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1位 9308 榊原 巧 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 白石中学校 宮城県 0:06:02

2位 9304 杉本 智紀 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ 仙台市立六郷中 宮城県 0:06:03

3位 9310 安藤 寧 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞｷ 高崎中学校 宮城県 0:06:13

4位 9303 佐藤 尚輝 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 五橋中学校陸上部 宮城県 0:06:14

5位 9324 早川 拓海 ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ 富沢拓陸会 宮城県 0:06:17

6位 9323 袴田 悠一郎 ﾊｶﾏﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 仙台市立台原中学校 宮城県 0:06:18

7位 9317 安部 陸翔 ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ 利府町立利府西中学校 宮城県 0:06:18

8位 9306 佐藤 優太郎 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ チームシュガー 宮城県 0:06:20

9位 9313 三井 洸 ﾐﾂｲ ﾋﾛﾄ 宮城県 0:06:24

10位 9312 金沢 太陽 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 仙台市立第１中学校 宮城県 0:06:27

11位 9329 樋口 碧生 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 柳生中学校 宮城県 0:06:32

12位 9321 草岡 知弥 ｸｻｵｶ ﾄﾓﾔ 仙台市立八乙女中学校 宮城県 0:06:44

13位 9307 榊原 大翔 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｲﾄ 白石中学校 宮城県 0:06:49

14位 9373 三浦 晴ノ心 ﾐｳﾗ ﾊﾙﾉｼﾝ 宮城県 0:06:52

15位 9328 鈴木 駿平 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 八乙女 宮城県 0:06:55

16位 9331 菅原 朋希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｷ 仙台市立郡山中学校 宮城県 0:06:55

17位 9309 遠藤 潤 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 仙台市立五橋中学校 宮城県 0:06:56

18位 9348 高木 陸斗 ﾀｶｷﾞ ﾘｸﾄ 宮城県 0:06:58

19位 9314 及川 楓太 ｵｲｶﾜ ﾌｳﾀ 宮城県 0:06:59

20位 9330 鈴木 優太郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 寺岡中 宮城県 0:07:00

21位 9345 西城 大雅 ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｲｶﾞ 蒲町中陸上部 宮城県 0:07:01

22位 9326 布施 空遠 ﾌｾ ｸｵﾝ 仙台市立高森中学校 宮城県 0:07:01

23位 9315 窪田 海晴 ｸﾎﾞﾀ ｶｲｾｲ 七ヶ浜中学校 宮城県 0:07:07

24位 9341 篠辺 耀 ｼﾉﾍﾞ ｱｷﾗ 宮城県 0:07:15

25位 9344 白石 快星 ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ 蒲町中陸上部 宮城県 0:07:18

26位 9342 熊谷 風輝 ｸﾏｶﾞｲ ﾌｷ 田子中学校 宮城県 0:07:20

27位 9357 菅原 啓太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 仙台市立富沢中学校 宮城県 0:07:21

28位 9363 及川 裕喜 ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 宮城県 0:07:21

29位 9325 田村 玲音 ﾀﾑﾗ ﾚﾄ 山形県 0:07:24

30位 9305 草刈 尚幸 ｸｻｶﾘ ﾅｵﾕｷ 南小泉中学校 宮城県 0:07:26

31位 9362 下田 遥空 ｼﾓﾀﾞ ﾊﾙｸ 多賀城市立第二中学校 宮城県 0:07:31

32位 9318 猪瀬 健斗 ｲﾉｾ ﾀｹﾄ 矢本第二中陸上部 宮城県 0:07:37

33位 9346 櫻井 秀蔵 ｻｸﾗｲ ｼｭｳｿﾞｳ 蒲町中陸上部 宮城県 0:07:38

34位 9334 若林 拓真 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 仙台長町中学校 宮城県 0:07:39

35位 9339 豊田 悠月 ﾄﾖﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 七ヶ浜ランラン 宮城県 0:07:43

36位 9350 有明 知希 ｱﾘｱｹ ﾄﾓｷ 仙台第二中学校 宮城県 0:07:45

37位 9335 シナバーガー 亜怜 ｼﾅﾊﾞｰｶﾞｰ ｷｰｽ 神奈川県 0:07:47

38位 9332 則武 慎二 ﾉﾘﾀｹ ｼﾝｼﾞ 南小泉中学校テニス部 宮城県 0:07:52

39位 9360 井上 天太 ｲﾉｳｴ ﾃﾝﾀ 六郷中学校 宮城県 0:07:52

40位 9369 辻井 康生 ﾂｼﾞｲ ｺｳｾｲ 宮城県 0:07:55

41位 9320 甲田 珀都 ｺｳﾀﾞ ﾊｸﾄ 折立中学校 宮城県 0:07:57

42位 9322 門馬 響 ﾓﾝﾏ ﾋﾋﾞｷ 豊間中 福島県 0:08:01

43位 9371 佐藤 大真 ｻﾄｳ ﾊﾙﾏ 宮城県 0:08:08

44位 9351 三浦 悠太郎 ﾐｳﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 住吉台中学校 宮城県 0:08:09

45位 9372 田中 遼 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 宮城県 0:08:11

46位 9343 土屋 澄春 ﾂﾁﾔ ｽﾊﾞﾙ 多賀城二中 宮城県 0:08:15

47位 9354 菅原 大聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｾｲ 仙台市立栗生小学校 宮城県 0:08:19

48位 9374 渡邊 大輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 宮城県 0:08:21

49位 9364 中野 諒 ﾅｶﾉ ﾘｮｳ 宮城県 0:08:22

50位 9365 齋藤 昂 ｻｲﾄｳ ｺﾞｳ 宮城県 0:08:26


