ﾗｲﾏ 福島県立岩根小学校 本宮市 0:09:27
159 2830 五十嵐 大河 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｶﾞ 猪苗代町立長瀬小学校 猪苗代町 0:09:30
160 2805 渡辺 陽斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 五百川小学校 本宮市 0:09:30
161 2819 橋本 凌 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ あさかのＲＣ 郡山市 0:09:31
162 2417 太田 勇斗 ｵｵﾀ ﾊﾔﾄ 五百川小学校 本宮市 0:09:32
163 2422 佐藤 寛倫 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ あさかのＲＣ 郡山市 0:09:32
164 2512 小野 翼 ｵﾉ ﾂﾊﾞｻ わたなべランニングクラブ 郡山市 0:09:33
165 2603 佐藤 啓司 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:09:33
166 2602 菅野 良仁 ｽｹﾞﾉ ﾊﾙﾄ 本宮小学校 本宮市 0:09:33
167 2509 吉田 仁架 ﾖｼﾀﾞ ﾆｶ 本宮小学校 本宮市 0:09:34
168 2413 加藤 煌彪 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 白岩小 本宮市 0:09:35
169 2435 白岩 歩叶 ｼﾗｲﾜ ｱﾕｶ 常葉小学校 田村市 0:09:36
170 2601 三瓶 瞳弥 ｻﾝﾍﾟｲ ﾄｳﾔ もとみやＲＣ 本宮市 0:09:37
171 2013 渡辺 藍夢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾑ 本宮市立白沢小学校 本宮市 0:09:38
172 2222 伊東 洋哉 ｲﾄｳ ﾋﾛﾔ あさかのＲＣ 郡山市 0:09:38
173 2326 斎藤 愛生 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 白沢トリニティＪＶＣ 大玉村 0:09:39
174 2709 佐藤 実弥 ｻﾄｳ ﾐﾔ もとみやＲＣ 本宮市 0:09:39
175 2314 佐久間 優羽 ｻｸﾏ ﾕｳ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:09:43
176 2516 東條 仁胡 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾆｺ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:09:43
177 2829 遠藤 零士 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲｼﾞ 白岩小学校 本宮市 0:09:43
178 2319 橋本 眞帆 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾎ あさかのＲＣ 郡山市 0:09:44
179 2419 服部 友喜 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾓｷ あだちＲＣ 二本松市 0:09:44
180 2508 安達 優花 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｶ 五百川小学校 本宮市 0:09:44
181 2810 小林 暖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 本宮小学校 本宮市 0:09:49
182 2619 赤井 愛都 ｱｶｲ ﾏﾅﾄ 瀬上小学校 福島市 0:09:50
183 2337 渡邉 麗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳﾗﾗ 大山小学校 大玉村 0:09:51
184 2823 秋元 快斗 ｱｷﾓﾄ ｶｲﾄ 川内小中学園 川内村 0:09:53
185 2913 渡辺 陽咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｷ 三春小学校 三春町 0:09:53
186 2225 菅原 大晴 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｾｲ 郡山市安積３小 郡山市 0:09:55
187 2519 関山 恋羽 ｾｷﾔﾏ ｺﾊﾈ あさかのＲＣ 郡山市 0:09:55
188 2722 円谷 凛音 ﾂﾑﾗﾔ ﾘｵ なかじまランニングクラブ 中島村 0:09:57
189 2040 渡邊 陽星 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｾｲ ＭＲＳ 三春町 0:09:58
190 2322 高根 万友里 ﾀｶﾈ ﾏﾕﾘ なかじまジュニア 中島村 0:09:58
191 2618 佐久間 楽依 ｻｸﾏ ﾗｲ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:09:59
192 2517 小野田 咲良 ｵﾉﾀﾞ ｻｸﾗ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:10:00
193 2017 鴫原 優心 ｼｷﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:10:01
194 2514 石井 莉桜 ｲｼｲ ﾘｵ 常葉小学校 田村市 0:10:01
195 2313 市毛 りさ子 ｲﾁｹﾞ ﾘｻｺ 岩根小学校 本宮市 0:10:02
196 2708 渡邊 希来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗ 五百川小学校 本宮市 0:10:02
197 2307 次藤 そら ﾂｷﾞﾌｼﾞ ｿﾗ もとみやＲＣ 本宮市 0:10:04
198 2828 鈴木 承雨 ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳ 五百川小学校 本宮市 0:10:04
199 2219 坂井 琥春 ｻｶｲ ｺﾊﾙ あさかのＲＣ 郡山市 0:10:05
200 2629 谷田部 優翔 ﾔﾀﾍﾞ ﾕｳﾄ わたなべランニングクラブ 須賀川市 0:10:05
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201 2014 渡邉 燈吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳｺﾞ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:10:06
202 2627 小野 健斗 ｵﾉ ｹﾝﾄ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:10:06
203 2719 伊藤 乃愛 ｲﾄｳ ﾉｱ 須賀川第一小学校 須賀川市 0:10:06
204 2521 武藤 詩織 ﾑﾄｳ ｼｵﾘ 会津若松市立永和小学校 会津若松市 0:10:07
205 2513 渡辺 陽茉理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾏﾘ わたなべランニングクラブ 須賀川市 0:10:08
206 2614 金澤 賢一 ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 五百川小学校 本宮市 0:10:08
207 2832 鈴木 星名 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 城北小学校 会津若松市 0:10:08
208 2906 白岩 美怜 ｼﾗｲﾜ ﾐｻﾄ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:10:08
209 2511 橋本 紗和 ﾊｼﾓﾄ ｻﾜ わたなべランニングクラブ 郡山市 0:10:09
210 2114 大友 瑠奈 ｵｵﾄﾓ ﾙﾅ 常葉小学校 田村市 0:10:10
211 2714 佐藤 杏梛 ｻﾄｳ ｱﾝﾅ 常葉小学校 田村市 0:10:10
212 2408 遠藤 陽太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀ もとみやランニングクラブ 本宮市 0:10:11
213 2907 津田 渚季 ﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ もとみやＲＣ 本宮市 0:10:11
214 2332 伊藤 優杏 ｲﾄｳ ﾕｱ 須賀川第一小学校 須賀川市 0:10:12
215 2318 海藤 ほなみ ｶｲﾄﾞｳ ﾎﾅﾐ 富田東小学校 郡山市 0:10:13
216 2202 伊藤 利玖 ｲﾄｳ ﾘｸ 本宮市立五百川小学校 本宮市 0:10:15
217 2204 二瓶 新 ﾆﾍｲ ｱﾗﾀ まゆみ小学校 本宮市 0:10:16
218 2416 菅野 颯樹 ｽｹﾞﾉ ｿｳｷ 本宮小学校 本宮市 0:10:19
219 2520 渡邊 奏羽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾊ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:10:20
220 2815 根田 丈太郎 ﾈﾀﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 本宮小学校 本宮市 0:10:21
221 2812 國分 陽仁 ｺｸﾌﾞﾝ ﾊﾙﾄ 本宮小学校 本宮市 0:10:26
222 2327 渡辺 爽羽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 三春小学校 三春町 0:10:28
223 2716 伊藤 彩葉 ｲﾄｳ ｲﾛﾊ 白沢トリニティＪＶＣ 本宮市 0:10:28
224 2607 菅野 遥真 ｶﾝﾉ ﾊﾙﾏ 本宮小学校 本宮市 0:10:33
225 2807 柏原 陽向 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾋﾅﾀ 本宮小学校 本宮市 0:10:34
226 2701 大内 桃花 ｵｵｳﾁ ﾓﾓｶ 糠沢小学校 本宮市 0:10:35
227 2518 渡辺 陽咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｷ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:10:36
228 2622 佐藤 孔明 ｻﾄｳ ｺｳﾒｲ 玉井小学校 大玉村 0:10:38
229 2623 伊東 竜星 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ あさかのＲＣ 郡山市 0:10:40
230 2404 佐藤 陽杜 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 糠沢小学校 本宮市 0:10:44
231 2110 加藤 せら ｶﾄｳ ｾﾗ 白岩小 本宮市 0:10:47
232 2710 三瓶 珠愛 ｻﾝﾍﾟｲ ﾀﾏｴ 白岩小学校 本宮市 0:10:48
233 2308 藤井 叶夢 ﾌｼﾞｲ ｶﾉﾝ 岩根小学校 本宮市 0:10:49
234 2007 国分 葵斗 ｺｸﾌﾞﾝ ｱｵﾄ もとみやランニングクラブ 本宮市 0:10:52
235 2707 本田 咲愛 ﾎﾝﾀ ｻﾅ 和田小学校 本宮市 0:10:52
236 2611 鈴木 來翔 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 和田小学校 本宮市 0:10:52
237 2910 古内 琴菜 ﾌﾙｳﾁ ｺﾄﾅ わたなべランニングクラブ 郡山市 0:10:52
238 2826 三瓶 陶真 ｻﾝﾍﾟｲ ﾄｳﾏ 安積第一小学校 郡山市 0:10:55
239 2303 白岩 真優華 ｼﾗｲﾜ ﾏﾕｶ 五百川小学校 本宮市 0:10:58
240 2338 加藤 美翔 ｶﾄｳ ﾐｳ 二本松北小学校 二本松市 0:10:59
241 2507 藤井 結愛 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾅ 岩根小学校 本宮市 0:11:00
242 2804 宍戸 柊翔 ｼｼﾄ ｼｭｳﾄ 糠沢小学校 本宮市 0:11:00
243 2717 高根 知恵里 ﾀｶﾈ ﾁｴﾘ なかじまジュニア 中島村 0:11:04
244 2213 吉田 翔太郎 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 常葉小学校 田村市 0:11:07
245 2914 五十嵐 柚菜 ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾅ 本宮小学校 本宮市 0:11:10
246 2715 佐藤 葵 ｻﾄｳ ｱｵｲ 本宮小学校 本宮市 0:11:11
247 2908 高橋 咲希 ﾀｶﾊｼ ｻｷ 本宮まゆみ 本宮市 0:11:11
248 2912 佐藤 咲幸 ｻﾄｳ ｻﾕｷ あさかのＲＣ 郡山市 0:11:13
249 2905 桑原 彩羽 ｸﾜﾊﾞﾗ ｲﾛﾊ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:11:13
250 2523 長谷部 柚衣 ﾊｾﾍﾞ ﾕｲ 中島ランニングクラブ 中島村 0:11:14
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251 2818 横内 翔也 ﾖｺｳﾁ ｼｮｳﾔ 本宮小学校 本宮市 0:11:18
252 2522 菊地 玲菜 ｷｸﾁ ﾚｲﾅ 緑ヶ丘第一小学校 郡山市 0:11:19
253 2625 小野 蒼大 ｵﾉ ｿｳﾀﾞｲ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:11:19
254 2224 鈴木 哲綱 ｽｽﾞｷ ｱｷﾂﾅ 白岩小学校 本宮市 0:11:22
255 2909 渡辺 千愛華 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅﾊ 五百川小学校 本宮市 0:11:23
256 2615 青木 元郁 ｱｵｷ ﾓﾄﾌﾐ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:11:24
257 2624 長岡 慈英 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾞｴｲ いわき市立平第一小学校 いわき市 0:11:24
258 2901 矢吹 麻結 ﾔﾌﾞｷ ﾏﾕ 五百川小学校 本宮市 0:11:29
259 2808 石川 颯一 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 糠沢小学校 本宮市 0:11:35
260 2320 清水 萌結 ｼﾐｽﾞ ﾓﾕ 富田東 郡山市 0:11:36
261 2609 加藤 塔馬 ｶﾄｳ ﾄｳﾏ 本宮市立白岩小学校 本宮市 0:11:38
262 2803 佐藤 旦陽 ｻﾄｳ ｱｻﾋ 糠沢小学校 本宮市 0:11:39
263 2317 小池 陽彩 ｺｲｹ ﾊﾙｱ わたなべランニングクラブ 郡山市 0:11:44
264 2817 中尾 真聡 ﾅｶｵ ﾏｻﾄ 野田小学校 福島市 0:11:44
265 2211 渡邉 颯太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ わたなべランニングクラブ 郡山市 0:11:47
266 2220 佐藤 大仁 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ あさかのＲＣ 郡山市 0:11:50
267 2206 寺本 一智 ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾄﾓ 本宮市立白岩小学校 本宮市 0:11:51
268 2809 稲垣 雅久 ｲﾅｶﾞｷ ｶﾞｸ まゆみ小学校 本宮市 0:12:02
269 2605 吉田 大祐 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 本宮小学校 本宮市 0:12:07
270 2703 三瓶 結音 ｻﾝﾍﾟｲ ﾕﾉ 白岩小学校 本宮市 0:12:07
271 2426 井上 大翔 ｲﾉｳｴ ﾔﾏﾄ 小山田小学校 郡山市 0:12:23
272 2218 中尾 拓夢 ﾅｶｵ ﾋﾛﾑ 野田小学校 福島市 0:12:39
273 2904 後藤 聖奈 ｺﾞﾄｳ ｾﾅ 五百川小学校 本宮市 0:12:54
274 2824 井上 陽翔 ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾄ 小山田小学校 郡山市 0:13:03
275 2902 遠藤 日向 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:13:05
276 2428 鈴木 宇多 ｽｽﾞｷ ｳﾀ もとみやＲＣ 本宮市 0:13:15
277 2811 武藤 大和 ﾑﾄｳ ﾔﾏﾄ 本宮小学校 本宮市 0:13:15
278 2613 川村 桜真 ｶﾜﾑﾗ ｵｳﾏ まゆみ小 本宮市 0:13:36
279 2706 曽我 日咲 ｿｶﾞ ﾋｻｷ 和田小学校 本宮市 0:13:38
280 2814 渡辺 陽斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 白岩小学校 本宮市 0:14:50
281 2903 杉村 凜華 ｽｷﾞﾑﾗ ﾘﾝｶ 本宮まゆみ小学校 本宮市 0:16:14
282 2414 柳沼 晴翔 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾊﾙﾄ 五百川小学校 本宮市 0:16:43
283 2813 石川 青 ｲｼｶﾜ ｱｵ 白岩小学校 本宮市 0:18:05
284 2806 根本 晴明 ﾈﾓﾄ ﾊﾙｱｷ 岩根小学校 本宮市 0:22:01
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