
- 第2回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ　中学生女子

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

10分25秒1 山中 菜摘14009 久喜中学校ﾔﾏﾅｶ ﾅﾂﾐ

10分28秒2 蟹江 きりの14021 高萩北中ｶﾆｴ ｷﾘﾉ

10分33秒3 佐藤　友香14114 柏市立柏中学校ｻﾄｳ ﾕｳｶ

10分42秒4 木村 心優14026 古河総和南ｷﾑﾗ ﾐﾕ

10分57秒5 和田　美羽14111 栗橋東中学校ﾜﾀﾞ ﾐｳ

11分09秒6 神田 美咲14010 久喜中学校ｶﾝﾀﾞ ﾐｻｷ

11分20秒7 清水　杏夏14104 栗橋東中学校ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ

11分23秒8 山中 蕗々14013 久喜中ﾔﾏﾅｶ ｲｵﾘ

11分24秒9 榎本　実津穂14101 栗橋東中学校ｴﾉﾓﾄ ﾐﾂﾞﾎ

11分24秒10 菅谷 紗都14025 久喜中学校ｽｶﾞﾔ ｻﾄ

11分29秒11 後藤　千理14115 柏中学校ｺﾞﾄｳ ｾﾝﾘ

11分40秒12 黒木 望来14032 久喜中学校ｸﾛｷ ﾐｸ

11分43秒13 山口 優希14016 慈恩寺中学校ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ

11分51秒14 及川 渚彩14012 清新ＪＡＣｵｲｶﾜ ﾅｷﾞｻ

11分55秒15 吉田　桜乃14122 柏中ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅﾉ

11分59秒16 古澤 菜実14008 久喜中ﾌﾙｻﾜ ﾅﾐ

12分10秒17 阿部 万紘14011 久喜中学校ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ

12分13秒18 尾崎 由依14007 久喜中学陸上部ｵｻﾞｷ ﾕｲ

12分19秒19 中山 桜14023 久喜中ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗ

12分31秒20 中野 智翔14034 久喜中学校ﾅｶﾉ ﾁｶ

12分38秒21 大内 結愛14030 久喜中学校ｵｵｳﾁ ﾕｲｱ

12分40秒22 甲斐　輝14047 久喜東中学校ｶｲ ﾋｶﾙ

12分44秒23 井上 栞乃14070 太東中学校ｲﾉｳｴ ｶﾉ

12分47秒24 藤田 侑佳里14006 久喜中学校ﾌｼﾞﾀ ﾕｶﾘ

12分49秒25 安齊 千尋14018 久喜中陸上部ｱﾝｻﾞｲ ﾁﾋﾛ

12分50秒26 宮本 知佳14072 太東中学校ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶ

13分03秒27 赤城 琴乃14020 久喜中学校ｱｶｷﾞ ｺﾄﾉ

13分03秒28 吉田　ひなな14119 市川市第二中学校ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾅ

13分05秒29 平間 美朱14035 久喜中学校ﾋﾗﾏ ﾐｱｶ

13分07秒30 三上 瞬奈14071 太東中学校ﾐｶﾐ ﾏﾅ

13分08秒31 染谷　朋花14120 市川市第二中学校ｿﾒﾔ ﾄﾓｶ

13分09秒32 近藤 祐衣14004 市川市立第二中学校ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ

13分10秒33 高野 羅14003 久喜中陸上部ﾀｶﾉ ｱﾐ

13分20秒34 木村　愛未14049 久喜東中学校ｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ

13分25秒35 添野　智花14078 菖蒲中学校陸上部ｿｴﾉ ﾄﾓｶ

13分29秒36 長谷川　実有14065 久喜東中学校ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾕ

13分31秒37 渡辺 茉亜14017 久喜中学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾉｱ

13分37秒38 小林　真依14051 久喜東中学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ

13分38秒39 榎本　美貴14043 久喜東中学校ｴﾉﾓﾄ ﾐｷ

13分47秒40 平林　月凪14108 栗橋東中学校ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾂｷﾅ

13分48秒41 菊地 結菜14031 久喜中学校ｷｸﾁ ﾕｳﾅ

13分57秒42 秋庭　美空14098 栗橋東中学校ｱｷﾊﾞ ﾐｿﾗ

14分01秒43 増子　碧14083 菖蒲中学校陸上部ﾏｼｺ ｱｵｲ

14分01秒44 田端 智佳14019 久喜中学校ﾀﾊﾞﾀ ﾄﾓｶ

14分05秒45 千葉琴乃14091 菖蒲南中学校ﾁﾊﾞｺﾄﾉ

14分06秒46 篠崎　さやか14103 栗橋東中学校ｼﾉｻﾞｷ ｻﾔｶ

14分15秒47 二宮　由佳14112 久喜中学校陸上部ﾆﾉﾐﾔ ﾕｶ

14分17秒48 長谷川凜14096 菖蒲南中学校ﾊｾｶﾞﾜﾘﾘ

14分19秒49 飯塚真優14086 菖蒲南中学校ｲｲﾂﾞｶﾏﾋﾛ

14分21秒50 亀田 ソニカ14014 久喜中学校ｶﾒﾀﾞ ｿﾆｶ
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14分25秒51 岩﨑　沙来14073 菖蒲中学校陸上部ｲﾜｻｷ ｻﾗ

14分29秒52 笈沼 美音14015 栗橋西中学校ｵｲﾇﾏ ﾐｵﾝ

14分32秒53 一條　日向子14100 栗橋東中学校ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾅｺ

14分33秒54 丸山　佳澄14110 栗橋東中学校ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾐ

14分37秒55 冨澤 杏美14033 久喜中学校ﾄﾐｻﾞﾜ ｱﾐ

14分41秒56 藤井　美那14109 栗橋東中学校ﾌｼﾞｲ ﾐﾅ

14分42秒57 中井 彩友美14022 ﾅｶｲ ｱﾕﾐ

14分44秒58 新井 千晴14029 久喜中学校ｱﾗｲ ﾁﾊﾙ

14分46秒59 酒井 智悠14001 開智中学校ｻｶｲ ﾁﾊﾙ

14分48秒60 本田　麗愛14067 久喜東中学校ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲｱ

14分56秒61 須齋　凜14056 久喜東中学校ｽｻｲ ﾘﾝ

14分56秒62 大谷　涼葉14044 久喜東中学校ｵｵﾀﾆ ｽｽﾞﾊ

15分18秒63 中庭　愛美14079 菖蒲中学校陸上部ﾅｶﾆﾜ ﾏﾅﾐ

15分23秒64 関口　彩貴14058 久喜東中学校ｾｷｸﾞﾁ ｻｷ

15分39秒65 千葉咲14092 菖蒲南中学校ﾁﾏｻｸﾗ

15分41秒66 大野　ひかる14076 菖蒲中学校陸上部ｵｵﾉ ﾋｶﾙ

16分00秒67 大澤　優菜14075 菖蒲中学校陸上部ｵｵｻﾜ ﾕﾅ

16分06秒68 中島　佳音14063 久喜東中学校ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉﾝ

16分06秒69 神山　彩以14048 久喜東中学校ｶﾐﾔﾏ ｱｲ

16分10秒70 初山　心咲14080 菖蒲中学校陸上部ﾊﾂﾔﾏ ﾐｻｷ

16分11秒71 福島　瑞貴14081 菖蒲中学校陸上部ﾌｸｼﾏ ﾐｽﾞｷ

16分23秒72 大久保　天寿14074 菖蒲中学校陸上部ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝｼﾞｭ

16分28秒73 青木　優和14097 栗橋東中学校ｱｵｷ ﾕｳﾅ

16分29秒74 唐沢菜那14089 菖蒲南中学校ｶﾗｻﾜﾅﾅ

16分29秒75 東條あずみ14093 菖蒲南中学校ﾄｳｼﾞｮｳｱｽﾞﾐ

16分31秒76 竹内　琴音14062 久喜東中学校ﾀｹｳﾁ ｺﾄﾈ

16分47秒77 津田　和香奈14105 栗橋東中学校ﾂﾀﾞ ﾜｶﾅ

16分48秒78 小川　彩奈14046 久喜東中学校ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾅ

16分48秒79 今井　萌香14041 久喜東中学校ｲﾏｲ ﾓｴｶ

16分49秒80 鈴木　優心14057 久喜東中学校ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ

16分49秒81 石井　若菜14039 久喜東中学校ｲｼｲ ﾜｶﾅ

16分49秒82 早坂　織羽14066 久喜東中学校ﾊﾔｻｶ ｵﾘﾊ

16分51秒83 小林　未来14052 久喜東中学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ

16分51秒84 岩渕　朱莉14042 久喜東中学校ｲﾜﾌﾞﾁ ｱｶﾘ

16分52秒85 中島　知香14064 久喜東中学校ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｶ

16分52秒86 佐藤　亜美14055 久喜東中学校ｻﾄｳ ｱﾐ

16分55秒87 堀部　彩里14082 菖蒲中学校陸上部ﾎﾘﾍﾞ ｱﾔﾘ

17分19秒88 椎名　楓音14102 栗橋東中学校ｼｲﾅ ｶﾉﾝ

17分20秒89 遠藤凜佳14087 菖蒲南中学校ｴﾝﾄﾞｳﾘﾝｶ

17分27秒90 野本莉彩子14095 菖蒲南中学校ﾉﾓﾄﾘｻｺ

17分27秒91 外山真空14094 菖蒲南中学校ﾄﾔﾏｿﾗ

17分39秒92 関根　摩奈14059 久喜東中学校ｾｷﾈ ﾏﾅ

17分39秒93 大塚　希々花14045 久喜東中学校ｵｵﾂｶ ﾉﾉｶ

17分39秒94 町田　莉沙14068 久喜東中学校ﾏﾁﾀﾞ ﾘｻ

17分42秒95 長谷川 茉以14002 鷲宮西中学校ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ

17分48秒96 ライムンジ　ミキコ14085 菖蒲中学校陸上部ﾗｲﾑﾝｼﾞ ﾐｷｺ

17分59秒97 山田　結生14084 菖蒲中学校陸上部ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ

17分59秒98 鈴木　渚14077 菖蒲中学校陸上部ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞｻ

19分23秒99 添野 瑞稀14005 久喜市立菖蒲中学校ｿｴﾉ ﾐｽﾞｷ
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