
第３回よろこびのまち久喜マラソン大会
総合結果・種目：３ｋｍの部

順位 種目 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 一般男子（高校生～49歳以下）B9091 0:09:06 高柴 玲央 タカシバ レオ -
2 中学生男子 B13024 0:09:14 小林 智奈 コバヤシ トモナ 東浦和中学校
3 一般男子（高校生～49歳以下）B9147 0:09:24 野上 雄弘 ノガミ カズヒロ -
4 一般男子（高校生～49歳以下）B9132 0:09:25 坂田 義志 サカタ ヨシユキ 上尾市陸上競技協会
5 中学生男子 B13037 0:09:27 日高 志允 ヒタカ ユキマサ 久喜中陸上部
6 中学生男子 B13161 0:09:27 二宮　翔太朗 ニノミヤ ショウタロウ市川市立第2中学校
7 中学生男子 B13030 0:09:32 新井 健斗 アライ ケント 久喜中学校
8 中学生男子 B13162 0:09:43 森　寛太 モリ カンタ 久喜中学校
9 中学生男子 B13028 0:09:44 久保 哲汰 クボ テツタ 市川市立第二中学校

10 一般男子（高校生～49歳以下）B9139 0:09:46 石田 雄大 イシダ タケヒロ 桃ちゃんチーム
11 一般男子（高校生～49歳以下）B9093 0:09:50 内藤 貴之 ナイトウ タカユキ -
12 一般男子（高校生～49歳以下）B9123 0:09:52 根岸 博幸 ネギシ ヒロユキ ようざん
13 中学生男子 B13012 0:09:56 深川 寛聡 フカガワ ヒロサト -
14 一般男子（高校生～49歳以下）B9094 0:09:57 内藤 智之 ナイトウ トモユキ -
15 中学生男子 B13039 0:09:57 星野 信玄 ホシノ シンゲン 久喜中陸上部
16 中学生男子 B13056 0:10:00 萩原 一帆 ハギハラ カズホ 羽生南中
17 中学生男子 B13017 0:10:01 木村 蒼希 キムラ ソウキ -
18 一般男子（高校生～49歳以下）B9150 0:10:02 髙橋 和也 タカハシ カズヤ 久喜友誠館陸上クラブ
19 中学生男子 B13006 0:10:02 菅野 天翔 スガノ タカト 久喜中学校
20 中学生男子 B13036 0:10:03 大屋 渉悟 オオヤ ショウゴ 羽生南中学校
21 中学生男子 B13011 0:10:06 鍵山 光琉 カギヤマ ヒカル 友誠館ゆうせいかん友誠館
22 一般男子（高校生～49歳以下）B9077 0:10:07 権田 悟巳 ゴンダ サトシ ０１ＲＵＮ
23 中学生男子 B13044 0:10:07 伊藤 卓斗 イトウ タクト -
24 中学生男子 B13143 0:10:08 向井　和哉 ムカイ　カズヤ 久喜市立栗橋東中学校
25 中学生男子 B13025 0:10:08 小川 琉聖 オガワ リュウセイ -
26 中学生男子 B13164 0:10:10 上澤　唯史 カミサワ ユサ -
27 中学生男子 B13086 0:10:13 西井戸　快 ニシイド　カイ 久喜東中学校
28 中学生男子 B13171 0:10:16 猿田　智也 サルタ トモヤ 市川市立第二中学校
29 中学生女子 B14014 0:10:17 山中 菜摘 ヤマナカ ナツミ 久喜中学校陸上競技部
30 一般男子（高校生～49歳以下）B9152 0:10:18 荒井 健汰 アライ ケンタ -
31 一般男子（高校生～49歳以下）B9080 0:10:19 田沢 康至 タザワ ヤスユキ -
32 中学生男子 B13033 0:10:19 高村 慧 タカムラ サトル 開智未来
33 中学生男子 B13055 0:10:20 青木 維吹 アオキ イブキ 羽生南中
34 中学生男子 B13019 0:10:21 伊藤 幸太郎 イトウ コウタロウ 久喜友誠館陸上クラブ
35 中学生男子 B13007 0:10:22 松木 慧 マツキ ケイ 千葉県市川市立第二中学校
36 中学生男子 B13073 0:10:24 山野辺　怜司 ヤマノベ　レイジ 久喜東中学校
37 一般男子（高校生～49歳以下）B9079 0:10:26 黒須 健太 クロス ケンタ カットサロンＫ
38 中学生男子 B13038 0:10:26 明石 樹生 アカシ タツキ 久喜中陸上部
39 中学生男子 B13145 0:10:26 三浦　宏太 ミウラ　コウタ 久喜市立栗橋東中学校
40 中学生男子 B13016 0:10:28 村山 俊輔 ムラヤマ シュンスケ市川市立第二中学校
41 一般男子（高校生～49歳以下）B9122 0:10:31 杉野 彰信 スギノ アキノブ ＤＦＳ
42 中学生男子 B13142 0:10:33 丹野　晴仁 タンノ　ハルト 久喜市立栗橋東中学校
43 中学生男子 B13046 0:10:33 長谷川 颯人 ハセガワ ハヤト 久喜中学校
44 一般男子（50歳代以上） B10018 0:10:35 戸ヶ崎 鉄郎 トガサキ テツロウ カナガワＲＣ
45 中学生男子 B13027 0:10:37 松永 宏樹 マツナガ ヒロキ -
46 中学生男子 B13059 0:10:38 宮崎 寛人 ミヤザキ ヒロト 開智未来中学高等学校
47 中学生男子 B13040 0:10:39 小島 潤也 コジマ ジュンヤ -
48 中学生男子 B13009 0:10:40 村山 勝哉 ムラヤマ カツヤ 市川二中
49 中学生男子 B13026 0:10:41 岩田 佑 イワタ タスク 久喜中学校
50 中学生男子 B13052 0:10:42 坂本 匠真 サカモト タクマ 篠津中学校
51 中学生男子 B13172 0:10:45 飯塚征吾 イイヅカセイゴ 菖蒲南中学校
52 中学生男子 B13048 0:10:45 玉田 佑哉 タマダ ユウヤ 久喜友誠館
53 中学生男子 B13146 0:10:45 関口　勝也 セキグチ　マサヤ 久喜市立栗橋東中学校
54 中学生男子 B13111 0:10:46 尾崎 友彦 オザキ トモヒコ 久喜市立栗橋東中学校
55 一般男子（高校生～49歳以下）B9096 0:10:47 佐久間 愛也 サクマ アイヤ 佐久間ＲＣ
56 中学生女子 B14006 0:10:47 木村 心優 キムラ ミユ 久喜ゆうせいかん
57 中学生男子 B13004 0:10:48 八木 皓星 ヤギ コウセイ 市川市立第二中学校
58 中学生男子 B13045 0:10:48 小川 駿祐 オガワ シュンスケ 羽生南中陸上部
59 中学生男子 B13107 0:10:49 佐藤 瞭 サトウ リョウ 久喜市立栗橋東中学校
60 中学生女子 B14024 0:10:51 若林 真琴 ワカバヤシ マコト さいたま植竹中学校
61 中学生男子 B13190 0:10:52 小林　海斗 コバヤシカイト 菖蒲中学校
62 中学生女子 B14009 0:10:52 齋藤 梨央 サイトウ リオ 泰平中学校
63 中学生男子 B13034 0:10:53 高村 樹 タカムラ タツキ 開智未来
64 中学生女子 B14019 0:10:53 青木 歩乃瑠 アオキ ホノル 加須大利根中学
65 一般男子（50歳代以上） B10014 0:10:56 大内 利典 オオウチ トシノリ 富田東小学校
66 中学生男子 B13035 0:10:57 阪尾 日南太 サカオ ヒナタ 久喜太東中
67 中学生男子 B13018 0:10:58 新井 雄大 アライ ユウダイ 葦原中学
68 中学生男子 B13020 0:10:58 山崎 堅斗 ヤマザキ ケント 大東中学校
69 中学生女子 B14020 0:10:59 佐藤 彩乃 サトウ アヤノ 白岡南
70 中学生男子 B13184 0:11:00 菊地　凌史 キクチリョウジ 菖蒲中学校
71 一般男子（50歳代以上） B10046 0:11:01 福田 秀次 フクダ ヒデツグ -
72 中学生男子 B13186 0:11:01 平澤　朱門 ヒラサワシュモン 菖蒲中学校
73 中学生女子 B14083 0:11:02 清水　杏夏 シミズ　キョウカ 久喜市立栗橋東中学校
74 中学生女子 B14082 0:11:03 榎本　実津穂 エノモト　ミヅホ 久喜市立栗橋東中学校
75 中学生男子 B13049 0:11:04 巻島 陽 マキシマ ヒナタ 久喜中
76 一般男子（高校生～49歳以下）B9100 0:11:06 松岡 一奴 マツオカ カズヤ -
77 中学生男子 B13051 0:11:07 小野寺 颯汰 オノデラ ソウタ 久喜市立久喜東中学校
78 中学生男子 B13102 0:11:08 加藤　奨啓 カトウ　ショウケイ 菖蒲南中学校



79 一般男子（50歳代以上） B10044 0:11:09 渡辺 弘幸 ワタナベ ヒロユキ ＴＡＩＨＯＨ
80 中学生女子 B14013 0:11:11 神田 美咲 カンダ ミサキ 久喜中陸上部
81 一般男子（50歳代以上） B10038 0:11:15 竹澤 利之 タケザワ トシユキ -
82 中学生男子 B13074 0:11:15 永島　駿 ナガシマ　シュン 久喜東中学校
83 中学生女子 B14007 0:11:18 及川 可琳 オイカワ カリン 久喜中陸上部
84 中学生男子 B13163 0:11:19 國井　康平 クニイ コウヘイ 久喜中学校
85 中学生男子 B13021 0:11:21 小泉 孝太朗 コイズミ コウタロウ久喜中学校３年５組
86 中学生男子 B13104 0:11:23 山崎　航大 ヤマザキ　コウタ 菖蒲南中学校
87 中学生男子 B13105 0:11:23 齋藤　良太郎 サイトウ　リョウタロウ菖蒲南中学校
88 中学生男子 B13003 0:11:24 長谷川 俊 ハセガワ シュン 白岡市立白岡中学校
89 一般男子（高校生～49歳以下）B9136 0:11:25 宮原 俊信 ミヤハラ トシノブ -
90 中学生男子 B13131 0:11:27 永沼　賢大 ナカヌマ　ケンタ 久喜市立栗橋東中学校
91 一般男子（50歳代以上） B10045 0:11:31 廣瀬 哲 ヒロセ サトル 広信走友会
92 中学生男子 B13165 0:11:31 箕輪　剛士 ミノワ ツヨシ 市川二中
93 中学生男子 B13174 0:11:33 山根 豪太 - -
94 中学生男子 B13126 0:11:34 呉 宗哉 クレ シュウヤ 久喜市立栗橋東中学校
95 中学生女子 B14008 0:11:36 菅谷 紗都 スガヤ サト 久喜中学校
96 一般男子（50歳代以上） B10050 0:11:37 金子 和弘 カネコ カズヒロ かっとばせ！
97 一般男子（50歳代以上） B10036 0:11:38 池田 健司 イケダ ケンジ 東光高岳
98 中学生男子 B13057 0:11:38 利根川 巧磨 トネガワ タクマ 久喜中
99 中学生男子 B13125 0:11:39 大塚 慶悟 オオツカ ケイゴ 久喜市立栗橋東中学校

100 一般男子（50歳代以上） B10031 0:11:40 若林 明彦 ワカバヤシ アキヒコ楓ＡＣ
101 中学生男子 B13144 0:11:40 金崎　広透 カネザキ　ヒロト 久喜市立栗橋東中学校
102 中学生男子 B13153 0:11:40 大谷津匡助 オオヤツ　タダスケ 鷲宮東中学校
103 一般男子（50歳代以上） B10015 0:11:41 江原 千裕 エハラ チヒロ 加須市役所
104 中学生男子 B13058 0:11:41 岡田 大河 オカダ タイガ -
105 中学生女子 B14022 0:11:42 遠藤 双葉 エンドウ フタバ さいたま市尾間木中学
106 一般男子（50歳代以上） B10019 0:11:43 長野 朋樹 ナガノ トモキ 葛西ランナーズ
107 一般男子（高校生～49歳以下）B9169 0:11:44 齊田　悠人 サイタ ユウト 流通経済大学
108 中学生男子 B13085 0:11:44 吉野　聡太 ヨシノ　ソウタ 久喜東中学校
109 一般男子（高校生～49歳以下）B9140 0:11:47 武田 夏翔 タケダ カショウ 埼玉県立久喜北陽高等学校
110 一般男子（50歳代以上） B10040 0:11:47 萬木 義範 ユルギ ヨシノリ Ｒ２西日本
111 中学生女子 B14088 0:11:47 小林　千隼 コバヤシ チハヤ 千葉県市川市立第二中学校
112 中学生女子 B14090 0:11:48 吉田　ひなな ヨシダ ヒナナ -
113 中学生女子 B14092 0:11:48 染谷　朋花 ソメヤ トモカ -
114 中学生男子 B13015 0:11:49 杉森 未來 スギモリ ミライ -
115 中学生男子 B13150 0:11:49 今井彰孝 イマイ　アキタカ 鷲宮東中学校
116 一般男子（高校生～49歳以下）B9045 0:11:51 村岡 龍弥 ムラオカ リュウヤ 白岡高校
117 中学生男子 B13117 0:11:51 伊藤 大河 イトウ タイガ 久喜市立栗橋東中学校
118 一般女子（高校生～49歳以下）B11121 0:11:52 染谷　美優香 ソメヤ ミユカ 日本大学豊山女子高等学校
119 一般男子（高校生～49歳以下）B9145 0:11:53 渡辺 寛燿 ワタナベ ヒロアキ -
120 中学生男子 B13103 0:11:53 岸　奈緒人 キシ　ナオト 菖蒲南中学校
121 一般男子（高校生～49歳以下）B9076 0:11:54 吉崎 剛史 ヨシザキ タケフミ -
122 一般男子（50歳代以上） B10025 0:11:54 添野 義光 ソエノ ヨシミツ チョー気持ちいい
123 中学生女子 B14089 0:11:55 栁澤　来美 ヤナギサワ クルミ -
124 一般男子（50歳代以上） B10034 0:11:56 大森 武 オオモリ タケシ 丸一運輸株式会社
125 中学生男子 B13109 0:11:57 石島 浩二郎 イシジマ コウジロウ久喜市立栗橋東中学校
126 一般男子（高校生～49歳以下）B9131 0:11:58 日比野 崇 ヒビノ シュウ 作新
127 中学生男子 B13106 0:11:59 百瀬　拓海 モモセ　タクミ 菖蒲南中学校
128 中学生男子 B13121 0:12:00 猪俣 光我 イノマタ コウガ 久喜市立栗橋東中学校
129 中学生男子 B13127 0:12:02 谷田 智也 タニタ トモヤ 久喜市立栗橋東中学校
130 中学生男子 B13112 0:12:02 小林 洋輝 コバヤシ ヒロキ 久喜市立栗橋東中学校
131 中学生女子 B14091 0:12:03 内藤　香澄 ナイトウ カスミ 市川市立第二中学校
132 中学生女子 B14015 0:12:03 阿部 万紘 アベ マヒロ 久喜中学校
133 一般男子（高校生～49歳以下）B9099 0:12:04 星野 真宏 ホシノ マサヒロ ＭＹ　ＳＴＡＲ
134 一般男子（50歳代以上） B10023 0:12:04 藤田 仁 フジタ ヒトシ たまごＲＣ
135 中学生男子 B13114 0:12:05 小尾 真斗 オビ マナト 久喜市立栗橋東中学校
136 中学生女子 B14063 0:12:05 野川　想 ノガワ　ココロ 菖蒲南中学校
137 一般男子（50歳代以上） B10078 0:12:07 古澤　真樹 フルサワ マサキ (有)グリーンライフ久喜
138 中学生男子 B13066 0:12:07 保科　謙伸 ホシナ　ケンシン 久喜東中学校
139 中学生男子 B13113 0:12:08 齋藤 楓 サイトウ カエデ 久喜市立栗橋東中学校
140 中学生男子 B13002 0:12:09 村岡 悟琉 ムラオカ サトル 久喜東中学校
141 一般男子（高校生～49歳以下）B9062 0:12:10 井上 太郎 イノウエ タロウ 行政書士法人吉成法務行政管理事
142 一般男子（高校生～49歳以下）B9142 0:12:11 飯田 哲也 イイダ テツヤ -
143 中学生男子 B13116 0:12:12 渡辺 悠人 ワタナベ ユウト 久喜市立栗橋東中学校
144 中学生男子 B13154 0:12:12 長野侑 ナガノ　アツム 鷲宮東中学校
145 中学生男子 B13075 0:12:13 坂田　真之介 サカタ　シンノスケ 久喜東中学校
146 中学生女子 B14035 0:12:13 久保　七星 クボ　ナナセ 久喜東中学校
147 中学生男子 B13119 0:12:14 中島 颯祐 ナカジマ ソウスケ 久喜市立栗橋東中学校
148 一般女子（高校生～49歳以下）B11083 0:12:16 寺村 容子 テラムラ ヨウコ -
149 中学生男子 B13032 0:12:16 大澤 翔 オオサワ ショウ 株式会社　英
150 中学生男子 B13139 0:12:17 小川　大喜 オガワ　ダイキ 久喜市立栗橋東中学校
151 中学生女子 B14005 0:12:17 鶴巻 かなめ ツルマキ カナメ -
152 中学生男子 B13129 0:12:19 遠藤　聖也 エンドウ　セイヤ 久喜市立栗橋東中学校
153 中学生男子 B13166 0:12:19 宮下　尚丈 ミヤシタ ナオヒロ 市川市立第二中学校
154 中学生男子 B13050 0:12:21 槙島 将徳 マキシマ ユキト 久喜中学校
155 中学生男子 B13115 0:12:21 宮沢 悠輝 ミヤザワ ユウキ 久喜市立栗橋東中学校
156 中学生男子 B13110 0:12:22 浦上 祐真 ウラガミ ユウマ 久喜市立栗橋東中学校
157 一般男子（高校生～49歳以下）B9119 0:12:23 岸 洋平 キシ ヨウヘイ -
158 中学生男子 B13157 0:12:24 斉藤大樹 サイトウ　ダイキ 鷲宮東中学校
159 一般男子（50歳代以上） B10041 0:12:25 冨田 正伸 トミタ マサノブ 別所沼スマイルＲＣ
160 中学生男子 B13076 0:12:25 長　晴輝 チョウ　ハルキ 久喜東中学校
161 中学生男子 B13083 0:12:25 安田　怜桜 ヤスダ　レオ 久喜東中学校
162 中学生男子 B13047 0:12:26 安部 蒼真 アベ ソウマ 久喜中陸上部



163 一般男子（高校生～49歳以下）B9092 0:12:28 渡邉 光章 ワタナベ ミツアキ -
164 一般男子（高校生～49歳以下）B9101 0:12:30 宮田 蓮大郎 ミヤタ レンタロウ チームなんだっけ
165 一般男子（50歳代以上） B10043 0:12:30 野上 喜之 ノガミ ヨシユキ -
166 一般女子（50歳代以上） B12021 0:12:30 冨田 美幸 トミタ ミユキ -
167 中学生女子 B14012 0:12:32 山口 優希 ヤマグチ ユウキ 慈恩寺中学校
168 一般男子（高校生～49歳以下）B9144 0:12:33 渡辺 健太郎 ワタナベ ケンタロウ-
169 中学生女子 B14025 0:12:34 尾崎 由依 オザキ ユイ 久喜中学校陸上部
170 一般男子（50歳代以上） B10054 0:12:35 小林 稔 コバヤシ ミノル 大日本印刷
171 中学生男子 B13124 0:12:35 野中 亮汰 ノナカ リョウタ 久喜市立栗橋東中学校
172 中学生女子 B14028 0:12:36 新井 千晴 アライ チハル 久喜中陸上部
173 一般男子（高校生～49歳以下）B9124 0:12:38 宮田 正男 ミヤタ マサオ -
174 中学生男子 B13189 0:12:38 荒井　環 アライタマキ 菖蒲中学校
175 中学生男子 B13079 0:12:39 ズッシ　怜旺 ズッシ　レオ 久喜東中学校
176 一般男子（高校生～49歳以下）B9024 0:12:41 山中　玲雄 - 山中グループ
177 一般男子（高校生～49歳以下）B9108 0:12:42 黒岩 敏明 クロイワ トシアキ ＮＥＣＭＰ
178 中学生男子 B13123 0:12:42 石川 稜之助 イシカワ リョウノスケ久喜市立栗橋東中学校
179 中学生女子 B14085 0:12:43 和田　美羽 ワダ　ミウ 久喜市立栗橋東中学校
180 一般男子（高校生～49歳以下）B9066 0:12:44 峯 靖 ミネ ヤスシ 久喜市在住
181 中学生男子 B13005 0:12:44 鈴木 塁 スズキ ルイ 久喜中学校
182 一般男子（50歳代以上） B10052 0:12:45 中野 浩久 ナカノ ヒロヒサ -
183 一般女子（高校生～49歳以下）B11069 0:12:45 戸叶 亜里 トカノ アリ -
184 中学生男子 B13065 0:12:45 石﨑　朱羅 イシザキ　シュラ 久喜東中学校
185 中学生男子 B13159 0:12:46 槇島優樹 マキシマ　ユウキ 鷲宮東中学校
186 中学生男子 B13136 0:12:46 真田　夢大 サナダ　ユウト 久喜市立栗橋東中学校
187 一般男子（50歳代以上） B10035 0:12:48 加藤 和寿 カトウ カズトシ チーム寿々子
188 中学生女子 B14087 0:12:48 戎脇　紗希 エビスワキ サキ 久喜中学校
189 一般男子（高校生～49歳以下）B9120 0:12:49 土生津 昭世 ハブツ アキヨ -
190 中学生男子 B13122 0:12:49 高柳 飛羽 タカヤナギ トワ 久喜市立栗橋東中学校
191 中学生男子 B13014 0:12:49 杉森 朝日 スギモリ アサヒ -
192 一般男子（高校生～49歳以下）B9078 0:12:51 三尾 将司 ミオ マサシ -
193 中学生女子 B14026 0:12:51 中野 愛瑠 ナカノ アイル 久喜中学校陸上部
194 一般女子（50歳代以上） B12010 0:12:52 山口 まき子 ヤマグチ マキコ なんちゃってラン
195 中学生女子 B14033 0:12:52 甲斐　輝 カイ　ヒカル 久喜東中学校
196 中学生男子 B13108 0:12:57 松尾 一慧 マツオ イッケイ 久喜市立栗橋東中学校
197 中学生男子 B13155 0:12:58 久野裕太 クノ　ユウタ 鷲宮東中学校
198 中学生女子 B14017 0:12:59 安齊 千尋 アンザイ チヒロ 久喜中陸上部
199 一般男子（50歳代以上） B10048 0:13:02 竹林 宏 タケバヤシ ヒロシ -
200 中学生男子 B13070 0:13:02 谷藤　夏樹 タニフジ　カズキ 久喜東中学校
201 一般女子（高校生～49歳以下）B11054 0:13:03 戸ヶ崎 真理 トガサキ マリ カナガワＲＣ
202 中学生男子 B13078 0:13:03 高山　凌嘉 タカヤマ　リョウガ 久喜東中学校
203 中学生男子 B13090 0:13:05 池上　晃敏 イケガミアキト 菖蒲中学校
204 中学生男子 B13195 0:13:05 菊地　将弘 キクチマサヒロ 菖蒲中学校
205 一般女子（高校生～49歳以下）B11058 0:13:08 武井 美恵子 タケイ ミエコ なんちゃってＲＵＮ
206 一般男子（高校生～49歳以下）B9133 0:13:13 鈴置 慎也 スズキ シンヤ 株式会社ジャスト
207 中学生女子 B14073 0:13:15 吉住　麻美 ヨシズミ　アサミ 久喜市立栗橋東中学校
208 一般女子（高校生～49歳以下）B11076 0:13:18 高村 梓 タカムラ アズサ 開智未来
209 中学生女子 B14023 0:13:18 奥澤 香凜 オクザワ カリン 久喜中
210 一般男子（高校生～49歳以下）B9134 0:13:19 猪俣 誠 イノマタ マコト -
211 一般男子（50歳代以上） B10029 0:13:19 小坂 裕一 コサカ ユウイチ -
212 一般男子（高校生～49歳以下）B9161 0:13:20 本間 匡 ホンマ タクミ -
213 中学生女子 B14010 0:13:21 荒井 菜々美 アライ ナナミ さいたま市立三橋中学校
214 中学生男子 B13137 0:13:22 川端　遥斗 カワバタ　ハルト 久喜市立栗橋東中学校
215 中学生男子 B13149 0:13:23 吉田佳叶 ヨシダ　カイト 鷲宮東中学校
216 中学生男子 B13094 0:13:26 鈴木　智也 スズキトモヤ 菖蒲中学校
217 中学生男子 B13101 0:13:28 吉岡　玖瑠斗 ヨシオカ　クルト 菖蒲中学校
218 中学生男子 B13183 0:13:30 武本　匠永 タケモトショウエイ 菖蒲中学校
219 中学生男子 B13008 0:13:30 熊倉 来緒 クマクラ ライオ スウィン大教
220 中学生女子 B14056 0:13:31 江口　寛恵 エグチ　ヒロエ 菖蒲南中学校
221 一般男子（高校生～49歳以下）B9170 0:13:33 横村　海陸 ヨコムラ カイト 埼玉県立羽生高校
222 一般女子（高校生～49歳以下）B11082 0:13:34 今井 和子 イマイ カズコ なんちゃってＲＵＮ
223 中学生女子 B14068 0:13:34 大森　蒼 オオモリ　アオイ 久喜市立栗橋東中学校
224 中学生女子 B14018 0:13:37 高野 羅 タカノ アミ 久喜中陸上部
225 中学生男子 B13054 0:13:38 齊藤 和真 サイトウ カズマ -
226 一般男子（50歳代以上） B10037 0:13:39 河原木 儀蔵 カワラギ ギゾウ 東光高岳
227 一般女子（高校生～49歳以下）B11063 0:13:39 柳井 里美 ヤナイ サトミ -
228 一般女子（高校生～49歳以下）B11061 0:13:39 白石 絵美 シライシ エミ -
229 中学生女子 B14040 0:13:39 木村　愛未 キムラ　マナミ 久喜東中学校
230 中学生男子 B13098 0:13:40 金澤　優 カナザワユウ 菖蒲中学校
231 中学生男子 B13147 0:13:41 片渕晃成 カタブチ　コウセイ 鷲宮東中学校
232 中学生男子 B13148 0:13:41 青柳拓海 アオヤギ　タクミ 鷲宮東中学校
233 中学生女子 B14061 0:13:41 島田　珠宇 シマダ　シュウ 菖蒲南中学校
234 中学生男子 B13135 0:13:42 米田　翔空 ヨネダ　トア 久喜市立栗橋東中学校
235 一般男子（50歳代以上） B10027 0:13:43 深野 健一 フカノ ケンイチ サンケン電気ＯＢ
236 中学生男子 B13138 0:13:44 染谷　捷太 ソメヤ　ショウタ 久喜市立栗橋東中学校
237 中学生男子 B13133 0:13:45 楠本　遼祐 クスモト　リョウユウ久喜市立栗橋東中学校
238 一般男子（高校生～49歳以下）B9044 0:13:46 高松 良季 タカマツ ヨシキ 学生
239 中学生女子 B14001 0:13:48 宗島 菜津美 ムネシマ ナツミ 市川市立第２中学校
240 中学生男子 B13069 0:13:50 山口　穂人 ヤマグチ　ホヒト 久喜東中学校
241 中学生男子 B13093 0:13:51 斉藤　友輝 サイトウユウキ 菖蒲中学校
242 一般女子（50歳代以上） B12014 0:13:52 川上 晴美 カワカミ ハルミ -
243 中学生女子 B14045 0:13:54 小林 実々 コバヤシ ミミ 久喜市立太東中学校
244 中学生女子 B14043 0:13:54 榎田 彩月 エノキダ サツキ 久喜市立太東中学校
245 中学生男子 B13081 0:13:57 岩﨑　龍人 イワサキ　リュウジン久喜東中学校
246 中学生男子 B13068 0:13:58 芝嵜　隼輔 シバサキ　シュンスケ久喜東中学校



247 中学生男子 B13130 0:13:58 佐藤　奎介 サトウ　ケイスケ 久喜市立栗橋東中学校
248 中学生女子 B14021 0:13:58 赤城 琴乃 アカギ コトノ 久喜中学校
249 中学生男子 B13022 0:13:59 平野 光 ヒラノ ヒカル 久喜東中
250 中学生男子 B13140 0:13:59 村松　嵩 ムラマツ　シュウ 久喜市立栗橋東中学校
251 一般男子（高校生～49歳以下）B9113 0:14:00 葉山 港正 ハヤマ コウセイ 昱株式会社
252 中学生男子 B13168 0:14:00 佐藤　潤 サトウ ジュン 久喜ジュニア陸上クラブ
253 中学生男子 B13141 0:14:01 阪谷　倭 サカタニ　ヤマト 久喜市立栗橋東中学校
254 一般女子（50歳代以上） B12027 0:14:02 北山 令子 キタヤマ レイコ -
255 一般男子（高校生～49歳以下）B9138 0:14:03 黒木 雅之 クロキ マサユキ -
256 一般男子（高校生～49歳以下）B9104 0:14:05 岡村 和彦 オカムラ カズヒコ -
257 一般男子（50歳代以上） B10055 0:14:06 樋口 寛 ヒグチ ユタカ 大日本印刷
258 中学生女子 B14016 0:14:06 田端 智佳 タバタ トモカ 久喜中学校
259 中学生男子 B13092 0:14:09 絹谷　聡生 キヌヤソウセイ 菖蒲中学校
260 中学生女子 B14059 0:14:09 遠藤　和佳 エンドウ　ノドカ 菖蒲南中学校
261 中学生男子 B13095 0:14:11 松本　崚 マツモトリョウ 菖蒲中学校
262 中学生女子 B14003 0:14:11 金子 佳帆 カネコ カホ -
263 中学生女子 B14002 0:14:12 佐藤 雛美 サトウ ヒナミ 栗橋東中学校
264 一般男子（高校生～49歳以下）B9189 0:14:13 竹見　成弘 タケミ アキヒロ 武蔵野銀行　久喜支店
265 中学生女子 B14048 0:14:13 宮本 知佳 ミヤモト　チカ 久喜市立太東中学校
266 中学生女子 B14058 0:14:13 浦山　遥 ウラヤマ　ハルカ 菖蒲南中学校
267 一般男子（50歳代以上） B10073 0:14:14 田中　正浩 タナカ マサヒロ -
268 中学生男子 B13053 0:14:14 横田 将成 ヨコタ ショウセイ -
269 中学生男子 B13010 0:14:14 和知 颯斗 ワチ ハヤト 草加市立青柳中
270 中学生男子 B13064 0:14:15 渡部 湧暉 ワタベ ユウキ 久喜南中学校
271 一般女子（高校生～49歳以下）B11086 0:14:18 杉山 純子 スギヤマ ジュンコ なんちゃってＲＵＮ
272 中学生女子 B14011 0:14:18 田嶋 月葉 タシマ ツキハ -
273 一般男子（高校生～49歳以下）B9042 0:14:19 川畑 公寛 カワバタ キミヒロ 一般
274 中学生女子 B14027 0:14:19 長沼 里央菜 ナガヌマ リオナ 久喜中学校
275 一般男子（高校生～49歳以下）B9040 0:14:20 岡安　卓也 - 山中グループ
276 中学生女子 B14114 0:14:20 添野　智花 ソエノトモカ 菖蒲中学校
277 一般男子（50歳代以上） B10021 0:14:21 萩原 邦男 ハギワラ クニオ 千葉真子ベストスマイル
278 中学生男子 B13158 0:14:23 林蒼生 ハヤシ　アオイ 鷲宮東中学校
279 一般男子（高校生～49歳以下）B9149 0:14:24 松永 知之 マツナガ トモユキ -
280 中学生男子 B13185 0:14:24 三浦　涼雅 ミウラリョウガ 菖蒲中学校
281 一般男子（高校生～49歳以下）B9151 0:14:29 橋本 雄一 ハシモト ユウイチ -
282 一般男子（高校生～49歳以下）B9137 0:14:31 河村 真弥 カワムラ シンヤ -
283 中学生男子 B13062 0:14:31 関口 健人 セキグチ タケト 久喜南中学校
284 中学生男子 B13187 0:14:32 中島　輝一 ナカジマキイチ 菖蒲中学校
285 中学生男子 B13188 0:14:34 木村　翼 キムラツバサ 菖蒲中学校
286 一般男子（高校生～49歳以下）B9165 0:14:36 白石 大貴 シライシ ダイキ -
287 一般男子（高校生～49歳以下）B9121 0:14:37 野本 侃志 ノモト ナオユキ -
288 一般女子（高校生～49歳以下）B11071 0:14:41 青木 史菜 アオキ フミナ -
289 中学生男子 B13043 0:14:42 杉村 知宏 スギムラ トモヒロ 陸上部
290 中学生男子 B13082 0:14:43 清水　大聖 シミズ　ヒロト 久喜東中学校
291 中学生男子 B13152 0:14:44 鈴木柊人 スズキ　シュウト 鷲宮東中学校
292 一般男子（高校生～49歳以下）B9109 0:14:46 有吉 康幸 アリヨシ ヤスユキ ハイカラ坂４０
293 一般男子（高校生～49歳以下）B9158 0:14:46 平山 健一 ヒラヤマ ケンイチ -
294 中学生男子 B13029 0:14:46 金子 玄宗 カネコ ハルムネ -
295 中学生男子 B13128 0:14:47 小林　優詩 コバヤシ ユウシ 久喜市立栗橋東中学校
296 中学生男子 B13175 0:14:47 西山　兼人 - -
297 一般男子（高校生～49歳以下）B9159 0:14:48 鈴木 健矢 スズキ ケンヤ -
298 一般男子（高校生～49歳以下）B9098 0:14:48 前田 英伸 マエダ ヒデノブ -
299 一般男子（高校生～49歳以下）B9194 0:14:49 - - -
300 中学生女子 B14060 0:14:49 金子　瑠那 カネコ　ルナ 菖蒲南中学校
301 中学生女子 B14093 0:14:49 東條　あずみ トウジョウアズミ 菖蒲南中学校
302 一般男子（高校生～49歳以下）B9031 0:14:51 斉藤　誠 - 山中グループ
303 一般男子（高校生～49歳以下）B9166 0:14:52 杉山 新人 スギヤマ アラト -
304 一般男子（高校生～49歳以下）B9173 0:14:52 駒　拓実 コマ タクミ 久喜特別支援学校
305 中学生男子 B13156 0:14:54 安田里喜 ヤスダ　リキ 鷲宮東中学校
306 一般男子（50歳代以上） B10042 0:14:55 染矢 博基 ソメヤ ヒロキ （株）ＳＭＣ
307 一般男子（高校生～49歳以下）B9008 0:14:57 長谷川　将史 - 山中グループ
308 中学生女子 B14070 0:14:57 川崎　祐佳 カワサキ　ユウカ 久喜市立栗橋東中学校
309 中学生女子 B14080 0:14:57 平林　月凪 ヒラバヤシ　ツキナ 久喜市立栗橋東中学校
310 一般男子（高校生～49歳以下）B9175 0:14:58 冨田　泰宏 トミタ ヤスヒロ -
311 一般男子（高校生～49歳以下）B9047 0:15:00 山根 弦 ヤマネ ゲン 株式会社エイチアイエス
312 中学生女子 B14086 0:15:00 中山　桜 ナカヤマ サクラ 久喜中学校
313 中学生男子 B13096 0:15:05 進藤　朔也 シンドウサクヤ 菖蒲中学校
314 中学生女子 B14057 0:15:05 内田　ゆりか ウチダ　ユリカ 菖蒲南中学校
315 中学生女子 B14072 0:15:06 高山　瑞希 タカヤマ　ミズキ 久喜市立栗橋東中学校
316 中学生女子 B14118 0:15:07 竹林　莉穂 タケバヤシリホ 菖蒲中学校
317 一般男子（高校生～49歳以下）B9111 0:15:08 松本 悟 マツモト サトシ 昱株式会社
318 中学生女子 B14104 0:15:08 中庭　愛美 ナカニワマナミ 菖蒲中学校
319 一般男子（高校生～49歳以下）B9190 0:15:09 伊藤　拓 イトウ タク 株式会社武蔵野銀行　久喜支店
320 中学生女子 B14111 0:15:09 大澤　優菜 オオサワユナ 菖蒲中学校
321 一般男子（高校生～49歳以下）B9196 0:15:10 伊藤　拓 - -
322 中学生女子 B14069 0:15:11 小澤　七海 オザワ　ナナミ 久喜市立栗橋東中学校
323 一般女子（高校生～49歳以下）B11032 0:15:13 奈良 芽美 ナラ メグミ 大日本印刷
324 中学生女子 B14037 0:15:13 海老原　美里 エビハラ　ミサト 久喜東中学校
325 一般男子（高校生～49歳以下）B9054 0:15:14 小西 賢治 コニシ ケンジ 無所属
326 中学生女子 B14084 0:15:14 村田　みのり ムラタ　ミノリ 久喜市立栗橋東中学校
327 一般男子（高校生～49歳以下）B9071 0:15:15 熊澤 由記 クマザワ ヨシノリ Qui
328 一般男子（高校生～49歳以下）B9176 0:15:15 遠藤　大輔 エンドウ ダイスケ 埼玉りそな銀行
329 中学生女子 B14042 0:15:16 木下 紬 キノシタ ツムギ 久喜市立太東中学校
330 一般男子（高校生～49歳以下）B9050 0:15:17 宮下 太一 ミヤシタ タイチ なし



331 一般女子（50歳代以上） B12008 0:15:18 金子 幸代 カネコ ユキヨ 無し
332 中学生女子 B14107 0:15:21 大野　ひかる オオノヒカル 菖蒲中学校
333 中学生男子 B13041 0:15:22 小池 祥馬 コイケ ショウマ -
334 一般男子（高校生～49歳以下）B9090 0:15:24 中島 宏 ナカジマ ヒロシ ジラソーレ
335 一般男子（高校生～49歳以下）B9168 0:15:26 広瀬　智行 ヒロセ トモユキ -
336 一般男子（高校生～49歳以下）B9037 0:15:28 大作　友憲 - 山中グループ
337 一般男子（高校生～49歳以下）B9135 0:15:28 田邉 順和 タナベ ノリカズ 佐々木記念クリニック
338 一般男子（高校生～49歳以下）B9056 0:15:30 高柳 洋平 タカヤナギ ヨウヘイ公務員
339 中学生女子 B14004 0:15:31 金子 睦見 カネコ ムツミ -
340 中学生男子 B13061 0:15:33 森井 恭介 モリイ キョウスケ 久喜南中学校
341 一般男子（高校生～49歳以下）B9046 0:15:34 佐藤 毅 サトウ ツヨシ 所属無し
342 中学生男子 B13060 0:15:34 千葉 大和 チバ ヤマト 久喜南中学校
343 中学生男子 B13063 0:15:34 中村 至恩 ナカムラ シオン 久喜南中学校
344 一般女子（高校生～49歳以下）B11103 0:15:35 中村 千裕 ナカムラ チヒロ -
345 一般女子（高校生～49歳以下）B11091 0:15:35 加藤 未来 カトウ ミク -
346 一般男子（高校生～49歳以下）B9115 0:15:36 福田 卓也 フクダ タクヤ 昱株式会社
347 一般男子（高校生～49歳以下）B9061 0:15:37 山田 智康 ヤマダ トモヤス チームＳ８３１
348 一般男子（高校生～49歳以下）B9130 0:15:37 安野 哲 ヤスノ テツ 日本郵便
349 中学生男子 B13192 0:15:37 藤枝　大夢 フジエダヒロム 菖蒲中学校
350 一般男子（50歳代以上） B10081 0:15:38 木﨑　郁夫 キザキ イクオ -
351 一般男子（50歳代以上） B10028 0:15:39 吉田 智和 ヨシダ ノリカズ 野田二ツ塚小学校
352 中学生男子 B13067 0:15:39 久保谷　翔梧 クボヤ　ショウゴ 久喜東中学校
353 一般男子（高校生～49歳以下）B9116 0:15:44 星 圭哉 ホシ ケイヤ 昱株式会社
354 一般男子（高校生～49歳以下）B9048 0:15:46 高橋 慶多 タカハシ ケイタ 会社員
355 中学生女子 B14071 0:15:50 菊地　紗菜 キクチ　サナ 久喜市立栗橋東中学校
356 一般女子（高校生～49歳以下）B11125 0:15:51 土屋　彩奈 ツチヤ アヤナ 武蔵野銀行　久喜支店
357 一般男子（高校生～49歳以下）B9186 0:15:53 小林　隆行 コバヤシ タカユキ 武蔵野銀行　久喜支店
358 一般女子（高校生～49歳以下）B11090 0:15:54 林 紫乃 ハヤシ シノ -
359 中学生女子 B14115 0:15:56 市村　美琴 イチムラミコト 菖蒲中学校
360 一般男子（高校生～49歳以下）B9088 0:15:59 藤川 朋道 フジカワ トモユキ けいわマラソンクラブ
361 中学生男子 B13071 0:16:00 戎本　賢人 エビスモト　ケント 久喜東中学校
362 中学生男子 B13077 0:16:00 内藤　剛 ナイトウ　ゴウ 久喜東中学校
363 一般女子（高校生～49歳以下）B11028 0:16:01 松山 千恵美 マツヤマ チエミ （株）翔家
364 一般男子（高校生～49歳以下）B9095 0:16:05 熊木 清孝 クマキ キヨタカ 東光高岳
365 中学生女子 B14110 0:16:05 増子　碧 マシコアオイ 菖蒲中学校
366 一般男子（高校生～49歳以下）B9060 0:16:06 小野寺 弘志 オノデラ ヒロシ なし
367 中学生女子 B14113 0:16:09 堀部　彩里 ホリベアヤリ 菖蒲中学校
368 中学生女子 B14109 0:16:11 阿部　茉莉 アベマリ 菖蒲中学校
369 一般男子（高校生～49歳以下）B9068 0:16:14 志村 浩臣 シムラ ヒロオミ 大宮松栄学園
370 一般男子（高校生～49歳以下）B9160 0:16:15 緒方 大輔 オガタ ダイスケ -
371 一般男子（高校生～49歳以下）B9110 0:16:16 小河原 佑介 オガワラ ユウスケ -
372 一般女子（高校生～49歳以下）B11120 0:16:16 ツチヤ　香澄 ツチヤ カスミ -
373 中学生女子 B14052 0:16:16 片桐　彩花 カタギリ　アヤカ 菖蒲南中学校
374 一般女子（高校生～49歳以下）B11064 0:16:17 藤野 尚子 フジノ ヒサコ -
375 中学生女子 B14067 0:16:18 五十嵐未来 イガラシ　ミライ 久喜市立栗橋東中学校
376 一般男子（50歳代以上） B10022 0:16:19 大迫 博之 オオサコ ヒロユキ -
377 一般男子（高校生～49歳以下）B9059 0:16:21 大塚 健太郎 オオツカ ケンタロウ株式会社チノー
378 一般男子（高校生～49歳以下）B9016 0:16:23 関口　直人 - 山中グループ
379 一般女子（高校生～49歳以下）B11034 0:16:25 厚川 瑞季 アツカワ ミズキ みずほ銀行久喜支店
380 一般女子（50歳代以上） B12020 0:16:25 宮澤 玲子 ミヤザワ レイコ -
381 一般女子（高校生～49歳以下）B11036 0:16:30 神田 くらら カンダ クララ みずほ銀行
382 中学生男子 B13173 0:16:31 西崎　彰倫 - -
383 中学生男子 B13080 0:16:31 武井　快利 タケイ　カイリ 久喜東中学校
384 一般男子（高校生～49歳以下）B9018 0:16:32 尾崎　彰吾 - 山中グループ
385 一般男子（高校生～49歳以下）B9097 0:16:35 水嶋 正治 ミズシマ マサハル ＣＵＢＥＲＣ
386 一般男子（高校生～49歳以下）B9148 0:16:36 渡辺 健夫 ワタナベ タケオ -
387 一般男子（高校生～49歳以下）B9156 0:16:38 長島 秀太朗 ナガシマ シュウタロウ橋本総業株式会社
388 中学生女子 B14079 0:16:38 篠崎　さやか シノザキ　サヤカ 久喜市立栗橋東中学校
389 中学生女子 B14055 0:16:40 唐沢　菜那 カラサワ　ナナ 菖蒲南中学校
390 一般女子（50歳代以上） B12037 0:16:41 市川　キミ子 イチカワ キミコ アーリーバード
391 一般男子（高校生～49歳以下）B9006 0:16:42 中山　明典 - 山中グループ
392 一般男子（50歳代以上） B10010 0:16:43 島辺 政秀 シマベ マサヒデ なし
393 中学生女子 B14044 0:16:44 高橋 真希 タカハシ マキ 久喜市立太東中学校
394 一般女子（高校生～49歳以下）B11117 0:16:46 中村　美穂 ナカムラ ミホ -
395 一般女子（高校生～49歳以下）B11016 0:16:47 源田 あかね ゲンダ アカネ 一般
396 一般女子（高校生～49歳以下）B11060 0:16:47 石井 伸子 イシイ ノブコ -
397 一般女子（高校生～49歳以下）B11001 0:16:47 山中　美幸 - 山中グループ
398 一般男子（高校生～49歳以下）B9177 0:16:48 小松　大 コマツ ハジメ -
399 一般男子（高校生～49歳以下）B9064 0:16:50 杉浦 直人 スギウラ ナオト 一般
400 一般男子（高校生～49歳以下）B9195 0:16:52 葉山 港正 - -
401 一般男子（高校生～49歳以下）B9011 0:16:53 大久保　芳秋 - 山中グループ
402 中学生女子 B14117 0:16:54 新井　里望 アライリミ 菖蒲中学校
403 中学生女子 B14049 0:16:55 中原　颯希 ナカハラ　ソヨギ 菖蒲中学校
404 一般女子（高校生～49歳以下）B11116 0:16:57 竹澤　明日香 タケザワ アスカ (株)埼玉りそな銀行
405 一般女子（高校生～49歳以下）B11108 0:16:57 小口　千夏 コグチ チカ 埼玉りそな銀行
406 一般男子（高校生～49歳以下）B9017 0:16:58 小泉　佑介 - 山中グループ
407 中学生女子 B14064 0:16:58 岡田　祐佳 オカダ　ユウカ 久喜市立栗橋東中学校
408 一般男子（高校生～49歳以下）B9188 0:17:01 藤本　悠暉 フジモト ユウキ -
409 一般男子（50歳代以上） B10060 0:17:02 横尾　清信 ヨコオ セイシン -
410 中学生女子 B14065 0:17:02 町田　美咲 マチダ　ミサキ 久喜市立栗橋東中学校
411 一般男子（高校生～49歳以下）B9034 0:17:04 金子　貴行 - 山中グループ
412 一般男子（高校生～49歳以下）B9063 0:17:05 鴫 悦央 シギ エツオ
413 一般女子（高校生～49歳以下）B11031 0:17:05 寺口 由岐子 テラグチ ユキコ 春日部市立備後小学校
414 一般女子（高校生～49歳以下）B11044 0:17:06 横尾 亜紀子 ヨコオ アキコ -



415 一般男子（高校生～49歳以下）B9051 0:17:07 植竹 直也 ウエタケ ナオヤ 一般
416 一般男子（高校生～49歳以下）B9012 0:17:07 宇佐美　光寿 - 山中グループ
417 一般男子（50歳代以上） B10033 0:17:09 内山 盛年 ウチヤマ モリトシ オッテモ
418 中学生女子 B14074 0:17:11 藤井　美那 フジイ　ミナ 久喜市立栗橋東中学校
419 一般女子（高校生～49歳以下）B11042 0:17:12 藤田 真理子 フジタ マリコ たまごＲＣ
420 一般女子（高校生～49歳以下）B11059 0:17:13 木村 麻未 キムラ マミ -
421 一般女子（高校生～49歳以下）B11067 0:17:14 須田 歩 スダ アユミ -
422 一般女子（高校生～49歳以下）B11097 0:17:15 石塚 怜子 イシヅカ レイコ -
423 一般女子（高校生～49歳以下）B11106 0:17:15 池田 瑞穂 イケダ ミズホ -
424 一般女子（高校生～49歳以下）B11107 0:17:17 坂井　美瑠 サカイ ミル -
425 中学生女子 B14077 0:17:17 安藤　由芽 アンドウ　ユメ 久喜市立栗橋東中学校
426 一般男子（高校生～49歳以下）B9022 0:17:21 遠藤　昭雄 - 山中グループ
427 一般男子（50歳代以上） B10059 0:17:21 井出　廣久 イデ ヒロヒサ -
428 一般男子（50歳代以上） B10079 0:17:22 山﨑　幸雄 ヤマサキ ユキオ -
429 一般女子（高校生～49歳以下）B11040 0:17:23 伊藤 綾 イトウ アヤ みずほ銀行
430 一般男子（高校生～49歳以下）B9035 0:17:25 福本　祐希 - 山中グループ
431 一般女子（高校生～49歳以下）B11023 0:17:25 細井 比香里 ホソイ ヒカリ YKK AP（株）
432 一般女子（高校生～49歳以下）B11128 0:17:25 河田　凛 カワタリン 山中グループ
433 一般男子（高校生～49歳以下）B9053 0:17:26 塚原 淳 ツカハラ ジュン カワグチハイホー
434 中学生女子 B14108 0:17:26 荻野　礼羅 オギノレイラ 菖蒲中学校
435 一般男子（高校生～49歳以下）B9164 0:17:27 柳 重満 ヤナギ シゲミツ -
436 一般女子（高校生～49歳以下）B11113 0:17:27 夏原　未帆 ナツハラ ミホ -
437 中学生女子 B14054 0:17:28 千葉　咲 チバ　サクラ 菖蒲南中学校
438 中学生女子 B14053 0:17:29 外山　真空 トヤマ　ソラ 菖蒲南中学校
439 一般女子（50歳代以上） B12017 0:17:30 関 幸子 セキ サチコ -
440 一般男子（高校生～49歳以下）B9073 0:17:31 戸張 慶一 トバリ ノリカズ ㈱サン精密化工研究所
441 中学生男子 B13089 0:17:32 齋藤　蓮 サイトウレン 菖蒲中学校
442 中学生男子 B13196 0:17:33 矢部　駿 ヤベシュン 菖蒲中学校
443 中学生男子 B13088 0:17:33 遠藤　玄大 エンドウハルタ 菖蒲中学校
444 中学生女子 B14078 0:17:33 青木　優和 アオキ　ユウナ 久喜市立栗橋東中学校
445 中学生女子 B14076 0:17:34 津田　和香奈 ツダ　ワカナ 久喜市立栗橋東中学校
446 一般男子（50歳代以上） B10076 0:17:36 稲葉　隆則 イナバ タカノリ -
447 一般女子（高校生～49歳以下）B11062 0:17:36 金久保 康代 カナクボ ヤスヨ -
448 一般女子（高校生～49歳以下）B11053 0:17:37 高橋 裕見子 タカハシ ユミコ りすたーと
449 一般女子（高校生～49歳以下）B11043 0:17:40 三尾 美穂 ミオ ミホ -
450 中学生女子 B14038 0:17:42 上村　愛理 ウエムラ　アイリ 久喜東中学校
451 一般男子（高校生～49歳以下）B9141 0:17:44 唐澤 正和 カラサワ マサカズ -
452 中学生女子 B14081 0:17:45 丸山　佳澄 マルヤマ　カスミ 久喜市立栗橋東中学校
453 中学生女子 B14094 0:17:45 関口　彩貴 - -
454 一般男子（高校生～49歳以下）B9067 0:17:47 向井 潤 ムカイ ジュン 無
455 一般女子（高校生～49歳以下）B11027 0:17:48 星野 里美 ホシノ サトミ 川口市
456 一般男子（高校生～49歳以下）B9007 0:17:51 海原　隆寿 - 山中グループ
457 一般男子（高校生～49歳以下）B9183 0:17:52 大谷　真之 オオタニ マサユキ 武蔵野銀行　久喜支店
458 一般男子（50歳代以上） B10064 0:17:52 齊田　保彦 サイタ ヤスヒコ -
459 一般男子（50歳代以上） B10011 0:17:54 森川 鏡一 モリカワ キヨウイチ池の台走友会
460 中学生女子 B14046 0:17:54 氏家 葵 ウジイエ アオイ 久喜市立太東中学校
461 中学生女子 B14047 0:17:54 高田 日和 タカダ ヒヨリ 久喜市立太東中学校
462 一般男子（50歳代以上） B10016 0:17:55 田中 芳行 タナカ ヨシユキ 所属無し
463 一般女子（50歳代以上） B12016 0:17:55 添野 まり子 ソエノ マリコ チョー気持ちいい
464 一般男子（高校生～49歳以下）B9106 0:17:56 居馬 大祐 イバ ダイスケ りすたーと
465 一般女子（高校生～49歳以下）B11129 0:17:57 仙道　晴夏 - -
466 一般女子（高校生～49歳以下）B11104 0:17:57 平山 咲恵 ヒラヤマ サキエ -
467 中学生女子 B14039 0:17:57 鈴木　麗菜 スズキ　レイナ 久喜東中学校
468 一般男子（50歳代以上） B10080 0:17:58 藤原　博美 フジワラ ヒロミ -
469 中学生男子 B13091 0:17:59 岡野　草太 オカノソウタ 菖蒲中学校
470 中学生女子 B14103 0:17:59 山田　結生 ヤマダユイ 菖蒲中学校
471 一般男子（50歳代以上） B10083 0:18:01 和久田　克美 ワクダ　カツヨシ 日出見荘祈繁栄
472 中学生女子 B14075 0:18:06 椎名　楓音 シイナ　カノン 久喜市立栗橋東中学校
473 一般男子（高校生～49歳以下）B9154 0:18:07 福田 修平 フクダ シュウヘイ -
474 一般女子（50歳代以上） B12018 0:18:08 柴崎 明美 シバサキ アケミ -
475 一般男子（50歳代以上） B10047 0:18:12 内田 一 ウチダ ハジメ クラリオン
476 一般男子（高校生～49歳以下）B9179 0:18:14 阿部　祐一 アベ ユウイチ -
477 一般女子（高校生～49歳以下）B11037 0:18:14 伊藤 美幸 イトウ ミユキ なし
478 一般女子（高校生～49歳以下）B11017 0:18:18 杉本 美海 スギモト ミミ くすのき苑
479 一般男子（高校生～49歳以下）B9026 0:18:19 奈良　征騎 - 山中グループ
480 中学生女子 B14112 0:18:19 初山　心咲 ハツヤマミサキ 菖蒲中学校
481 一般女子（高校生～49歳以下）B11126 0:18:20 横山　珠美 ヨコヤマタマミ -
482 一般女子（高校生～49歳以下）B11052 0:18:21 首藤 千晶 シュトウ チアキ チームなんだっけ
483 一般女子（高校生～49歳以下）B11009 0:18:21 奥山 真理子 オクヤマ マリコ 鷲宮小学校
484 中学生女子 B14050 0:18:24 福島　瑞貴 フクシマ　ミズキ 菖蒲中学校
485 中学生女子 B14041 0:18:24 本田　麗愛 ホンダ　レイア 久喜東中学校
486 一般男子（高校生～49歳以下）B9043 0:18:25 上野 直樹 ウエノ ナオキ 株式会社クロスコーポレーション
487 一般男子（高校生～49歳以下）B9049 0:18:25 八木 剛志 ヤギ タケシ 株式会社　黒須建設
488 一般男子（50歳代以上） B10066 0:18:25 阿部　孝夫 アベ タカオ -
489 一般女子（高校生～49歳以下）B11005 0:18:25 増田　理子 - 山中グループ
490 一般男子（高校生～49歳以下）B9033 0:18:26 坂本　友秋 - 山中グループ
491 一般男子（高校生～49歳以下）B9041 0:18:26 藤巻 貴志 フジマキ タカシ ㈱黒須建設
492 一般女子（50歳代以上） B12040 0:18:27 宮木　武子 ミヤキ タケコ -
493 一般男子（50歳代以上） B10068 0:18:28 仲村　薫 ナカムラ カオル -
494 一般女子（高校生～49歳以下）B11010 0:18:28 山崎 早弥香 ヤマザキ サヤカ 鷲宮小学校
495 一般女子（50歳代以上） B12022 0:18:29 稲葉 幸子 イナバ サチコ -
496 一般男子（高校生～49歳以下）B9102 0:18:31 佐藤 広一 サトウ ヒロカズ -
497 一般女子（高校生～49歳以下）B11048 0:18:38 鈴江 泰子 スズエ ヤスコ -
498 一般男子（高校生～49歳以下）B9128 0:18:39 加藤 大宗 カトウ ヒロムネ -



499 一般女子（高校生～49歳以下）B11115 0:18:39 中島　春菜 ナカシマ ハルナ -
500 一般男子（高校生～49歳以下）B9003 0:18:40 髙松　勝 - 山中グループ
501 一般女子（高校生～49歳以下）B11109 0:18:40 長谷川　千明 ハセガワ チアキ 埼玉りそな銀行久喜支店
502 一般女子（高校生～49歳以下）B11018 0:18:41 竹内 久美子 タケウチ クミコ なし
503 一般男子（50歳代以上） B10077 0:18:42 桜井　祐一郎 サクライ ユウイチロウ日本信号
504 一般女子（高校生～49歳以下）B11084 0:18:42 嘉瀬 リカ カセ リカ -
505 一般女子（高校生～49歳以下）B11038 0:18:45 等々力 舞子 トドリキ マイコ .
506 一般男子（高校生～49歳以下）B9185 0:18:47 小嶋　慎平 コジマ シンペイ 武蔵野銀行　久喜支店
507 一般女子（高校生～49歳以下）B11024 0:18:47 七尾 麻実 ナナオ マミ みずほ銀行
508 一般男子（高校生～49歳以下）B9013 0:18:49 大田　克己 - 山中グループ
509 一般女子（高校生～49歳以下）B11020 0:18:51 山崎 由紀 ヤマサキ ユキ 和歌山市役所
510 一般男子（高校生～49歳以下）B9027 0:18:53 三谷　和紀 - 山中グループ
511 一般男子（高校生～49歳以下）B9015 0:18:55 木村　真人 - 山中グループ
512 一般女子（高校生～49歳以下）B11123 0:18:56 藤原　貴美香 フジワラ キミカ -
513 一般女子（高校生～49歳以下）B11124 0:18:57 岡村　真彩 - 武蔵野銀行　久喜支店
514 一般男子（50歳代以上） B10072 0:18:58 小暮　浩 コグレ ヒロシ 埼玉りそな銀行
515 中学生男子 B13193 0:18:59 陸　広樹 オカヒロキ 菖蒲中学校
516 中学生男子 B13194 0:18:59 川島　淳史 カワシマアツシ 菖蒲中学校
517 一般女子（高校生～49歳以下）B11026 0:19:01 諏訪 淑子 スワ シュクコ 会社員
518 一般男子（50歳代以上） B10075 0:19:02 関口　義隆 セキグチ ヨシタカ -
519 一般女子（50歳代以上） B12009 0:19:03 武井 節子 タケイ セツコ 無所属
520 一般男子（高校生～49歳以下）B9103 0:19:05 中戸 聖佳 ナカト マサヨシ みずほ銀行
521 一般女子（高校生～49歳以下）B11089 0:19:09 有坂 直子 アリサカ ナオコ -
522 一般男子（高校生～49歳以下）B9083 0:19:11 金井 崇 カナイ タカシ けいわマラソンクラブ
523 一般女子（高校生～49歳以下）B11088 0:19:12 平原 慶子 ヒラハラ ケイコ -
524 一般女子（50歳代以上） B12031 0:19:16 笹岡 恵美子 ササオカ エミコ 日本旅行
525 一般女子（高校生～49歳以下）B11079 0:19:19 佐藤 京子 サトウ キョウコ しがないＲＣ
526 一般男子（50歳代以上） B10008 0:19:20 落合 幸一 オチアイ コウイチ 会社員
527 一般女子（50歳代以上） B12036 0:19:20 奈良　由美子 ナラ ユミコ -
528 一般女子（高校生～49歳以下）B11013 0:19:21 高松 知子 タカマツ トモコ 会社員
529 一般女子（高校生～49歳以下）B11029 0:19:23 富沢 裕見子 トミザワ ユミコ JR東日本メカトロニクス㈱
530 一般男子（高校生～49歳以下）B9125 0:19:24 金谷 友宜 カナヤ トモヨシ 明電太田
531 一般女子（高校生～49歳以下）B11035 0:19:24 井端 和美 イバタ カズミ みずほ銀行
532 一般男子（高校生～49歳以下）B9009 0:19:26 都築　勝則 - 山中グループ
533 一般女子（高校生～49歳以下）B11119 0:19:27 篠﨑　裕子 シノザキ ユウコ -
534 一般男子（高校生～49歳以下）B9081 0:19:28 森田 裕之 モリタ ヒロユキ けいわマラソンクラブ
535 中学生女子 B14051 0:19:30 ライムンジミキコライムンジミキコ 菖蒲中学校
536 一般男子（高校生～49歳以下）B9038 0:19:32 並木　大輔 - 山中グループ
537 一般男子（50歳代以上） B10070 0:19:33 今野　紳一郎 コンノ シンイチロウゆっくらーず
538 一般女子（高校生～49歳以下）B11012 0:19:33 中村 裕子 ナカムラ ユウコ 会社員
539 一般男子（50歳代以上） B10063 0:19:34 矢代　彌一 ヤシロ ヤイチ -
540 一般男子（50歳代以上） B10082 0:19:34 金子　房雄 カネコ フサオ -
541 一般女子（高校生～49歳以下）B11122 0:19:36 染谷　百合香 ソメヤ ユリカ -
542 一般男子（高校生～49歳以下）B9163 0:19:37 安齋 勝 アンザイ マサル -
543 一般男子（50歳代以上） B10001 0:19:39 神谷　正人 - 山中グループ
544 一般男子（高校生～49歳以下）B9030 0:19:45 渡邉　真 - 山中グループ
545 一般女子（高校生～49歳以下）B11046 0:19:51 中川 朋子 ナカガワ トモコ けいわマラソンクラブ
546 一般男子（50歳代以上） B10057 0:19:55 横山 裕朗 ヨコヤマ ヒロアキ チームけらあん
547 一般男子（高校生～49歳以下）B9057 0:19:56 鬼本 真一郎 キモト シンイチロウ株式会社シグマクシス
548 一般女子（高校生～49歳以下）B11025 0:19:56 鬼本 梓 キモト アヅサ 久喜すずのき病院
549 一般男子（50歳代以上） B10058 0:19:57 浜野 豊 ハマノ ユタカ 東武ビルマネジメント株式会社
550 一般男子（高校生～49歳以下）B9039 0:19:58 長澤　裕一郎 - 山中グループ
551 一般男子（50歳代以上） B10009 0:20:01 竹内 尚彦 タケウチ ナオヒコ なし
552 中学生女子 B14030 0:20:05 関谷　美真 セキヤ　ミイマ 久喜東中学校
553 中学生女子 B14034 0:20:05 竹内　琴音 タカウチ　コトネ 久喜東中学校
554 一般女子（50歳代以上） B12038 0:20:09 菅沼　静枝 スガヌマ シズエ 杉戸走友会
555 一般男子（50歳代以上） B10056 0:20:12 小林 幸男 コバヤシ ユキオ 株式会社山田商会
556 一般男子（高校生～49歳以下）B9019 0:20:16 中島　政人 - 山中グループ
557 一般女子（高校生～49歳以下）B11021 0:20:22 羽鳥 明日香 ハトリ アスカ 東京入国管理局
558 一般男子（高校生～49歳以下）B9153 0:20:25 小堀 茂雄 コボリ シゲオ リンリンホー
559 一般女子（高校生～49歳以下）B11093 0:20:25 春日 彩 カスガ アヤ リンリンホー
560 一般男子（50歳代以上） B10061 0:20:31 斉藤　正夫 サイトウ マサオ -
561 一般女子（50歳代以上） B12035 0:20:32 坂井　富美 サカイ フミ -
562 一般男子（高校生～49歳以下）B9014 0:20:33 三木　正晴 - 山中グループ
563 一般女子（高校生～49歳以下）B11094 0:20:37 池上 美鈴 イケガミ ミスズ リンリンホー
564 一般女子（高校生～49歳以下）B11011 0:20:39 須藤 靖子 スドウ ヤスコ 一般
565 一般女子（高校生～49歳以下）B11092 0:20:40 羽田 美侑季 ハネダ ミユキ 日本信号株式会社
566 一般女子（高校生～49歳以下）B11065 0:20:42 小山 芳恵 コヤマ ヨシエ Ｈａｓｕｄａｓｈ
567 一般女子（高校生～49歳以下）B11096 0:20:42 古内 愛子 フルウチ アイコ -
568 一般男子（高校生～49歳以下）B9052 0:20:43 柳川 満治 ヤナガワ ミツハル カワグチハイホー
569 一般女子（高校生～49歳以下）B11049 0:20:44 白杉 舞 シラスギ マイ -
570 一般女子（50歳代以上） B12015 0:20:45 堀澤 美由紀 ホリサワ ミユキ はまとんＸＣ
571 一般女子（高校生～49歳以下）B11078 0:20:46 高橋 香南 タカハシ カナ -
572 一般女子（高校生～49歳以下）B11111 0:20:53 佐藤　沙織 サトウ サオリ -
573 一般女子（50歳代以上） B12013 0:20:59 吉田 真美 ヨシダ マミ -
574 一般女子（50歳代以上） B12025 0:21:02 田嶋 明美 タシマ アケミ -
575 一般男子（高校生～49歳以下）B9105 0:21:06 八木 浩平 ヤギ コウヘイ 日本中央バス
576 一般男子（高校生～49歳以下）B9184 0:21:07 御木　裕 ミキ ユタカ 武蔵野銀行　久喜支店
577 一般女子（50歳代以上） B12019 0:21:07 瀧口 チフミ タキグチ チフミ -
578 一般女子（高校生～49歳以下）B11050 0:21:08 飯塚 由利 イイヅカ ユリ 日本信号株式会社
579 一般女子（高校生～49歳以下）B11080 0:21:11 西本 紀子 ニシモト ノリコ -
580 一般男子（50歳代以上） B10071 0:21:13 蓮見　勝功 ハスミ カツノリ -
581 一般男子（高校生～49歳以下）B9172 0:21:16 山口　政和 ヤマグチ マサカズ -
582 一般女子（50歳代以上） B12039 0:21:25 島村　京美 シマムラ キョウミ (有)グリーンライフ久喜



583 一般女子（50歳代以上） B12028 0:21:34 筧 美和子 カケヒ ミワコ -
584 一般女子（高校生～49歳以下）B11003 0:21:35 足利　樹奈 - 山中グループ
585 一般女子（高校生～49歳以下）B11008 0:21:40 長澤　恵子 - 山中グループ
586 一般男子（50歳代以上） B10069 0:21:44 林　米治 ハヤシ ヨネジ -
587 一般女子（高校生～49歳以下）B11110 0:21:46 中井　千帆里 ナカイ チホリ -
588 一般男子（高校生～49歳以下）B9155 0:21:47 粉川 翔 コガワ ショウ -
589 一般女子（高校生～49歳以下）B11019 0:21:47 仲山 朝子 ナカヤマ トモコ なし
590 一般女子（高校生～49歳以下）B11068 0:21:47 松本 洋子 マツモト ヨウコ -
591 一般女子（50歳代以上） B12006 0:21:55 横山　あゆみ - 山中グループ
592 一般男子（高校生～49歳以下）B9029 0:21:57 増渕　斎 - 山中グループ
593 一般男子（50歳代以上） B10032 0:21:59 新井 正吾 アライ ショウゴ けいわマラソンクラブ
594 一般男子（50歳代以上） B10067 0:22:05 鈴木　信彦 スズキ ノブヒコ -
595 一般男子（高校生～49歳以下）B9010 0:22:19 三谷　武士 - 山中グループ
596 一般男子（50歳代以上） B10004 0:22:35 友菊　博 - 山中グループ
597 一般男子（高校生～49歳以下）B9065 0:22:36 新井 健寛 アライ タケヒロ 久喜市役所
598 一般女子（高校生～49歳以下）B11004 0:22:37 増田　智恵子 - 山中グループ
599 一般男子（高校生～49歳以下）B9055 0:22:38 照内 文了 テルウチ フミアキ 無所属
600 一般女子（50歳代以上） B12002 0:22:39 坂口　三枝子 - 山中グループ
601 一般女子（高校生～49歳以下）B11112 0:22:46 宇野　千晶 ウノ チアキ -
602 一般女子（50歳代以上） B12011 0:22:55 小出 慈子 コイデ ヤスコ 江戸川区社会福祉協議会
603 一般男子（高校生～49歳以下）B9085 0:23:01 朝倉 啓友 アサクラ ケイスケ けいわマラソンクラブ
604 一般女子（高校生～49歳以下）B11095 0:23:04 真鍋 朋子 マナベ トモコ -
605 一般女子（高校生～49歳以下）B11098 0:23:04 斎藤 彩香 サイトウ アヤカ -
606 一般女子（高校生～49歳以下）B11101 0:23:04 松林 絢香 マツバヤシ アヤカ -
607 一般女子（50歳代以上） B12004 0:23:04 北　房枝 - 山中グループ
608 一般男子（50歳代以上） B10074 0:23:06 木村　博道 キムラ ヒロミチ -
609 一般男子（50歳代以上） B10007 0:23:08 篠原　 諭 シノハラ サトシ 無し
610 一般男子（高校生～49歳以下）B9157 0:23:09 石附 裕 イシヅキ ユタカ 橋本総業株式会社
611 一般男子（高校生～49歳以下）B9001 0:23:16 山中　大吾 - 山中グループ
612 一般女子（高校生～49歳以下）B11085 0:23:24 木村 祐子 キムラ ユウコ -
613 一般男子（高校生～49歳以下）B9069 0:23:29 笹原 直斗 ササハラ ナオト 久喜市
614 一般男子（高校生～49歳以下）B9180 0:23:33 切貫　博久 キリヌキ ヒロヒサ -
615 一般女子（高校生～49歳以下）B11006 0:23:36 平塚　優子 - 山中グループ
616 一般女子（高校生～49歳以下）B11118 0:23:42 阿部　恵巳 アベ エミ -
617 一般男子（高校生～49歳以下）B9084 0:23:48 古川 尚人 フルカワ ヒサト けいわマラソンクラブ
618 一般男子（高校生～49歳以下）B9032 0:23:56 川名　弘一 - 山中グループ
619 一般女子（50歳代以上） B12012 0:24:16 小野村 知子 オノムラ トモコ 会社員
620 一般女子（50歳代以上） B12034 0:25:23 宮城　恒子 ミヤギ ツネコ -
621 一般男子（高校生～49歳以下）B9086 0:25:28 鎌田 匡介 カマタ キョウスケ けいわマラソンクラブ
622 一般男子（高校生～49歳以下）B9178 0:25:38 西村　正弘 ニシムラ マサヒロ -
623 一般女子（50歳代以上） B12029 0:25:51 石橋 あき子 イシバシ アキコ -
624 一般男子（高校生～49歳以下）B9021 0:25:55 田端　雅也 - 山中グループ
625 一般男子（高校生～49歳以下）B9020 0:25:55 田端　一城 - 山中グループ
626 一般男子（高校生～49歳以下）B9025 0:26:19 梅村　豊一 - 山中グループ
627 一般女子（高校生～49歳以下）B11002 0:26:19 足利　和代 - 山中グループ
628 一般男子（50歳代以上） B10026 0:27:03 木村 淳 キムラ アツシ -
629 一般男子（50歳代以上） B10002 0:27:07 横山　健二 - 山中グループ
630 一般女子（高校生～49歳以下）B11075 0:27:10 高木 美香 タカギ ミカ 聖地化プロジェクト
631 中学生男子 B13031 0:27:10 高木 壮一朗 タカギ ソウイチロウ菖蒲中学校
632 一般男子（50歳代以上） B10013 0:27:25 吉川 俊彦 ヨシカワ トシヒコ みずほ銀行
633 一般男子（高校生～49歳以下）B9087 0:28:07 新實 啓介 ニイノミ ケイスケ けいわマラソンクラブ
634 一般女子（高校生～49歳以下）B11047 0:28:32 松尾 陽子 マツオ ヨウコ けいわマラソンクラブ
635 一般女子（50歳代以上） B12032 0:29:53 齋藤 潤子 サイトウ ジュンコ -
636 一般女子（50歳代以上） B12007 0:31:37 小林　順子 - 山中グループ
637 一般男子（高校生～49歳以下）B9002 0:32:04 四家　正之 - 山中グループ
638 一般男子（高校生～49歳以下）B9181 0:32:04 阿部　秀夫 アベ ヒデオ -
639 一般女子（50歳代以上） B12001 0:32:04 山中　和子 - 山中グループ
640 一般男子（高校生～49歳以下）B9036 0:32:05 小林　和男 - 山中グループ
641 一般男子（50歳代以上） B10065 0:33:00 佐藤　亥四治 サトウ イヨジ -
642 一般女子（50歳代以上） B12003 0:40:58 中原　君江 - 山中グループ
643 一般女子（50歳代以上） B12005 0:41:00 大貫　玲子 - 山中グループ


