
- 第2回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　小学生女子（５年～６年）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:00:00

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

6分55秒1 萬谷 梨央17021 ファイト川越ﾖﾛｽﾞﾔ ﾘｵ

7分12秒2 島田 茜17015 ｼﾏﾀﾞ ｱｶﾈ

7分14秒3 齋藤 梨央17034 ｻｲﾄｳ ﾘｵ

7分20秒4 佐藤　彩乃17093 白岡Ｊｒｻﾄｳ ｱﾔﾉ

7分22秒5 杉山 奈子17010 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｺ

7分53秒6 島田 恵17016 ｼﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

7分54秒7 宮本 佳歩17056 太田小学校ﾐﾔﾓﾄ ｶﾎ

7分56秒8 佐藤 由唯17020 泰平小学校ｻﾄｳ ﾕｲ

7分57秒9 内田 遥菜17019 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾅ

7分58秒10 田名網　知恵17044 久喜小学校ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ

8分02秒11 作間 芽依17027 入西小学校ｻｸﾏ ﾒｲ

8分03秒12 石井 結衣17029 東葛ＲＣｲｼｲ ﾕｲ

8分05秒13 中山　彩音17067 久喜東小学校ﾅｶﾔﾏ ｱﾔﾈ

8分10秒14 田口 侑芽17033 伊奈南ﾀｸﾞﾁ ﾕﾒ

8分11秒15 長谷川 あみ17024 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾐ

8分14秒16 田中　彩心17045 久喜小学校ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ

8分18秒17 戸賀崎 まゆ17008 久喜友誠館陸上クラブﾄｶﾞｻｷ ﾏﾕ

8分20秒18 町田 瑠璃華17055 太田小学校ﾏﾁﾀﾞ ﾙﾘｶ

8分20秒19 小貫　遥香17039 久喜小学校ｵﾇｷ ﾊﾙｶ

8分22秒20 木下 紬17051 太田小学校ｷﾉｼﾀ ﾂﾑｷﾞ

8分24秒21 源田 歌乃17052 太田小学校ｹﾞﾝﾀﾞ ｶﾉ

8分25秒22 鈴木 爽月17022 小針北小学校ｽｽﾞｷ ｻﾂｷ

8分27秒23 成澤 美紅17023 青毛小ﾅﾘｻﾜ ﾐｸ

8分27秒24 保科 美海17001 青毛小学校ﾎｼﾅ ﾐﾅﾐ

8分29秒25 矢部 菜々美17005 春日部市立正善小学校ﾔﾍﾞ ﾅﾅﾐ

8分35秒26 ホール　愛陽17048 久喜小学校ﾎｰﾙ ﾏﾔ

8分35秒27 福田 千尋17054 太田小学校ﾌｸﾀﾞ ﾁﾋﾛ

8分37秒28 小峰 歩実17028 チームゆりのきｺﾐﾈ ｱﾕﾐ

8分38秒29 須藤 美薫17090 東鷲宮小学校ｽﾄﾞｳ ﾐﾕｷ

8分39秒30 関 未友里17031 ｾｷ ﾐﾕﾘ

8分39秒31 高橋 葵17002 栗橋南ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ

8分39秒32 木村 美紅17065 青毛小学校ｷﾑﾗ ﾐｸ

8分39秒33 狩野　円花17040 久喜小学校ｶﾉｳ ﾏﾄﾞｶ

8分41秒34 鈴木　星那17063 青葉小学校ｽｽﾞｷ ｾﾅ

8分43秒35 関口　さくら17042 久喜小学校ｾｷｸﾞﾁ ｻｸﾗ

8分45秒36 中山 桃寧17009 ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓﾈ

8分48秒37 稲橋　美玲17081 砂原小学校ｲﾅﾊｼ ﾐﾚｲ

8分54秒38 丸山 葵生17066 青毛小学校ﾏﾙﾔﾏ ｱｵｲ

8分57秒39 田口　夏光17092 久喜市立桜田小学校ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ

9分01秒40 寺島　すみれ17085 砂原小学校ﾃﾗｼﾏ ｽﾐﾚ

9分04秒41 荒井 菜々美17014 三橋小学校ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ

9分07秒42 宮沢　麻央17087 砂原小学校ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｵ

9分07秒43 茂木　千春17049 久喜小学校ﾓｷﾞ ﾁﾊﾙ

9分11秒44 山崎 舞衣17035 桜田小学校ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｲ

9分14秒45 渡部 花音17030 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ

9分16秒46 髙橋　茉柚子17043 久喜小学校ﾀｶﾊｼ ﾏﾕｺ

9分20秒47 山口　奈弓17050 久喜小学校ﾔﾅｸﾞﾁ ﾅﾕ

9分24秒48 小林 千鶴17089 東鷲宮小学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ

9分25秒49 斎藤　優衣17058 江面第二小学校ｻｲﾄｳ ﾕｲ

9分25秒50 内田 葵衣17018 ｳﾁﾀﾞ ｱｵｲ
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9分29秒51 長沢 美空17053 太田小学校ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｸ

9分29秒52 菅原 菜々17006 栗橋南小学校ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾅ

9分30秒53 小河原　莉緒17060 青葉小学校ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｵ

9分33秒54 神保　実咲17041 久喜小学校ｼﾞﾝﾎﾞ ﾐｻｷ

9分38秒55 甚田 くるみ17032 沼影小学校ｼﾞﾝﾀ ｸﾙﾐ

9分46秒56 川合　香乃17077 上内小学校ｶﾜｲ ｶﾉ

9分50秒57 松木 彩乃17073 桜田小学校ﾏﾂｷ ｱﾔﾉ

10分00秒58 福田 結香17071 桜田小学校ﾌｸﾀﾞ ﾕｲｶ

10分03秒59 寺内 穂香17070 桜田小学校ﾃﾗｳﾁ ﾎﾉｶ

10分08秒60 早乙女　友里17083 砂原小学校ｻｵﾄﾒ ﾕﾘ

10分11秒61 藤田 柚来17072 桜田小学校ﾌｼﾞﾀ ﾕﾗ

10分11秒62 荒井 結愛17069 桜田小学校ｱﾗｲ ﾕｲ

10分12秒63 下田　亜紗美17062 青葉小学校ｼﾓﾀﾞ ｱｻﾐ

10分23秒64 小島　杏莉17094 わしのみや小学校ｺｼﾞﾏ ｱﾝﾘ

10分26秒65 鈴木　麗菜17064 青葉小学校ｽｽﾞｷ ﾚｲﾅ

10分27秒66 石井　彩葵17038 久喜小学校ｲｼｲ ｻｷ

10分27秒67 中山　夢唯17047 久喜小学校ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ

10分30秒68 金子　遥菜17059 青葉小学校ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ

10分34秒69 小谷　梨緒17082 砂原小学校ｺﾀﾆ ﾘｵ

10分34秒70 酒井　心佑17084 砂原小学校ｻｶｲ ﾐｳ

10分42秒71 新井　ひなり17057 江面第一小学校ｱﾗｲ ﾋﾅﾘ

11分35秒72 山﨑　さくら17088 砂原小学校ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ

11分40秒73 阿部　珠愛17074 上内小学校ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾘｱ

11分40秒74 齋藤　穂乃花17078 上内小学校ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ

11分55秒75 鈴木 詩織17007 ㈱ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｽｽﾞｷ ｼｵﾘ

11分55秒76 田所　初与佳17079 上内小学校ﾀﾄﾞｺﾛ ｿﾖｶ

11分55秒77 生雲　和佳奈17075 上内小学校ｲｸﾓ ﾜｶﾅ

12分06秒78 平野　真尋17080 上内小学校ﾋﾗﾉ ﾏﾋﾛ

12分29秒79 仲山　舞夢17046 久喜小学校ﾅｶﾔﾏ ﾏﾕ
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