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1位 9704 長坂 柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ 東華中 岩手県 0:06:26

2位 9709 及川 愛依 ｵｲｶﾜ ﾒｲ 岩沼中学校 宮城県 0:06:51

3位 9705 横山 綺星 ﾖｺﾔﾏ ｷﾗ 高森中学校 宮城県 0:06:54

4位 9707 飯高 里虹 ｲｲﾀｶ ﾘｺ 横浜市立旭中学校 神奈川県 0:06:56

5位 9718 渡部 麗穏 ﾜﾀﾍﾞ ﾘｵﾝ 東仙台中学校 宮城県 0:07:02

6位 9706 佐藤 美海 ｻﾄｳ ﾐｳﾅ 七転八起 宮城県 0:07:02

7位 9716 佐々木 彩那 ｻｻｷ ｱﾔﾅ 仙台市立南光台中学校 宮城県 0:07:12

8位 9714 庄子 理菜 ｼｮｳｼﾞ ﾘﾅ 仙台市立六郷中学校 宮城県 0:07:13

9位 9712 平塚 悠月 ﾋﾗﾂｶ ﾕﾂﾞｷ 白石東中学校 宮城県 0:07:15

10位 9711 荒井 沙織 ｱﾗｲ ｻｵﾘ 金ケ瀬中学校 宮城県 0:07:31

11位 9722 佐藤 真璃香 ｻﾄｳ ﾏﾘｶ 東京都 0:07:33

12位 9719 村上 汐 ﾑﾗｶﾐ ｼｵ 東仙台中学校 宮城県 0:07:42

13位 9708 森 優名 ﾓﾘ ﾕｳﾅ 岩沼西中 宮城県 0:07:48

14位 9710 高橋 瑞紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 七転八起 宮城県 0:07:49

15位 9725 佐山 寧音 ｻﾔﾏ ﾈﾈ 宮城県 0:08:12

16位 9721 沖田 純佳 ｵｷﾀ ｽﾐｶ 宮城県 0:08:16

17位 9743 遠藤 葵 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ 仙台市立高砂中学校 宮城県 0:08:17

18位 9727 大久保 芽衣 ｵｵｸﾎﾞ ﾒｲ 富谷第二中学校 宮城県 0:08:18

19位 9720 布施 久瑠美 ﾌｾ ｸﾙﾐ 通町ｓｓｓ 宮城県 0:08:29

20位 9732 熊谷 彩奈 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾅ 南光台中学校 宮城県 0:08:31

21位 9726 本郷 あきら ﾎﾝｺﾞｳ ｱｷﾗ 宮城県 0:08:40

22位 9734 近藤 さち ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 宮城県 0:08:43

23位 9731 大久保 朱衣 ｵｵｸﾎﾞ ｱｲ 宮城県 0:09:01

24位 9703 千葉 くるみ ﾁﾊﾞ ｸﾙﾐ 仙台市立住吉台中学校 宮城県 0:09:05

25位 9730 丸山 千景 ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶｹﾞ 宮城県 0:09:19

26位 9701 植田 結衣 ｳｴﾀﾞ ﾕｲ 岡山県 0:09:22

27位 9744 嵐田 真琴 ｱﾗｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 仙台市立高砂中学校 宮城県 0:09:27

28位 9713 松岡 美樹 ﾏﾂｵｶ ﾐｷ 宮城県 0:09:34

29位 9717 三村 留加 ﾐﾂﾑﾗ ﾙｶ 東京都 0:09:43

30位 9742 庄子 百花 ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓﾊ 宮城県 0:10:08

31位 9739 原 悠乃 ﾊﾗ ﾋｻﾉ 宮城県 0:10:11

32位 9702 難波 里緒 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｵ 岡山県 0:10:12

33位 9735 三上 綾香 ﾐｶﾐ ｱﾔｶ 袋原中学校 宮城県 0:10:15

34位 9715 山部 花香 ﾔﾏﾍﾞ ﾊﾅｶ 袋原中学校 宮城県 0:10:15

35位 9733 鶴田 唯乃 ﾂﾙﾀ ﾕﾉ 宮城県 0:10:16

36位 9737 齋藤 晄 ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ 宮城県 0:10:16

37位 9740 大須賀 圭音 ｵｵｽｶﾞ ｹｲﾄ 宮城県 0:10:53

38位 9729 辻 楓 ﾂｼﾞ ｶｴﾃﾞ 北仙台中学校 宮城県 0:11:05

39位 9738 山口 美蘭 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾗ 台原中学校 宮城県 0:12:01

40位 9741 中川 優里 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘ 宮城県 0:12:30


