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1位 9504 佐藤 美海 ｻﾄｳ ﾐｳﾅ チームシュガー 宮城県 0:07:07

2位 9509 川原 詩夕 ｶﾜﾊﾗ ｼﾕﾙ １ｓｔ－Ｅ 岩手県 0:07:16

3位 9502 和田 心春 ﾜﾀﾞ ｺﾊﾙ のうみそＪｒ 東京都 0:07:28

4位 9506 多田 凪沙 ﾀﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 江釣子小学校 岩手県 0:07:35

5位 9505 飯高 里虹 ｲｲﾀｶ ﾘｺ 神奈川県 0:07:45

6位 9507 布施 久瑠美 ﾌｾ ｸﾙﾐ 通町ｓｓｓ 宮城県 0:07:56

7位 9514 小嶋 佐英 ｵｼﾞﾏ ｻｴ 仙台市立錦ケ丘小学校 宮城県 0:07:58

8位 9512 佐藤 心結 ｻﾄｳ ｺｺﾅ よろしく真岡 茨城県 0:07:59

9位 9503 鈴木 かのん ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 仙台陸上倶楽部 宮城県 0:08:02

10位 9508 高橋 瑞紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 岩沼西サッカースポ少 宮城県 0:08:02

11位 9516 佐山 寧音 ｻﾔﾏ ﾈﾈ Ｓｅａｄｓ杜の都 宮城県 0:08:14

12位 9523 槻田 愛莉 ﾂｷﾀ ｱｲﾘ ｔｅａｍＨＡＮＡ 宮城県 0:08:36

13位 9522 藤村 美結 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕ ｔｅａｍＨＡＮＡ 宮城県 0:08:36

14位 9518 坂本 くれは ｻｶﾓﾄ ｸﾚﾊ Ｓｅａｄｓ杜の都 宮城県 0:08:36

15位 9524 石本 さや ｲｼﾓﾄ ｻﾔ 南小泉小学校 宮城県 0:08:39

16位 9529 加藤 優 ｶﾄｳ ﾕｳ 宮城県 0:08:43

17位 9560 藤井 綾音 ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾈ 宮城県 0:08:49

18位 9527 鈴木 優芽 ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 寺岡小学校 宮城県 0:08:49

19位 9541 秋葉 彩希 ｱｷﾊﾞ ｻｷ 山形東小学校 山形県 0:08:49

20位 9532 小林 優芽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒ チームゆめ 宮城県 0:08:50

21位 9564 横山 香里奈 ﾖｺﾔﾏ ｶﾘﾅ 高森東小 宮城県 0:08:53

22位 9543 菅原 実莉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾉﾘ 宮城県 0:08:57

23位 9521 佐山 希嬉 ｻﾔﾏ ｷｷ Ｓｅａｄｓ杜の都 宮城県 0:08:58

24位 9530 佐藤 柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 宮城県 0:09:00

25位 9519 釼吉 紗矢 ｹﾝﾖｼ ｻﾔ 岩手県 0:09:01

26位 9540 太宰 友花 ﾀﾞｻｲ ﾕｳｶ 宮城県 0:09:07

27位 9525 荒田 雪和 ｱﾗﾀ ﾕｷﾅ 宮城県 0:09:17

28位 9531 安孫子 心暖 ｱﾋﾞｺ ｺﾊﾙ 岩沼西小学校 宮城県 0:09:25

29位 9549 花房 華穂 ﾊﾅﾌﾞｻ ｶﾎ 宮城県 0:09:25

30位 9535 斉藤 海音 ｻｲﾄｳ ﾐｵﾝ 宮城県 0:09:27

31位 9562 立谷 優名 ﾀﾁﾔ ﾕｳﾅ 長町小学校 宮城県 0:09:33

32位 9536 佐々木 このは ｻｻｷ ｺﾉﾊ 宮城県 0:09:35

33位 9589 大久保 朱衣 ｵｵｸﾎﾞ ｱｲ 宮城県 0:09:37

34位 9513 小川 あゆみ ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 宮城県 0:09:42

35位 9548 佐藤 希洸 ｻﾄｳ ﾐﾋﾛ 宮城県 0:09:51

36位 9570 守 紗奈 ﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 長町小学校 宮城県 0:09:52

37位 9569 小林 由芽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒ 長町小学校 宮城県 0:09:54

38位 9544 福井 あかり ﾌｸｲ ｱｶﾘ 宮城県 0:09:57

39位 9517 齊藤 そよ夏 ｻｲﾄｳ ｿﾖｶ 宮城県 0:09:58

40位 9561 赤間 柚香 ｱｶﾏ ﾕｽﾞｶ 宮城県 0:10:03

41位 9515 米山 美音 ﾖﾈﾔﾏ ﾐｵ 福島県 0:10:03

42位 9547 松岡 美樹 ﾏﾂｵｶ ﾐｷ 柳生小学校 宮城県 0:10:05

43位 9546 本郷 ゆめ ﾎﾝｺﾞｳ ﾕﾒ 宮城県 0:10:06

44位 9534 植木 栞 ｳｴｷ ｼｵﾘ 宮城県 0:10:06

45位 9585 菊地 璃音 ｷｸﾁ ﾘｵ 上杉山通小学校 宮城県 0:10:10

46位 9552 安藤 凛子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝｺ 連坊小路小学校 宮城県 0:10:10

47位 9577 小野 莉亜來 ｵﾉ ﾘｱﾗ 宮城県 0:10:12

48位 9526 荒 かえで ｱﾗ ｶｴﾃﾞ 仙台陸上クラブ 宮城県 0:10:13

49位 9538 平野 茉侑 ﾋﾗﾉ ﾏﾕ 富谷小学校 宮城県 0:10:23

50位 9520 辻 楓 ﾂｼﾞ ｶｴﾃﾞ 北仙台小学校 宮城県 0:10:25


