
1. 910 圓谷 仁渚 つむらや にな 浅川町体育協会 10:52 -

2. 902 関根 くるみ せきね くるみ 船引中学校（ふくしま駅伝田村市チーム） 11:04 +00:12

3. 911 小野寺 佳音 おのでら かのん ふくしま駅伝三春町チーム 11:09 +00:17

4. 901 鈴木 英理 すずき えり 船引中学校（ふくしま駅伝田村市チーム） 11:12 +00:19

5. 914 市川 眞央 いちかわ まお 広野町駅伝チーム 11:31 +00:38

6. 913 坂本 美海 さかもと みう 広野町駅伝チーム 11:39 +00:46

7. 960 佐藤 愛美 さとう まなみ ふくしま駅伝三春町チーム 11:57 +01:04

8. 916 菅野 葵生 かんの あおい 船引中学校陸上部（ふくしま駅伝田村市チーム） 11:57 +01:05

9. 903 石塚 明莉 いしづか あかり 船引中学校（ふくしま駅伝田村市チーム） 12:02 +01:09

10. 919 箭内 美々 やない みみ 船引中学校陸上部（ふくしま駅伝田村市チーム） 12:12 +01:20

11. 921 白石 穂花 しらいし ほのか 船引中学校陸上部（ふくしま駅伝田村市チーム） 12:34 +01:42

12. 954 鎌田 莉沙 かまた りさ 船引中学校陸上部（ふくしま駅伝田村市チーム） 12:41 +01:49

13. 961 神山 真央 かみやま まお ふくしま駅伝三春町チーム 12:41 +01:49

14. 912 小野寺 果子 おのでら かこ ふくしま駅伝三春町チーム 12:54 +02:02

15. 918 佐久間 優衣 さくま ゆい 船引中学校陸上部 13:25 +02:33

16. 964 片桐 乃愛 かたぎり のあ 希望ふくしまチーム 13:27 +02:35

17. 967 渡部 玲愛 わたなべ れあ 希望ふくしまチーム 13:32 +02:40

18. 965 獨古 まどか どっこ まどか 希望ふくしまチーム 13:34 +02:41

19. 966 渡部 凜音 わたなべ りのん 希望ふくしまチーム 13:34 +02:42

20. 968 森 美優 もり みゆう 希望ふくしまチーム 13:54 +03:01

21. 908 齋藤 優衣 さいとう　ゆい 船引中学校女子バスケットボール部 13:57 +03:05

22. 923 白石 莉杏 しらいし りあん 船引中学校女子バスケットボール部 14:00 +03:07

23. 920 新田 唯愛 にった ゆあ 船引中学校陸上部 14:13 +03:21

24. 957 髙橋 河和 たかはし こうな 都路中学校 14:19 +03:27

25. 909 亀田 有里 かめだ　ゆり 船引南中学校 14:23 +03:30

26. 962 神山 姫菜 かみやま ひな ふくしま駅伝三春町チーム 14:25 +03:33

27. 956 荒井 こはる あらい　こはる 三春中学校 14:31 +03:38

28. 959 吉田 百花 よした ももか 都路中学校 14:38 +03:45

29. 915 會見 梨々花 あいみ りりか 船引中学校陸上部 14:47 +03:55

30. 963 渡部 美愛 わたなべ みちか 希望ふくしまチーム 14:53 +04:01

31. 907 船山 汐織 ふなやま しおり 15:06 +04:14

32. 953 遠藤 楽奈 えんどう らな 船引中学校陸上部 15:21 +04:28

33. 922 佐藤 怜奈 さとう れな 船引中学校女子バスケットボール部 15:23 +04:30

34. 929 郡司 明奈 ぐんじ あきな 船引中学校女子卓球部 15:48 +04:55

35. 906 西尾 若音 にしお　わかね 船引中学校 15:57 +05:04

36. 904 鹿又 香凛 かのまた　かりん 船引中学校 15:57 +05:04

37. 928 荒川 愛海 あらかわ まなみ 船引中学校女子卓球部 17:15 +06:22

38. 930 佐藤 優衣 さとう ゆい 船引中学校女子卓球部 17:15 +06:22

39. 955 箭内 汐音 やない しおん 船引中学校陸上部 17:17 +06:25

40. 937 三瓶 朋華 さんぺい ともか 船引中学校ソフトボール部 17:18 +06:25

41. 941 箭内 音々 やない ねね 船引中学校ソフトボール部 18:17 +07:24

42. 942 渡辺 百椛 わたなべ ももか 船引中学校ソフトボール部 18:18 +07:25

43. 958 遠藤 愛果 えんどう まなか 都路中学校 18:33 +07:40

44. 936 渡辺 多希 わたなべ たき 船引中学校女子卓球部 18:54 +08:01

45. 931 石井 彩乃 いしい あやの 船引中学校女子卓球部 18:56 +08:04

46. 933 大原 涼奈 おおはら すずな 船引中学校女子卓球部 18:59 +08:07

47. 932 安瀬 槇 あんぜ まき 船引中学校女子卓球部 19:02 +08:09

48. 935 栁沼 愛心 やぎぬま あこ 船引中学校女子卓球部 19:04 +08:12

49. 925 佐久間 乙嘉 さくま おとか 船引中学校女子バスケットボール部 20:48 +09:55
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50. 927 橋本 緋真 はしもと ひさな 船引中学校女子バスケットボール部 20:48 +09:56

51. 924 佐藤 想 さとう こころ 船引中学校女子バスケットボール部 20:48 +09:56

52. 938 鈴木 人愛 すずき ほのか 船引中学校ソフトボール部 20:53 +10:00

53. 926 村上 心音 むらかみ ことね 船引中学校女子バスケットボール部 20:54 +10:02

54. 943 佐久間 姫菜 さくま ひな 船引中学校ソフトボール部 21:24 +10:31

55. 939 佐藤 琉那 さとう るな 船引中学校ソフトボール部 21:24 +10:32

56. 917 伊藤 稜桜 いとう りお 船引中学校陸上部 23:59 +13:06

Number of records: 56
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