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1位 9010 北浦 拓真 ｷﾀｳﾗ ﾀｸﾏ 宮城野小学校 宮城県 0:06:58

2位 9006 及川 颯太 ｵｲｶﾜ ﾊﾔﾀ 河北陸上スポ少 宮城県 0:07:04

3位 9009 大貫 廉 ｵｵﾇｷ ﾚﾝ おおたＳＡ 群馬県 0:07:08

4位 9004 近江 亮 ｵｵﾐ ﾘｮｳ 北六番丁小学校 宮城県 0:07:26

5位 9003 荒 大悟 ｱﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 福島県 0:07:34

6位 9008 菅家 春岳 ｶﾝｹ ﾊﾙﾀｶ 相互台小学校 山田Ｆ 宮城県 0:07:46

7位 9051 安藤 遼 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 宮城県 0:07:47

8位 9022 齊藤 瑞樹 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 宮城県 0:07:53

9位 9020 髙橋 謙心 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ 四郎丸小学校 宮城県 0:07:55

10位 9021 大山 巧翔 ｵｵﾔﾏ ﾀｸﾄ 城南小学校 宮城県 0:07:58

11位 9037 田澤 聡大 ﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ 仙台市立遠見塚小学校 宮城県 0:08:02

12位 9027 湯本 琉平 ﾕﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ 宮城県 0:08:03

13位 9005 八島 世名 ﾔｼﾏ ｾﾅ 大和小学校 宮城県 0:08:11

14位 9106 渡邉 友哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 宮城県 0:08:13

15位 9007 櫻井 豊 ｻｸﾗｲ ﾕﾀｶ 仙台市立通町小学校 宮城県 0:08:16

16位 9039 小宮山 源斗 ｺﾐﾔﾏ ｹﾞﾝﾄ 宮城県 0:08:17

17位 9116 琴 錬大 ｸﾝ ﾘｮﾝﾃﾞ メルヘンワールド 宮城県 0:08:19

18位 9014 高橋 颯希 ﾀｶﾊｼ ｿｳｷ 大郷小学校 宮城県 0:08:22

19位 9023 佐藤 日向 ｻﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ 宮城県 0:08:28

20位 9104 瀬戸 颯太 ｾﾄ ｿｳﾀ 宮城県 0:08:30

21位 9035 小田島 瑛良 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｱｷﾗ 宮城県 0:08:30

22位 9016 山田 駿太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ ＤｏｒｏｋｉｄＴＫ 茨城県 0:08:31

23位 9062 伊藤 彰吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 宮城県 0:08:33

24位 9032 竹森 海太 ﾀｹﾓﾘ ｳﾀ 宮城県 0:08:34

25位 9028 鈴木 聖史 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 宮城県 0:08:35

26位 9112 国井 禅莉 ｸﾆｲ 宮城県 0:08:35

27位 9077 亀岡 景悟 ｶﾒｵｶ ｷｮｳｺﾞ 榴岡小学校 宮城県 0:08:39

28位 9041 山田 栄澄 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾄ チーム山田 宮城県 0:08:40

29位 9040 山田 栄翔 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｼｮｳ チーム山田 宮城県 0:08:43

30位 9114 平井 惺 ﾋﾗｲ ｻﾄﾙ 宮城県 0:08:43

31位 9049 本間 龍太郎 ﾎﾝﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 宮城県 0:08:43

32位 9102 本宮 智陽 ﾓﾄﾐﾔ ﾄﾓﾔ 七郷小学校 宮城県 0:08:44

33位 9024 吉田 敦基 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｷ 木町通小学校 宮城県 0:08:44

34位 9079 針生 武憲 ﾊﾘｳ ﾀｹﾉﾘ 八幡小学校 宮城県 0:08:45

35位 9073 小野 魁樹 ｵﾉ ｶｲｼﾞｭ アスリート仙台 宮城県 0:08:46

36位 9038 児玉 悠成 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｾｲ 宮城県 0:08:48

37位 9045 齋藤 昊 ｻｲﾄｳ ｿﾗ 宮城県 0:08:48

38位 9012 渡部 泰地 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｲﾁ 宮城県 0:08:49

39位 9047 鈴木 大晴 ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ 向陽台小学校 宮城県 0:08:50

40位 9065 躍場 柊 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ ｼｭｳ チームアスリート仙台 宮城県 0:08:50

41位 9076 錢谷 圭吾 ｾﾞﾆﾔ ｹｲｺﾞ 住吉台小学校 宮城県 0:08:51

42位 9034 大岩 悠人 ｵｵｲﾜ ﾕｳﾄ 福興かんそう会 宮城県 0:08:56

43位 9026 本多 瑛太 ﾎﾝﾀﾞ ｴｲﾀ アンティゴＦＣ 宮城県 0:08:57

44位 9107 竹内 永輝 ﾀｹｳﾁ ｴｲｷ 錦ヶ丘小学校 宮城県 0:08:58

45位 9050 桜井 祐一郎 ｻｸﾗｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宮城県 0:08:58

46位 9099 吾妻 優斗 ｱﾂﾞﾏ ﾕｳﾄ 宮城県 0:08:59

47位 9042 菊地 聡太 ｷｸﾁ ｿｳﾀ 山形県 0:09:01

48位 9055 松坂 侑弥 ﾏﾂｻﾞｶ ﾕｳﾔ 宮城県 0:09:01

49位 9033 加藤 元 ｶﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 宮城県 0:09:01

50位 9018 村山 顕規 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾉﾘ 宮城県 0:09:02


