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1位 9328 渡部 万世 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾞﾝｾｲ 郡山中学校 宮城県 0:06:06

2位 9313 佐藤 涼太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 五橋中 宮城県 0:06:07

3位 9314 三浦 晴ノ心 ﾐｳﾗ ﾊﾙﾉｼﾝ 仙台市立五橋中学校 宮城県 0:06:09

4位 9310 水戸 瑛太 ﾐﾄ ｴｲﾀ 富谷第二中学校 宮城県 0:06:10

5位 9307 入江 柚安 ｲﾘｴ ﾕｱﾝ 仙台市立六郷中学校 宮城県 0:06:10

6位 9317 新野 歩武 ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ 八乙女中学校 宮城県 0:06:14

7位 9370 佐藤 明慈 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ 宮城県 0:06:20

8位 9323 北嶋 僚大 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾞｲ 南光台中学校 宮城県 0:06:23

9位 9315 及川 寛太 ｵｲｶﾜ ｶﾝﾀ 桃生中学校 宮城県 0:06:32

10位 9369 佐藤 祝翔 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 宮城県 0:06:38

11位 9318 佐藤 利珀 ｻﾄｳ ﾘﾊｸ 黒石市 青森県 0:06:40

12位 9320 川村 亮介 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 五城中学校 宮城県 0:06:40

13位 9319 池田 汰緒 ｲｹﾀﾞ ﾀｵ 仙台市立郡山中学校 宮城県 0:06:44

14位 9324 小舘 透維 ｺﾀﾞﾃ ﾄｳｲ 仙台中田中 宮城県 0:06:44

15位 9316 大浜 逞真 ｵｵﾊﾏ ﾀｸﾏ 宮城県 0:06:46

16位 9329 沼田 順成 ﾇﾏﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 仙台市立南光台中学校 宮城県 0:06:47

17位 9322 窪田 海晴 ｸﾎﾞﾀ ｶｲｾｲ 七ヶ浜中学校 宮城県 0:06:49

18位 9325 池田 大晟 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ 仙台市立六郷中学校 宮城県 0:06:49

19位 9342 中村 貫士 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝｼﾞ 仙台市立郡山中学校 宮城県 0:06:50

20位 9338 熊谷 風輝 ｸﾏｶﾞｲ ﾌｷ 田子中学校 宮城県 0:06:57

21位 9327 西村 貫 ﾆｼﾑﾗ ｶﾝ 仙台一中 宮城県 0:06:57

22位 9326 及川 晶 ｵｲｶﾜ ｼｮｳ 岩沼中学校 宮城県 0:07:04

23位 9349 金子 楽登 ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ 袋原中学校 宮城県 0:07:17

24位 9305 柳澤 威瑠 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 山形大学附属中学校 山形県 0:07:18

25位 9371 松永 格 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲﾀﾙ 仙台市立高砂中学校 宮城県 0:07:22

26位 9334 藤村 輝世 ﾌｼﾞﾑﾗ ｷｾｲ ｔｅａｍ ＨＡＮＡ 宮城県 0:07:24

27位 9304 髙橋 冬威 ﾀｶﾊｼ ﾄｳｲ 郡山中学校陸上部 宮城県 0:07:28

28位 9341 髙橋 宗真 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾏ 仙台中田中 宮城県 0:07:28

29位 9340 水戸 大斗 ﾐﾄ ﾔﾏﾄ 北角田中学校 宮城県 0:07:28

30位 9337 大江 遥士 ｵｵｴ ﾊﾙﾄ 仙台二中 宮城県 0:07:30

31位 9333 豊田 悠月 ﾄﾖﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 七中生徒会執行部 宮城県 0:07:31

32位 9354 原 睦喜 ﾊﾗ ﾑﾂｷ 宮城県 0:07:32

33位 9331 土屋 夏希 ﾂﾁﾔ ﾅﾂｷ 宮城県 0:07:33

34位 9372 鈴木 侠 ｽｽﾞｷ ｷｮｳ 仙台市立高砂中学校 宮城県 0:07:37

35位 9339 三浦 悠太郎 ﾐｳﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 住吉台中学校 宮城県 0:07:39

36位 9356 菅原 啓太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 仙台市立富沢中学校 宮城県 0:07:49

37位 9303 小椋 勝也 ｵｸﾞﾗ ｶﾂﾔ Ｔｅａｍ ＥＭＵ 福島県 0:07:52

38位 9350 尾野 雅斗 ｵﾉ ﾏｻﾄ 宮城県 0:07:53

39位 9365 佐々木 隆乃介 ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮城県 0:07:57

40位 9335 大関 蒼和 ｵｵｾﾞｷ ｿｳﾜ 宮城教育大学附属中 宮城県 0:07:58

41位 9344 土門 凌也 ﾄﾞﾓﾝ ﾘｮｳﾔ 宮城県 0:07:59

42位 9343 齋藤 昂 ｻｲﾄｳ ｺﾞｳ 宮城県 0:08:01

43位 9330 土屋 澄春 ﾂﾁﾔ ｽﾊﾞﾙ 宮城県 0:08:02

44位 9367 遠藤 旭人 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｻﾄ 宮城県 0:08:16

45位 9301 間野 裕貴 ﾏﾉ ﾕｳｷ 岡山県 0:08:24

46位 9346 佐藤 巧都 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 鶴岡第４中 山形県 0:08:28

47位 9345 渡辺 春樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ ＳＴＳ 山形県 0:08:29

48位 9352 熊谷 圭悟 ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｺﾞ 宮城県 0:08:38

49位 9347 大岩 陸人 ｵｵｲﾜ ﾘｸﾄ 福興かんそう会 宮城県 0:08:41

50位 9364 菅野 晃希 ｶﾝﾉ ｺｳｷ 白川 宮城県 0:08:46


