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1位 9503 千葉 美波 ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ チームアスリート仙台 宮城県 0:07:04

2位 9502 鈴木 かのん ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 仙台陸上倶楽部 宮城県 0:07:37

3位 9507 深瀬 このは ﾌｶｾ ｺﾉﾊ 山形県 0:07:38

4位 9513 中島 優里 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾘ サンビレＲＣ 岩手県 0:07:41

5位 9504 高橋 明愛 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 下増田小学校 宮城県 0:07:43

6位 9505 小嶋 佐英 ｵｼﾞﾏ ｻｴ 仙台市立錦ケ丘小学校 宮城県 0:07:55

7位 9526 福田 芽生 ﾌｸﾀﾞ ﾒｲ 原町バスケット愛好会 宮城県 0:08:08

8位 9515 北浦 愛梨 ｷﾀｳﾗ ｴﾘ 宮城野小学校 宮城県 0:08:23

9位 9501 鈴木 優芽 ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 寺岡小学校 宮城県 0:08:24

10位 9514 佐藤 那々子 ｻﾄｳ ﾅﾅｺ 宮城県 0:08:29

11位 9519 佐山 希嬉 ｻﾔﾏ ｷｷ ｓｅａｄｓ杜の都 宮城県 0:08:34

12位 9528 小林 優芽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒ チームゆめ 宮城県 0:08:57

13位 9522 山内 涼楓 ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳｶ 宮城県 0:08:59

14位 9511 佐藤 柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 宮城県 0:09:00

15位 9520 荒 かえで ｱﾗ ｶｴﾃﾞ 片平丁小学校 宮城県 0:09:02

16位 9537 佐々木 このは ｻｻｷ ｺﾉﾊ 連坊小路小学校 宮城県 0:09:05

17位 9517 石本 さや ｲｼﾓﾄ ｻﾔ 南小泉小学校 宮城県 0:09:08

18位 9508 藤村 美結 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕ ｔｅａｍ ＨＡＮＡ 宮城県 0:09:10

19位 9516 秋葉 彩希 ｱｷﾊﾞ ｻｷ 山形東小学校 山形県 0:09:14

20位 9518 西村 杏 ﾆｼﾑﾗ ｱﾝ 国見小学校 宮城県 0:09:29

21位 9524 米山 美音 ﾖﾈﾔﾏ ﾐｵ 相馬市立桜丘小学校 福島県 0:09:29

22位 9510 小川 あゆみ ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 宮城県 0:09:40

23位 9560 伊藤 菫花 ｲﾄｳ 宮城県 0:09:42

24位 9525 亀山 ひかり ｶﾒﾔﾏ ﾋｶﾘ なるみーず 宮城県 0:09:44

25位 9548 松谷 麻央 ﾏﾂﾔ ﾏｵ 遠見塚小学校 宮城県 0:09:44

26位 9552 大宮司 莉彩 ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ﾘｻ 松島第一小学校 宮城県 0:09:44

27位 9559 永岡 かえで ﾅｶﾞｵｶ ｶｴﾃﾞ 大和小学校 宮城県 0:09:45

28位 9555 三浦 蒼梨 ﾐｳﾗ ｱｵﾘ チームアスリート仙台 宮城県 0:09:46

29位 9530 加藤 美藍 ｶﾄｳ ﾐﾗﾝ 岩手県 0:09:48

30位 9531 三上 静香 ﾐｶﾐ ｼｽﾞｶ 四郎丸小学校 宮城県 0:09:54

31位 9532 三上 瑠香 ﾐｶﾐ ﾙｶ 四郎丸小学校 宮城県 0:09:55

32位 9544 安藤 凛子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝｺ 宮城県 0:09:59

33位 9512 三浦 紗那 ﾐｳﾗ ｻﾅ 住吉台小学校 宮城県 0:10:00

34位 9545 小野 天音 ｵﾉ ｱﾏﾈ 仙台上杉山通小 宮城県 0:10:01

35位 9523 本郷 ゆめ ﾎﾝｺﾞｳ ﾕﾒ 宮城県 0:10:10

36位 9521 高橋 舞衣 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 仙台市立田子小学校 宮城県 0:10:10

37位 9527 藤原 心愛 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｺｱ ラブリーレーシング 秋田県 0:10:14

38位 9547 長岡 仁那 ﾅｶﾞｵｶ ﾆｲﾅ 山形県 0:10:17

39位 9541 牛坂 れいら ｳｼｻﾞｶ ﾚｲﾗ チームアスリート仙台 宮城県 0:10:19

40位 9558 佐々木 梨里花 ｻｻｷ ﾘﾘｶ 宮城県 0:10:22

41位 9542 成田 みゆり ﾅﾘﾀ ﾐﾕﾘ 宮城県 0:10:23

42位 9538 村中 梨紗 ﾑﾗﾅｶ ﾘｻ 宮城県 0:10:30

43位 9556 菅野 くるみ ｶﾝﾉ ｸﾙﾐ 福島県 0:10:40

44位 9539 佐藤 未幸 ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 宮城県 0:10:53

45位 9534 遠藤 愛佳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅｶ あけの平小学校 宮城県 0:11:01

46位 9535 堀野 若葉 ﾎﾘﾉ ﾜｶﾊﾞ 片平丁小学校 宮城県 0:11:07

47位 9549 佐々木 萌瑛 ｻｻｷ ﾓｴ 東京都 0:11:15

48位 9536 菅原 志乃 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾉ 宮城県 0:11:18

49位 9540 鈴木 凛 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 宮城県 0:11:18

50位 9543 照内 玲菜 ﾃﾙｳﾁ ﾚﾅ 宮城県 0:11:19


