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1位 9002 森尻 悠翔 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 栃木市大宮北小 栃木県 0:06:32

2位 9003 佐藤 空神 ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ よろしく真岡 茨城県 0:07:07

3位 9004 及川 颯太 ｵｲｶﾜ ﾊﾔﾀ 河北陸上スポ少 宮城県 0:07:09

4位 9018 近江 亮 ｵｵﾐ ﾘｮｳ 仙台陸上クラブ 宮城県 0:07:19

5位 9014 笹川 大 ｻｻｶﾞﾜ ﾋﾛ 上杉山通小学校 宮城県 0:07:22

6位 9005 内海 温琉 ｳﾂﾐ ﾊﾙ 加賀野小学校 宮城県 0:07:23

7位 9019 佐々木 湊斗 ｻｻｷ ﾐﾅﾄ 宮城県 0:07:25

8位 9016 吉城 廉 ﾖｼｷ ﾚﾝ 北六番丁小学校 宮城県 0:07:27

9位 9045 斎藤 虎太郎 ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ 宮城県 0:07:45

10位 9113 中島 勘太 ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ 宮城県 0:07:45

11位 9022 藤村 輝世 ﾌｼﾞﾑﾗ ｷｾｲ ｔｅａｍＨＡＮＡ 宮城県 0:07:48

12位 9070 菅家 春岳 ｶﾝｹ ﾊﾙﾀｶ 相互台小学校 宮城県 0:07:48

13位 9065 櫻井 豊 ｻｸﾗｲ ﾕﾀｶ 仙台市立通町小学校 宮城県 0:07:56

14位 9030 土屋 夏希 ﾂﾁﾔ ﾅﾂｷ 山王小 宮城県 0:08:07

15位 9025 齊藤 瑞樹 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 連坊小路小学校 宮城県 0:08:10

16位 9029 髙橋 謙心 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ 仙台市立四郎丸小学校 宮城県 0:08:10

17位 9015 松田 英虎 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾗ アンティゴＦＣ 宮城県 0:08:12

18位 9032 佐藤 映心 ｻﾄｳ ｴｲｼﾝ 宮城県 0:08:15

19位 9011 藤原 綜麿 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾏ 南小泉小学校 宮城県 0:08:16

20位 9008 八島 世名 ﾔｼﾏ ｾﾅ 大和小 宮城県 0:08:19

21位 9041 伊藤 輝紀 ｲﾄｳ ﾃﾙｷ 立町小学校 宮城県 0:08:24

22位 9040 大関 蒼和 ｵｵｾﾞｷ ｿｳﾜ 宮城県 0:08:26

23位 9054 湯本 琉平 ﾕﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ 長町南小学校 宮城県 0:08:30

24位 9026 耳塚 千紘 ﾐﾐﾂﾞｶ ﾁﾋﾛ 利府小学校 宮城県 0:08:32

25位 9033 布施 輝喜 ﾌｾ ﾃﾙｷ 通町ｓｓｓ 宮城県 0:08:33

26位 9043 及川 諒大 ｵｲｶﾜ ﾘｮｳﾀ 柏第五小学校 千葉県 0:08:35

27位 9021 佐々木 耀雅 ｻｻｷ ﾃﾙﾏｻ 宮城県 0:08:38

28位 9023 吉田 敦基 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｷ 宮城県 0:08:42

29位 9061 有明 佳亮 ｱﾘｱｹ ｹｲｽｹ 木町通り小学校 宮城県 0:08:44

30位 9010 今野 舜平 ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 南小泉小学校 宮城県 0:08:44

31位 9068 小宮山 源斗 ｺﾐﾔﾏ ｹﾞﾝﾄ アンティゴ 宮城県 0:08:47

32位 9107 小野 伊琉巴 ｵﾉ ｲﾙﾊ 宮城県 0:08:50

33位 9006 岸本 拓樹 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 南小泉小学校 宮城県 0:08:52

34位 9031 国井 禅莉 ｸﾆｲ ｾﾞﾝﾘ 宮城県 0:08:53

35位 9075 花房 一輝 ﾊﾅﾌﾞｻ ｶｽﾞｷ 宮城県 0:08:55

36位 9049 大岩 悠人 ｵｵｲﾜ ﾕｳﾄ 八乙女小学校 宮城県 0:08:58

37位 9052 佐藤 日向 ｻﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ 蒲町小学校 宮城県 0:08:59

38位 9110 児玉 悠成 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｾｲ 宮城県 0:09:00

39位 9020 伊藤 周 ｲﾄｳ ｼｭｳ 宮城県 0:09:04

40位 9092 田澤 聡大 ﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ アンティゴＦＣ 宮城県 0:09:04

41位 9012 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ アンティゴＦＣ 宮城県 0:09:04

42位 9007 中村 香里 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ アンティゴＦＣ 宮城県 0:09:08

43位 9050 竹森 海太 ﾀｹﾓﾘ ｳﾀ 宮教附属小学校 宮城県 0:09:11

44位 9038 山田 栄澄 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾄ チーム山田 宮城県 0:09:11

45位 9073 針生 武憲 ﾊﾘｳ ﾀｹﾉﾘ 八幡小学校 宮城県 0:09:17

46位 9037 山田 栄翔 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｼｮｳ チーム山田 宮城県 0:09:17

47位 9083 瀬田川 学 ｾﾀｶﾞﾜ ｶﾞｸ 上杉山通り小学校 宮城県 0:09:17

48位 9074 滝上 友仁 ﾀｷｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾄ 宮城県 0:09:18

49位 9062 柴田 瑛昌 ｼﾊﾞﾀ ｴｲｽｹ 宮城県 0:09:18

50位 9013 川辺 蒼平 ｶﾜﾍﾞ ｿｳﾍｲ アンティゴＦＣ 宮城県 0:09:20


