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1位 9742 横山 綺星 ﾖｺﾔﾏ ｷﾗ 高森中 宮城県 0:06:51

2位 9706 吉田 恭恵 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｴ 仙台第一中学校 宮城県 0:06:53

3位 9704 相澤 希美 ｱｲｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 仙台第一中学校 宮城県 0:07:00

4位 9708 内海 菜羽 ｳﾂﾐ ﾅﾉﾊ 中田中学校 宮城県 0:07:01

5位 9711 伊藤 ののか ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 郡山中学校 宮城県 0:07:01

6位 9715 池田 リン ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 仙台市立郡山中学校 宮城県 0:07:12

7位 9713 相原 遥南 ｱｲﾊﾗ ﾊﾙﾅ 富谷第二中学校 宮城県 0:07:16

8位 9725 小野寺 美希 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｷ 蒲町中陸上部 宮城県 0:07:19

9位 9726 佐藤 花恋 ｻﾄｳ ｶﾚﾝ 蒲町中陸上部 宮城県 0:07:19

10位 9728 平塚 悠月 ﾋﾗﾂｶ ﾕﾂﾞｷ 白石東中学校 宮城県 0:07:41

11位 9714 佐藤 友里乃 ｻﾄｳ ﾕﾘﾉ 仙台第一中学校 宮城県 0:07:41

12位 9707 坂本 しえる ｻｶﾓﾄ ｼｴﾙ Ｓｅａｄｓ杜の都 宮城県 0:07:47

13位 9724 市川 晴花 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｶ 蒲町中陸上部 宮城県 0:07:48

14位 9709 森 優名 ﾓﾘ ﾕｳﾅ 岩沼西中 宮城県 0:08:01

15位 9721 伊東 怜南 ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 南小泉中学校 宮城県 0:08:03

16位 9732 郡山 莉沙 ｺｵﾘﾔﾏ ﾘｻ 南小泉中学校 宮城県 0:08:04

17位 9722 佐藤 夏桜 ｻﾄｳ ｻｸﾗ 蒲町中陸上部 宮城県 0:08:09

18位 9710 後藤 舞 ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 五橋中学校 宮城県 0:08:10

19位 9738 佐藤 真璃香 ｻﾄｳ ﾏﾘｶ 東京都 0:08:11

20位 9735 阿部 実里 ｱﾍﾞ ﾐﾉﾘ 蒲町中陸上部 宮城県 0:08:13

21位 9719 岩本 凪 ｲﾜﾓﾄ ﾅｷﾞ 桜丘中学 宮城県 0:08:26

22位 9730 三浦 彩音 ﾐｳﾗ ｱﾔﾈ 仙台第一中学校 宮城県 0:08:28

23位 9716 大久保 芽衣 ｵｵｸﾎﾞ ﾒｲ 宮城県 0:08:46

24位 9727 本郷 あきら ﾎﾝｺﾞｳ ｱｷﾗ 宮城県 0:08:53

25位 9731 小原 芙月 ｵﾊﾞﾗ ﾌﾂﾞｷ 多賀城第二中学校 宮城県 0:08:56

26位 9740 近藤 さち ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 宮城県 0:08:58

27位 9749 横山 采佳 ﾖｺﾔﾏ ｱﾔｶ 仙台市立第一中学校 宮城県 0:09:03

28位 9720 佐藤 優女子 ｻﾄｳ ﾕﾒｺ 宮城教育大学附属 宮城県 0:09:04

29位 9745 畑井 奏 ﾊﾀｲ ｶﾅﾃﾞ 宮城県 0:09:09

30位 9744 千葉 くるみ ﾁﾊﾞ ｸﾙﾐ 住吉台中学校 宮城県 0:09:10

31位 9747 熊谷 ララ ｸﾏｶﾞｲ ﾗﾗ 仙台市立愛宕中学校 宮城県 0:09:19

32位 9739 石井 花奈 ｲｼｲ ﾊﾅ 宮城県 0:09:25

33位 9741 高橋 碧 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 宮城県 0:09:28

34位 9729 中田 凜歩 ﾅｶﾀﾞ ﾘｵ チームＮａｋａｄａ 宮城県 0:09:28

35位 9754 石澤 愛奈 ｲｼｻﾞﾜ ｱｲﾅ 仙台市立向陽台中学校 宮城県 0:09:32

36位 9746 畑井 颯 ﾊﾀｲ ｻﾂｷ 宮城県 0:09:35

37位 9718 石垣 愛友 ｲｼｶﾞｷ ﾏﾕ 宮城県 0:09:39

38位 9702 馬場 こころ ﾊﾞﾊﾞ ｺｺﾛ 岡山県 0:10:02

39位 9733 齊藤 幸羽 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾊ 宮城県 0:10:06

40位 9752 戸田 彩菜 ﾄﾀﾞ ｱﾔﾅ 日吉台中学校 宮城県 0:10:16

41位 9750 三上 歩実 ﾐｶﾐ ｱﾕﾐ 宮城県 0:10:21

42位 9751 山口 美蘭 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾗ 宮城県 0:10:23

43位 9701 小野 咲季 ｵﾉ ｻｷ 岡山県 0:10:34

44位 9753 戸田 凪葉 ﾄﾀﾞ ﾅｷﾞﾊ 日吉台中学校 宮城県 0:10:50

45位 9755 和賀 梢 ﾜｶﾞ ｺｽﾞｴ 長町中学校 宮城県 0:11:18


