
- 第2回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　親子ペア

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:03:00

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

7分31秒1 新井 裕之/新井陽翔19153 上野台小学校ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ/ｱﾗｲﾊﾙﾄ

7分41秒2 及川 勝弘/及川将大19133 美杉台小学校ｵｲｶﾜ ｶﾂﾋﾛ/ｵｲｶﾜﾏｻﾋﾛ

7分43秒3 鬼塚 康弘/鬼塚碧郁19143 上尾大石小ｵﾆﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ/ｵﾆﾂﾞｶｱｵｲ

7分47秒4 利根川 広樹/利根川悠樹19112 埼スタＳＣﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｷ/ﾄﾈｶﾞﾜﾊﾙｷ

7分49秒5 稲毛 広幸/稲毛葵保19129 市原ＡＣｲﾅｹﾞ ﾋﾛﾕｷ/ｲﾅｹﾞｷﾎ

8分21秒6 下瀬 俊道/下瀬 有咲19075 ｼﾓｾ ﾄｼﾐﾁ/ｼﾓｾ ｱﾘｻ

8分22秒7 東 健太/東知輝19156 備後小学校ﾋｶﾞｼ ｹﾝﾀ/ﾋｶﾞｼﾄﾓｷ

8分24秒8 横田　尚久/横田　琴子19067 ﾖｺﾀ ﾅｵﾋｻ/ﾖｺﾀ ｺﾄﾈ

8分27秒9 鈴木 章浩/鈴木瑛太19126 太田小学校ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ/ｽｽﾞｷｴｲﾀ

8分28秒10 小峰 拓也/小峰瑞生19160 チームゆりのきｺﾐﾈ ﾀｸﾔ/ｺﾐﾈﾐｽﾞｷ

8分29秒11 岩渕 俊輔/岩渕竜鷲19138 鷲宮小学校ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ/ｲﾜﾌﾞﾁﾘｭｳｾｲ

8分33秒12 岸 則行/岸凌市19135 ｷｼ ﾉﾘﾕｷ/ｷｼﾘｮｳｲﾁ

8分38秒13 安藤　直実/安藤　悠貴19021 砂原小学校ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾐ/ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

8分41秒14 花見　秀一/花見　莉来19180 久喜北小学校２年ﾊﾅﾐ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

8分48秒15 茶木　賢史/茶木　蒼太19204 桜田小学校ﾁｬｷ ｻﾄｼ

8分50秒16 木村 健太/木村結夢19175 下大野小ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ/ｷﾑﾗﾕﾒ

8分54秒17 大蔵 一史/大蔵正敬19145 栗橋南小ｵｵｸﾗ ｶｽﾞｼ/ｵｵｸﾗﾏｻﾀｶ

8分56秒18 高橋 正則/高橋勇多19140 栗橋南小学校ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ/ﾀｶﾊｼﾕｳﾀ

8分59秒19 中野 浩久/中野友太19113 久喜小学校ﾅｶﾉ ﾋﾛﾋｻ/ﾅｶﾉﾕｳﾀ

9分00秒20 瀬﨑　正樹/瀬﨑　惇平19202 ｾｻﾞｷ ﾏｻｷ

9分09秒21 折原　厚/折原　光19191 本町小学校ｵﾘﾊﾗ ｱﾂｼ

9分10秒22 小林　雅俊/小林　果鈴19068 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ/ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ

9分13秒23 上岡 洋晴/上岡洋太19163 祖師谷小学校ｶﾐｵｶ ﾋﾛﾊﾙ/ｶﾐｵｶﾖｳﾀ

9分14秒24 野﨑　和明/野﨑　大翔19211 久喜友誠館ﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｱｷ/

9分14秒25 加藤　杉夫/加藤　秋葉19189 久喜北小学校ｶﾄｳ ｽｷﾞｵ

9分17秒26 竹原 徹/竹原瀬夏19117 桜田小学校ﾀｹﾊﾗ ﾄｵﾙ/ﾀｹﾊﾗｾﾅ

9分19秒27 牧野 康隆/牧野 由莉19059 ﾏｷﾉ ﾔｽﾀｶ/ﾏｷﾉ ﾕﾘ

9分20秒28 衛藤　淳一/衛藤　遼19058 ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ｴﾄｳ ﾘｮｳ

9分22秒29 山本 明/山本陽太19131 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ/ﾔﾏﾓﾄﾖｳﾀ

9分23秒30 高塚　健/高塚　翼19020 ﾀｶﾂｶ ﾀｹｼ/ﾀｶﾂｶ ﾂﾊﾞｻ

9分24秒31 河村 真弥/河村龍聖19121 桜田小ｶﾜﾑﾗ ｼﾝﾔ/ｶﾜﾑﾗﾘｭｳｾｲ

9分25秒32 浜崎 正浩/浜崎弘人19154 久喜北小ﾊﾏｻｷ ﾏｻﾋﾛ/ﾊﾏｻｷﾋﾛﾄ

9分26秒33 渡辺　克博/渡辺　廉仁19050 芝川小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝﾄ

9分29秒34 川畑 公寛/川畑 和輝19023 鷲宮小学校ｶﾜﾊﾞﾀ ｷﾐﾋﾛ/ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ

9分30秒35 上瀧 源龍/上瀧匠太19155 東鷲宮ｳｴﾀｷ ｹﾞﾝﾘｭｳ/ｳｴﾀｷｼｮｳﾀ

9分31秒36 矢崎　智/矢崎　弘樹19007 久喜市立桜田小学校ﾔｻﾞｷ ﾋﾛｷ/ﾔｻﾞｷ ﾋﾛｷ

9分32秒37 逆井 範夫/逆井 優輝19026 ｻｶｻｲ ﾒｸﾞﾐ/ｻｶｻｲ ﾕｳｷ

9分33秒38 松本　聡/松本　琉輝19084 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ/ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｷ

9分34秒39 山田 裕/山田瑛翔19169 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ/ﾔﾏﾀﾞｴｲﾄ

9分34秒40 大日向 麻貴/大日向遥海19122 ｵｵﾋﾅﾀ ﾏｷ/ｵｵﾋﾅﾀﾊﾙﾐ

9分35秒41 佐藤　光宏/佐藤　快士19049 東鷲宮小学校ｻﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ/ｻﾄｳ ｶｲｼﾞ

9分36秒42 渡辺 典子/渡辺永遠19151 久喜東小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｺ/ﾜﾀﾅﾍﾞﾄﾜ

9分37秒43 森田 誠/森田凛香19115 久喜東小学校ﾓﾘﾀ ﾏｺﾄ/ﾓﾘﾀﾘﾝｶ

9分38秒44 荒井　宏明/荒井　蒼空19016 ｱﾗｲ ﾋﾛｱｷ/ｱﾗｲ ｿﾗ

9分38秒45 石﨑　聡之/石﨑　想大19201 桜田小学校ｲｼｻﾞｷ ｻﾄｼ

9分38秒46 宮内 智裕/宮内美帆19109 太田小学校ﾐﾔｳﾁ ﾄﾓﾋﾛ/ﾐﾔｳﾁﾐﾎ

9分39秒47 生山 陽/生山明香里19158 ｲｸﾔﾏ ﾖｳ/ｲｸﾔﾏｱｶﾘ

9分40秒48 比企 忍/比企珠希19161 栗橋小学校ﾋｷ ｼﾉﾌﾞ/ﾋｷﾀﾏｷ

9分40秒49 梶川 悟/梶川心結19149 原市南小学校ｶｼﾞｶﾜ ｻﾄﾙ/ｶｼﾞｶﾜﾐﾕｳ

9分42秒50 平澤　健一郎/平澤　美怜19043 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ/ﾋﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
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9分43秒51 五十嵐 豊/五十嵐日茉莉19159 久喜北小学校ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾀｶ/ｲｶﾞﾗｼﾋﾏﾘ

9分44秒52 丸山　哲哉/丸山　孝介19072 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾂﾔ/ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｽｹ

9分46秒53 中根　晶/中根　秀人19056 久喜東小学校ﾅｶﾈ ｱｷﾗ/ﾅｶﾈ ﾋﾃﾞﾄ

9分52秒54 後藤 信二/後藤 翔生19088 ｺﾞﾄｳ ﾏｷ/ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｾｲ

9分55秒55 清水 透/清水 拓也19044 久喜東ｼﾐｽﾞ ﾄｵﾙ/ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ

9分57秒56 渡邉 彰/渡邉慶太郎19142 舟戸小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ/ﾜﾀﾅﾍﾞｹｲﾀﾛｳ

9分58秒57 新居 ひろみ/新居 大知19038 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ/ｱﾗｲ ﾀﾞｲﾁ

9分58秒58 鈴木 大輔/鈴木 駿吾19060 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ/ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｺﾞ

10分01秒59 古島 貴之/古島 すみれ19091 ﾌﾙｼﾏ ﾀｶﾕｷ/ﾌﾙｼﾏ ｽﾐﾚ

10分02秒60 東野　理/東野　真大19079 ﾋｶﾞｼﾉ ｵｻﾑ/ﾋｶﾞｼﾉ ﾏﾋﾛ

10分03秒61 奈良　孝雪/横井　怜19041 ﾖｺｲ ﾚｲ/ﾖｺｲ ﾚｲ

10分04秒62 横手 見枝子/横手歩実19123 桜田小学校ﾖｺﾃ ﾐｴｺ/ﾖｺﾃｱﾕﾐ

10分04秒63 氏田 隆行/氏田陽菜19137 三室小学校ｳｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ/ｳｼﾞﾀﾋﾅ

10分04秒64 小林貴久/小林叶和19032 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋｻ/ｺﾊﾞﾔｼﾄﾜ

10分09秒65 柳  重満/柳  勇太郎19082 ﾔﾅｷﾞ ｼｹﾞﾐﾂ/ﾔﾅｷﾞ  ﾕｳﾀﾛｳ

10分10秒66 林 洋平/林沙羅19147 ﾊﾔｼ ﾖｳﾍｲ/ﾊﾔｼｻﾗ

10分12秒67 向井　潤/向井　悠翔19039 江面第一小学校ﾑｶｲ ｼﾞｭﾝ/ﾑｶｲ ﾕｳﾄ

10分12秒68 石田彰宏/石田壮19011 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ/ｲｼﾀﾞｿｳ

10分13秒69 服部　紀行/服部　結樹19012 久喜小学校ﾊｯﾄﾘ ﾉﾘﾕｷ/ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ

10分15秒70 横山　孝志/横山　孝成19192 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ

10分18秒71 澤木 由貴/澤木壮司19139 ｻﾜｷ ﾕｷ/ｻﾜｷｿｳｼ

10分20秒72 黒須　健司/黒須　大翔19048 東鷲宮小学校ｸﾛｽ ﾕｶ/ｸﾛｽ ﾋﾛﾄ

10分20秒73 岡本　哲郎/岡本　悠希19185 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂｵ

10分21秒74 加藤　幸代/加藤　彩葉19188 久喜北小学校ｶﾄｳ ｻﾁﾖ

10分22秒75 比企　規明/比企　翔音19100 久喜友誠館陸上クラブﾋｷ ﾏﾔ/ﾋｷ ｶｵﾝ

10分23秒76 中井 智胤/中井 健太郎19005 ﾅｶｲ ﾋﾛﾐ/ﾅｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ

10分23秒77 武井 洋子/武井 心海19057 ﾀｹｲ ﾖｳｺ/ﾀｹｲ ｺｺﾐ

10分23秒78 塚田　美奈子/塚田　宙大19205 久喜東小2年ﾂｶﾀﾞ ﾐﾅｺ

10分25秒79 清水　麻紀/清水　悠右19002 草加小学校ｼﾐｽﾞ ﾏｷ/ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ

10分27秒80 久下 真紀/久下美咲19124 栗橋西小学校ｸｹﾞ ﾏｷ/ｸｹﾞﾐｻｷ

10分28秒81 田中 幸代/田中結人19164 ﾀﾅｶ ｻﾁﾖ/ﾀﾅｶﾕｲﾄ

10分28秒82 山之内　正樹/山之内　竜惺19018 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏｻｷ/ﾔﾏﾉｳﾁ ﾘｭｳｾｲ

10分28秒83 手塚 奈緒/手塚智哉19174 泰平小学校ﾃﾂﾞｶ ﾅｵ/ﾃﾂﾞｶﾄﾓﾔ

10分29秒84 山家 正弘/山家みなみ19132 久喜小学校ﾔﾏｲｴ ﾏｻﾋﾛ/ﾔﾏｲｴﾐﾅﾐ

10分30秒85 多田 涼子/多田 千紘19022 久喜北小学校ﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ/ﾀﾀﾞ ﾁﾋﾛ

10分31秒86 川口 舞/川口暁19146 東鷲宮小学校ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｲ/ｶﾜｸﾞﾁｻﾄﾙ

10分33秒87 芝田祐樹/芝田奏一朗19077 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ/ｼﾊﾞﾀｿｳｲﾁﾛｳ

10分34秒88 山本 修身/山本悠磨19162 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾐ/ﾔﾏﾓﾄﾕｳﾏ

10分34秒89 芝田祐樹/芝田奏一朗19078 ｼﾊﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ/ｼﾊﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

10分34秒90 岩瀬 めぐみ/岩瀬ひより19120 桜田小学校ｲﾜｾ ﾒｸﾞﾐ/ｲﾜｾﾋﾖﾘ

10分35秒91 小野塚 理/小野塚智香19128 桜田小学校ｵﾉﾂﾞｶ ｵｻﾑ/ｵﾉﾂﾞｶﾄﾓｶ

10分37秒92 小沢 亮二/小沢美陽19173 ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ/ｵｻﾞﾜﾐﾊﾙ

10分38秒93 遠藤　清明/遠藤　咲希19198 桜田小学校ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｱｷ

10分39秒94 須賀　章悟/須賀　一葵19190 太田小学校ｽｶﾞ ｱｷﾉﾘ

10分40秒95 関崎 勉/関崎陽都19172 大桑小学校ｾｷｻﾞｷ ﾂﾄﾑ/ｾｷｻﾞｷﾊﾙﾄ

10分44秒96 黒脛 明広/黒脛　耕太郎19029 ｸﾛﾊﾊﾞｷ ﾃﾙﾖ/ｸﾛﾊﾊﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ

10分46秒97 斉藤　光晴/斉藤　颯大19033 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ/ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ

10分50秒98 小松　稔/小松　朋広19003 ｺﾏﾂ ﾐﾉﾙ/ｺﾏﾂ ﾄﾓﾋﾛ

10分51秒99 伊藤 優/伊藤凜19116 久喜小学校ｲﾄｳ ﾏｻﾙ/ｲﾄｳﾘﾝ

10分56秒100 砂川　正幸/砂川　将紀19200 久喜市立桜田小学校ｽﾅｶﾜ ﾏｻﾕｷ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第2回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　親子ペア

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:03:00

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58秒101 増井 智絵/増井椛絵19165 桜田小学校ﾏｽｲ ﾁｴ/ﾏｽｲﾓｴ

10分58秒102 新藤 康晴/新藤 倫琉19001 ｼﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾊﾙ/ｼﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾙ

10分59秒103 中原　康行/中原　佑心19028 久喜東小学校ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾕｷ/ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｼﾝ

11分00秒104 田中 和明/田中 乃愛19006 栗橋西小学校ﾀﾅｶ ｶｽﾞｱｷ/ﾀﾅｶ ﾉｱ

11分01秒105 水内 洋樹/水内 琉翔19062 砂原小学校ﾐｽﾞｳﾁ ﾄﾓﾐ/ﾐｽﾞｳﾁ ﾘｭｳﾄ

11分02秒106 長谷部　里子/長谷部　あい19025 久喜市立小林小学校ﾊｾﾍﾞ ｻﾄｺ/ﾊｾﾍﾞ ｱｲｶ

11分02秒107 松村 慎弥/松村祐斗19119 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝﾔ/ﾏﾂﾑﾗﾕｳﾄ

11分03秒108 白石 雄一/白石 匠19090 栗橋小学校ｼﾗｲｼ ﾕｳｲﾁ/ｼﾗｲｼ ﾀｸﾐ

11分04秒109 甚田 里美/甚田和輝19166 沼影小学校ｼﾞﾝﾀ ｻﾄﾐ/ｼﾞﾝﾀｶｽﾞｷ

11分04秒110 内藤 勇樹/内藤 陽斗19037 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ/ﾅｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

11分05秒111 金子 文枝/金子耕三19108 ｶﾈｺ ﾌﾐｴ/ｶﾈｺｺｳｿﾞｳ

11分06秒112 金尾　由香/梨沙19215

11分07秒113 高橋 桂/高橋 貫太19015 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ/ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ

11分08秒114 田中 寿久/田中佑芽19127 菖蒲東小学校ﾀﾅｶ ﾔｽﾋｻ/ﾀﾅｶﾕﾒ

11分08秒115 真砂 冬愛/真砂瑶椰19103 清瀬第六小学校ﾏｻｺﾞ ﾄﾓｴ/ﾏｻｺﾞﾏﾔ

11分13秒116 鈴木 浩司/鈴木 謙介19008 久喜市立栗橋西小学校ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ/ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ

11分16秒117 歌代 匠/歌代和真19107 栗橋小学校ｳﾀｼﾛ ﾀｸﾐ/ｳﾀｼﾛｶｽﾞﾏ

11分16秒118 藤井　未記/藤井　涼19193 桜田小学校ﾌｼﾞｲ ﾐｷ

11分17秒119 上岡　千恵子/上岡　洋斗19089 ｶﾐｵｶ ﾁｴｺ/ｶﾐｵｶ ﾋﾛﾄ

11分19秒120 松吉 麻紀/松吉 翔大19052 ﾏﾂﾖｼ ﾏｷ/ﾏﾂﾖｼ ｼｮｳﾀ

11分19秒121 櫻井　勇太/櫻井　杏19014 東鷲宮小学校ｻｸﾗｲ ﾏｺﾄ/ｻｸﾗｲ ｱﾝ

11分20秒122 佐藤 真由美/佐藤柊19114 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ/ｻﾄｳｼｭｳ

11分22秒123 荒井　昌美/荒井　里音19195 久喜東小１年

11分22秒124 柴野 由絵/柴野颯19104 桜田小学校ｼﾊﾞﾉ ﾖｼｴ/ｼﾊﾞﾉﾊﾔﾃ

11分23秒125 茂手木 弘之/茂手木 春翔19051 ﾓﾃｷ ﾋﾛﾕｷ/ﾓﾃｷ ﾊﾙﾄ

11分24秒126 小島 あゆみ/小島希愛19134 青毛小学校ｺｼﾞﾏ ｱﾕﾐ/ｺｼﾞﾏﾉｱ

11分25秒127 志間　佐和/志間　陽文19178 砂原小ｼﾏ ｻﾜ

11分25秒128 澤木　克友/澤木　風斗19061 ｻﾜｷ ｶﾂﾄﾓ/ｻﾜｷ ﾌｳﾄ

11分26秒129 小武海　桂子/小武海　凛19069 ｺﾌﾞｶｲ ｹｲｺ/ｺﾌﾞｶｲ ﾘﾝ

11分26秒130 池谷 健三/池谷 倫子19027 ｲｹﾔ ｹﾝｿﾞｳ/ｲｹﾔ ﾘﾝｺ

11分27秒131 青山 茂之/青山瑠那19152 ｱｵﾔﾏ ｼｹﾞﾕｷ/ｱｵﾔﾏﾙﾅ

11分27秒132 渡辺 昌治/渡辺陽亮19130 久喜東小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ/ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｳｽｹ

11分30秒133 小野 淳仁/小野 隼清19046 ｵﾉ ｱﾂﾋﾄ/ｵﾉ ｼｭﾝｾｲ

11分33秒134 永井　俊光/永井　晃成19209 久喜市立桜田小学校ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾐﾂ

11分36秒135 佐藤　武明/佐藤　結衣香19074 ｻﾄｳ ﾀｹｱｷ/ｻﾄｳ ﾕｲｶ

11分41秒136 安藤 健太郎/安藤 江梨花19096 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀﾛｳ/ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ

11分43秒137 印南　智史/印南　綾乃19182 江面第二小学校ｲﾝﾅﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ

11分45秒138 芝﨑智士/芝﨑大翔19086 ｼﾊﾞｻｷ ｻﾄｼ/ｼﾊﾞｻｷﾋﾛﾄ

11分46秒139 瀬田　祐子/瀬田　晴翔19017 ｾﾀ ﾕｳｺ/ｾﾀ ﾊﾙﾄ

11分48秒140 大竹 逸人/大竹晴己19168 ｵｵﾀｹ ﾊﾔﾄ/ｵｵﾀｹﾊﾙｷ

11分56秒141 関根　進/関根　悠斗19102 ｾｷﾈ ｽｽﾑ/ｾｷﾈ ﾕﾋﾄ

11分58秒142 山田 尚登/山田 梨乃19101 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ/ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ

12分01秒143 稲田　秀一/稲田　凌馬19035 ｲﾅﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ/ｲﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

12分04秒144 髙橋 稔/髙橋 愛19047 久喜小学校ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ/ﾀｶﾊｼ ﾏﾅ

12分09秒145 塩谷 昭仁/塩谷 昊太19095 ｼｵﾔ ｱｷﾋﾄ/ｼｵﾔ ｱﾀ

12分13秒146 吉田 美徳/吉田維吹19144 植竹小学校ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ/ﾖｼﾀﾞｲﾌﾞｷ

12分13秒147 小見　悦子/小見　秀明19087 ｵﾐ ｴﾂｺ/ｵﾐ ﾋﾃﾞｱｷ

12分14秒148 原田　真知子/原田　晴真19194

12分15秒149 那須　真義/那須　智仁19196 市内栢間小学校ﾅｽ ﾏｻﾖｼ

12分16秒150 戸田　雅範/戸田　結菜19184 久喜小学校ﾄﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ
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- 第2回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　親子ペア

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:03:00

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

12分17秒151 菅原 真梨子/菅原　煌生19073 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾘｺ/ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｾｲ

12分18秒152 久保　篤史/久保　楓19210 久喜市立桜田小学校ｸﾎﾞ ｱﾂｼ/ｸﾎﾞ ｶｴﾃﾞ

12分18秒153 木村　文恵/木村　柚月19206

12分18秒154 渡邉　明義/渡邉　悠花19208 桜田小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾖｼ

12分19秒155 坪井 久愉/坪井 優音19009 ﾂﾎﾞｲ ﾋｻﾖｼ/ﾂﾎﾞｲ ﾕｳﾄ

12分25秒156 依田 理香子/依田希珠香19118 三箇小学校ﾖﾀﾞ ﾘｶｺ/ﾖﾀﾞｷﾐｶ

12分25秒157 伊藤　美幸/伊藤　愛花19076 ｲﾄｳ ﾐﾕｷ/ｲﾄｳ ｱｲｶ

12分26秒158 大和田　亜矢子/大和田　康19042 ｵｵﾜﾀﾞ ｱﾔｺ/ｵｵﾜﾀﾞ ｺｳｽｹ

12分29秒159 内藤 彩乃/内藤 陸人19036 ﾅｲﾄｳ ｱﾔﾉ/ﾅｲﾄｳ ﾘｸﾄ

12分29秒160 corbeaumanfred/コルボ涼真19177 ｺﾙﾎﾞ ﾏﾝﾌﾚｯﾄﾞ/ｺﾙﾎﾞﾘｮｳﾏ

12分31秒161 高橋　恵美子/高橋　由衣19031 栗橋南ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ/ﾀｶﾊｼ ﾕｲ

12分35秒162 山根 弦/山根 凜19010 久喜小学校ﾔﾏﾈ ｹﾞﾝ/ﾔﾏﾈ ﾘﾝ

12分35秒163 石井 正浩/石井 ひかり19085 久喜小学校ｲｼｲ ﾏｻﾋﾛ/ｲｼｲ ﾋｶﾘ

12分37秒164 須田　諭/須田　千智19183 ｽﾀﾞ ｻﾄｼ

12分38秒165 川口 めぐみ/川口茉央19167 菖蒲東小学校ｶﾜｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ/ｶﾜｸﾞﾁﾏｵ

12分39秒166 大沢　千晶/大沢　太尊19004 ｵｵｻﾜ ﾁｱｷ/ｵｵｻﾜ ﾀｲｿﾝ

12分40秒167 中山　信良/中山　心丈19179 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾖｼ

12分40秒168 松井　佳美/松井　彩和19187 桜田小学校ﾏﾂｲ ﾖｼﾐ

12分41秒169 五十嵐　忍/五十嵐　亘19186 東鷲宮小学校ｲｶﾞﾗｼ ｼﾉﾌﾞ

12分47秒170 高瀬　瞳/高瀬　夢乃19013 東鷲宮小学校ﾀｶｾ ﾋﾄﾐ/ﾀｶｾ ﾕﾒﾉ

12分48秒171 杉浦　直人/杉浦　紗菜19092 ｽｷﾞｳﾗ ﾅｵﾄ/ｽｷﾞｳﾗ ｻﾅ

12分51秒172 五十嵐　正/五十嵐　茉央19019 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾀﾞｼ/ｲｶﾞﾗｼ ﾏｵ

12分55秒173 熊倉 優子/熊倉柚羽19176 ｸﾏｸﾗ ﾕｳｺ/ｸﾏｸﾗﾕﾜ

12分57秒174 長澤　裕一郎/長澤　琉伊斗19214

13分00秒175 根岸　正紀/根岸　郁斗19030 ﾈｷﾞｼ ﾏｻｷ/ﾈｷﾞｼ ｲｸﾄ

13分03秒176 湯浅 律子/湯浅勇翔19136 ﾕｱｻ ﾘﾂｺ/ﾕｱｻﾊﾔﾄ

13分03秒177 島村　京美/島村　真奈19207

13分05秒178 島 和美/島　ゆきほ19064 ｴﾊﾗ ﾐﾎｺ/ｼﾏ ﾕｷﾎ

13分06秒179 江原 美保子/江原 心晴19063 ｴﾊﾗ ﾐﾎｺ/ｴﾊﾗ ｺﾊﾙ

13分07秒180 山口　悟/山口　真穂19094 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾙ/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾎ

13分07秒181 浅井　真/浅井　愛栞19055 ｱｻｲ ﾏｺﾄ/ｱｻｲ ﾏﾅｶ

13分11秒182 宮田 真理子/宮田 さくら19065 ﾐﾔﾀ ﾏﾘｺ/ﾐﾔﾀ ｻｸﾗ

13分17秒183 向嶌 涼/向嶌一惺19157 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾘｮｳ/ﾑｺｳｼﾞﾏｲｯｾｲ

13分17秒184 三浦　英樹/三浦　柚衣香19199 桜田小学校ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｷ

13分30秒185 大石 恵美子/大石直弥19105 ｵｵｲｼ ｴﾐｺ/ｵｵｲｼﾅｵﾔ

13分41秒186 山崎 要子/山崎 優太19066 久喜北小ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｱｷ/ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ

13分54秒187 大木 勉/大木  翼19070 ｵｵｷ ﾂﾊﾞｻ/ｵｵｷ  ﾂﾊﾞｻ

14分08秒188 山中　大吾/山中　玲依19212 山中グループ

14分09秒189 山川　太一/山川　澄夏19197 桜田小学校ﾔﾏｶﾜ ﾀｲﾁ

14分17秒190 菅原 美智/菅原 由菜19080 栗橋南小学校ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾅ/ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾅ

14分21秒191 萩尾 理絵/萩尾朱里19171 東鷲宮小ﾊｷﾞｵ ﾘｴ/ﾊｷﾞｵｱｶﾘ

14分25秒192 足利　和代/足利　元詩19213 山中グループ

14分33秒193 小野目 千景/小野目匡秀19106 ＳＲＣｵﾉﾒ ﾁｶｹﾞ/ｵﾉﾒﾏｻﾋﾃﾞ

14分39秒194 長谷川  高史/長谷川    19053 上内小学校ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ/ﾊｾｶﾞﾜ   ﾐﾕ

14分39秒195 間宮裕子/間宮凪音19097 ﾏﾐﾔ ﾋﾛｺ/ﾏﾐﾔﾅｵ

15分30秒196 岡野 有希/岡野 瑠渚19081 所沢小ｵｶﾉ ﾕｷ/ｵｶﾉ ﾙﾅ

15分38秒197 梶原 義隆/梶原央利葉19170 桜田小ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾀｶ/ｶｼﾞﾜﾗｵﾄﾊ

15分44秒198 須藤  靖子/須藤  開斗19024 久喜東小学校ｽﾄﾞｳ ﾔｽｺ/ｽﾄﾞｳ  ｶｲﾄ

17分44秒199 河田　大樹/河田　華蓮19099 ｶﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ/ｶﾜﾀﾞ ｶﾚﾝ

18分14秒200 嶋田 利恵/嶋田 陽凪汰19093 あやめ保育園ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ/ｼﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ
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