
- 第2回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ　一般男子（１８～４９歳）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:40:00

会場: 久喜市総合運動公園

主催: 久喜市、久喜市教育委員会、久喜市体育協会

9分11秒1 関根 隆9149 ｾｷﾈ ﾀｶｼ

9分22秒2 的場 寛人9125 早大本庄ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾛﾄ

9分36秒3 伊藤 遼佑9119 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

9分40秒4 吉田 拓矢9121 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

9分44秒5 蟹江 正史9112 高萩北中ＰＴＡｶﾆｴ ﾏｻｼ

9分45秒6 高橋　和也9153 久喜友誠館陸上クラブﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ

9分46秒7 関口 修9140 ＵＨシュートｾｷｸﾞﾁ ｵｻﾑ

9分56秒8 内藤 貴之9103 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

9分58秒9 石田 雄大9148 桃ちゃんｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ

9分58秒10 内藤 智之9104 ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ

10分02秒11 田上 義季9182 ﾀｶﾞﾐ ﾖｼｷ

10分13秒12 野口 之男9122 ＮＡＳ東大宮ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｵ

10分16秒13 斉藤 康祐9099 走好会ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ

10分17秒14 黒須 健太9090 カットサロンｋｸﾛｽ ｹﾝﾀ

10分22秒15 大嶋 乃斗9138 埼玉陸協ｵｵｼﾏ ﾅｲﾄ

10分29秒16 関口 達9141 ブランチＯｾｷｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

10分30秒17 渡辺 拓矢9081 ダンロップ公津ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ

10分33秒18 佐藤 凌9113 いちごだいふくｻﾄｳ ﾘｮｳ

10分38秒19 清水 崇之9095 東光高岳ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ

10分38秒20 本間　蒼良9159 越谷西高校ﾎﾝﾏ ｿﾗ

10分43秒21 吉田　朔9157 越谷西高校ﾖｼﾀﾞ ｻｸ

10分44秒22 追川 礼章9143 東京藝大大学院ｵｲｶﾜ ｱﾔﾄｼ

10分46秒23 飯島 弘稀9084 チームＤＨｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

11分02秒24 谷地 吉人9085 カクイチﾔﾁ ﾖｼﾄ

11分07秒25 齊田　悠人9176 鷲宮高校ｻｲﾀ ﾕｳﾄ

11分14秒26 藤田 康太郎9115 茨城高専ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ

11分16秒27 宮澤 博文9128 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ

11分16秒28 渡辺 弘幸9092 元地元ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

11分21秒29 佐久間 愛也9076 佐久間RCｻｸﾏ ｱｲﾔ

11分30秒30 中田 秀典9105 ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ

11分38秒31 山本　紀宏9015 山中グループ

11分49秒32 峯 靖9062 日本サイン株式会社ﾐﾈ ﾔｽｼ

12分00秒33 箭内 将人9146 ライズウィルﾔﾅｲ ﾏｻﾄ

12分02秒34 小野田　泰朗9178 白岡夜人走遊会ｵﾉﾀﾞ ﾔｽｱｷ

12分30秒35 小坂 裕一9100 ｺｻｶ ﾕｳｲﾁ

12分49秒36 坂口 順一郎9123 東京海上ミレアｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

12分52秒37 峯 稜一朗9063 杉戸高校ﾐﾈ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

12分57秒38 小河原 道之9109 ミレア競走部ｵｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾕｷ

13分01秒39 長谷川　将司9008 山中グループ

13分02秒40 吉住 宏紀9130 ﾖｼｽﾞﾐ ﾋﾛｷ

13分16秒41 片山 隼一9117 ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

13分22秒42 小林 尚人9111 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ

13分24秒43 大橋　雅人9180 久喜東中学校ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ

13分32秒44 石川 毅9077 jreiｲｼｶﾜ ﾂﾖｼ

13分42秒45 岡村 和彦9133 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ

13分43秒46 工藤 武志9054 埼玉りそなｸﾄﾞｳ ﾀｹｼ

13分45秒47 奈良　宗典9174 ﾅﾗ ｿｳｽｹ

13分53秒48 中山 弦太9145 聖地化久喜ＰＪﾅｶﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ

13分54秒49 奥野 潤9066 久喜市民ランナーｵｸﾉ ｼﾞｭﾝ

13分58秒50 田島 雄一9052 無所属ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ
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14分04秒51 江頭 英真9127 ｴｶﾞｼﾗ ﾋﾃﾞﾏｻ

14分11秒52 小林 稔9126 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ

14分19秒53 藤木 啓9152 ﾌｼﾞｷ ｹｲ

14分21秒54 小林　勝太9004 山中グループ

14分22秒55 鳥海 陽介9069 無しﾄﾘｳﾐ ﾖｳｽｹ

14分26秒56 渡辺 克彦9051 橋本総業ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ

14分32秒57 駒　拓実9155 久喜特別支援学校高２ｺﾏ ﾀｸﾐ

14分34秒58 栗原 拓也9134 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ

14分38秒59 大作　友憲9033 山中グループ

14分45秒60 髙野　雄太9028 山中グループ

14分45秒61 山中　玲雄9027 山中グループ

14分48秒62 佐藤 瞬9135 かざん園ＲＣｻﾄｳ ｼｭﾝ

14分54秒63 中田　貴浩9043 ㈱ショーモン

15分07秒64 竹見　成弘9171 武蔵野銀行久喜支店ﾀｹﾐ ﾅﾘﾋﾛ

15分19秒65 今　将人9003 山中グループ

15分26秒66 佐藤 佑紀9087 ｻﾄｳ ﾕｳｷ

15分29秒67 星 圭哉9058 昱株式会社ﾎｼ ｹｲﾔ

15分29秒68 高木 悠二朗16037 三箇小ﾀｶｷﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ

15分37秒69 中山　明典9005 山中グループ

15分38秒70 上田 涼9110 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ

15分39秒71 町田 裕隆9060 埼玉りそな銀行ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ

15分43秒72 中島　茂久9169 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾋｻ

15分47秒73 染谷 泉里9137 ｿﾒﾔ ｾﾝﾘ

15分59秒74 鈴木 大貴9151 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ

16分02秒75 白鳥 賢一郎9108 春日部ＥＲＣｼﾗﾄﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ

16分06秒76 田邉 順和9116 佐々木記念Ｃﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｶｽﾞ

16分09秒77 佐藤 亮太9053 会社員ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

16分10秒78 江森　祐貴9165 武蔵野銀行久喜支店ｴﾓﾘ ﾕｳｷ

16分10秒79 関根　研詞9168 武蔵野銀行久喜支店ｾｷﾈ ｹﾝｼﾞ

16分10秒80 半田 達也9132 エフテックﾊﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ

16分16秒81 関本　信洋9044 ㈱ショーモン

16分19秒82 中戸　聖佳9179 みずほ銀行ﾅｶﾄ ﾏｻﾖｼ

16分23秒83 江森　仁9024 山中グループ

16分26秒84 山崎 俊彦9129 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ

16分40秒85 小武海 亮9064 無所属ｺﾌﾞｶｲ ﾘｮｳ

16分42秒86 小松 裕生9136 ｺﾏﾂ ﾕｳｷ

16分43秒87 坂本　友秋9034 山中グループ

16分44秒88 上原　健太郎9041 山中グループ

16分51秒89 荻島 大介9093 ｵｷﾞｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ

16分51秒90 尾崎　彰吾9019 山中グループ

16分52秒91 大谷　真之9163 武蔵野銀行久喜支店ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾕｷ

16分57秒92 伊藤　龍矢9183 武蔵野銀行久喜支店ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ

17分00秒93 大久保　芳秋9013 山中グループ

17分01秒94 笈沼 忠行9102 ｵｲﾇﾏ ﾀﾀﾞﾕｷ

17分02秒95 青木 繁9074 久喜市役所ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ

17分06秒96 藤本　悠暉9170 武蔵野銀行久喜支店ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

17分07秒97 加藤 大宗9106 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑﾈ

17分07秒98 田之口 徹2326 ﾀﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

17分12秒99 大島　勉9042 山中グループ

17分14秒100 宇佐美　光寿9014 山中グループ
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17分14秒101 細川　隼9175 春日部工業高校ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ

17分18秒102 丸山　洋9173 久喜特別支援学校

17分20秒103 折原 正義9142 ｵﾘﾊﾗ ﾏｻﾖｼ

17分20秒104 髙松　勝9002 山中グループ

17分24秒105 小泉　佑介9018 山中グループ

17分24秒106 奈良　政騎9026 山中グループ

17分28秒107 小島 卓也9147 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ

17分28秒108 木村　真人9016 山中グループ

17分29秒109 福本　祐希9036 山中グループ

17分31秒110 足利　淳9006 山中グループ

17分32秒111 藤田 茂治9083 りすたーとﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾊﾙ

17分34秒112 熊木 清孝9096 東光高岳ｸﾏｷ ｷﾖﾀｶ

17分35秒113 恒松 勇治9075 久喜市ﾂﾈﾏﾂ ﾕｳｼﾞ

17分37秒114 戸張 慶一9079 （株）ｻﾝ精密化工研究所ﾄﾊﾞﾘ ﾉﾘｶｽﾞ

17分39秒115 篠田 健太9072 なしｼﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ

17分41秒116 奈良　晴夫9181

17分55秒117 竹内 二郎9101 ﾀｹｳﾁ ｼﾞﾛｳ

18分03秒118 小嶋　慎平9166 武蔵野銀行久喜支店ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾍﾟｲ

18分04秒119 大熊 宏彰9070 久喜市ｵｵｸﾏ ﾋﾛｱｷ

18分04秒120 野村 尚久9071 久喜市ﾉﾑﾗ ﾅｵﾋｻ

18分09秒121 関口　直人9017 山中グループ

18分27秒122 新井 　昌美9032 山中グループ

18分37秒123 黒木 直弥9048 橋本総業㈱ｸﾛｷ ﾅｵﾔ

18分39秒124 遠藤　昭雄9023 山中グループ

18分40秒125 中田　智9035 山中グループ

18分52秒126 海原　隆寿9007 山中グループ

18分55秒127 田端　一城9021 山中グループ

18分55秒128 居馬 大祐9082 りすたーとｲﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ

19分03秒129 小松 大9056 埼玉りそなｺﾏﾂ ﾊｼﾞﾒ

19分13秒130 中島　政人9020 山中グループ

19分14秒131 広瀬　智行9154 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾕｷ

19分16秒132 都築　勝則9010 山中グループ

19分17秒133 田中 俊一9124 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｲﾁ

19分20秒134 田端　雅也9022 山中グループ

19分24秒135 丸山　徹9172 久喜特別支援学校

19分34秒136 立花 将輝9089 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻｷ

19分35秒137 齋藤 大地9086 チームＤＨｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

19分39秒138 松本 悟9057 昱株式会社ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ

19分41秒139 太田 充彦9050 橋本総業（株）ｵｵﾀ ﾐﾂﾋｺ

19分42秒140 遠藤　大輔9177 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ

19分42秒141 島田 慎太郎9061 埼玉りそな銀行ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

19分50秒142 長原　光宏9164 武蔵野銀行久喜支店ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ

19分52秒143 大田　克己9037 山中グループ

19分56秒144 増田　広道9009 山中グループ

20分00秒145 渡辺　真9031 山中グループ

20分06秒146 三木　正晴9038 山中グループ

20分32秒147 御木　裕9161 武蔵野銀行久喜支店ﾐｷ ﾕﾀｶ

20分43秒148 増渕　斎9030 山中グループ

21分09秒149 西村　正弘9160 埼玉りそな銀行ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ

21分24秒150 神谷　正人9012 山中グループ
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21分29秒151 木村 大輔9080 桜田興業ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

21分53秒152 新川　英一9156 日中陸上部ＯＢｼﾝｶﾜ ｴｲｲﾁ

22分02秒153 八木 浩平9091 日本中央バスﾔｷﾞ ｺｳﾍｲ

22分18秒154 照内 文了9065 無所属ﾃﾙｳﾁ ﾌﾐｱｷ

26分48秒155 三谷　武士9011 山中グループ

27分21秒156 四家　正之9001 山中グループ

27分23秒157 平川 翔次9049 橋本総業(株)ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳｼﾞ

Athlete-Tag by CHOPPER


